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第 1 章 本書および DB2 ライブラリーの概要
この章では、本書に関する具体的な情報と、DB2 ライブラリーの一般的な概要を示します。
本書では、『DB2』 はプログラム・プロダクト IBM DATABASE 2 ユニバーサル・データベース・サー
バー (OS/390 版および z/OS 版) (DB2 (OS/390 版および z/OS 版)) を指します。その他の DB2 製品は、
正式名または省略名で記載されます。

本書の対象読者
本書「IBM DATABASE 2 ユニバーサル・データベース・サーバー (OS/390 版および z/OS 版) メッセージ
およびコード」では、DB2 が発行するメッセージとコードをリストし、説明と推奨応答を説明します。本
書は、 DB2 メッセージおよびコードを受け取る可能性のあるユーザーおよびシステム・プログラマーを対
象として書かれています。

本書の使い方
本書は、次の 6 つの部と 4 つの付録から成っています。
v

1 ページの『第 1 部 はじめに』では、DB2 が生成する各種のメッセージおよびコードについて説明し
ています。

v

9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』では、SQL 戻りコードをリストしています。

v

159 ページの『第 3 部 DB2 メッセージ』では、様々な DB2 メッセージをタイプ別にリストしていま
す。

v

859 ページの『第 4 部 DB2 コード』では、様々な DB2 コードをタイプ別にリストしています。

v

1473 ページの『第 5 部 IRLM メッセージおよびコード』では、各種の IRLM メッセージおよびコー
ドをメッセージまたはコードのタイプ別にリストしています。

v

1511 ページの『第 6 部 SNA コード』では、SNA コードをタイプ別にリストしています

v

1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終了 / ダンプ・コード』 では、CICS トランザク
ション異常終了ダンプ・コード (DSNC) を説明しています。

v

1525 ページの『付録 B. 問題判別』では、問題を解決する際に使用する診断項目とリソース・タイプを
リストしています。

v

1535 ページの『付録 C. SQLSTATE 値 — 一般エラー・コード』 では、エラー・コードの SQLSTATE
値をリストしています。 これらの値は、共通のエラー状態に対応する共通の戻りコードを提供します。

v

1551 ページの『付録 D. 新たに追加、変更、および削除されたメッセージおよびコード』 では、新規
の、変更された、ならびに削除された、メッセージおよびコードをリストしています。

ここでは、DB2 メッセージおよびコードに関する一般情報を説明します。本書では、さまざまな箇所でこ
の説明を参照しています。事前に、以下の情報に精通しておかれることをお勧めします。
SQL 戻りコードは、番号順に並んでいます。 DB2 メッセージは、そのサブコンポーネントの ID の順
に、さらにその中では番号順に並んでいます。コードは、16 進の ID の順に、さらにその中では番号順に
並んでいます。 IRLM のメッセージおよびコードは、番号順に並んでいます。
メッセージ ID と CSECT 名を使用して、メッセージを示します。メッセージが、DB2 環境の外側で作動
しているサブコンポーネント (プリコンパイラーまたは接続機能など) によって出されたのでないかぎり、
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メッセージの前には、システムのインストール時に定義されたサブシステム認識文字 が付けられます。サ
ブシステム認識文字は、本書のメッセージ・テキストには示されていません。
| DB2 メッセージ ID はすべて、8 から 10 文字の長さです。最初の 3 文字は常に DSN です。これは、
DB2 サブシステム接頭部名です。 4 文字目は、サブコンポーネントの ID で、メッセージを出した DB2
のサブコンポーネントを識別します。それぞれのサブコンポーネントは、関連する 16 進の ID (16 進 ID)
| をもっています。すなわち、サブコンポーネント ID の 16 進表示です。 数値 ID は、3 から 5 文字の
| 長さで、メッセージの 5 文字目から始まっています。数値 ID は、サブコンポーネント内で固有です。メ
ッセージ ID の最後の文字は、メッセージ・タイプ・コード です。これは、そのメッセージに必要な応答
のタイプを示します。メッセージ番号の後に表示されることのあるオプショナル・フィールドは、サブシス
| テム ID またはサブシステム認識文字 です。さらに、サブシステム ID の後に別のオプショナル・フィー
| ルドがあり、このフィールドは CSECT 名 です。メッセージ ID と CSECT 名は、次のような形式になっ
ています。
| DSNB209I ! DSNB1CHK
ここで、
DSN
DB2 サブシステム接頭部名です。
B
サブコンポーネント ID です。この例の B は、DB2 バッファー・マネージャーを表しており、こ
のサブコンポーネントの 16 進 ID は 、X'C2' です。
209
数字 ID です。
I
通知目的のみのメッセージであることを示します。
サブシステム認識文字で、オプショナル・フィールドです。
| !
DSNB1CHK
CSECT 名で、オプショナル・フィールドです。
DB2 理由コードとサブシステム終了理由コードは、4 バイトの長さです。 第 1 バイトは常に 00 で、高
位バイト です。 第 2 バイトは 16 進 ID で、 DB2 サブコンポーネントを識別します。 最後の 2 バイ
トは数字 ID で、サブコンポーネントの中で固有の番号です。コードは次のような形式になっています。
00E50041

ここで、
00
高位バイトです。
E5
16 進数 ID です。これは、DB2 エージェント・サービス管理プログラムを表します。
0041
数字 ID です。
それぞれのメッセージおよびコードに伴って、該当する場合には、以下の情報が表示されます。

説明: ここでは、メッセージまたはコードの意味、理
由、ならびにその原因が示されます。 メッセージを出
した CSECT も示され、問題を診断する場合の助けにな
ります。ただし、メッセージを出した CSECT が実行時
にメッセージ・テキストに入っている場合は、説明には
含められません。
システムの処置: ここでは、メッセージまたはコードを
出す原因となった条件の結果、何が起こるかが示されま
す。この情報が示されていない場合、システムの処置は
とられません。
ユーザーの処置:

4

ユーザーの応答が必要な場合は、適切

な応答とその効果がここに示されます。 この情報が示
されていない場合、ユーザーは応答する必要がありませ
ん。
オペレーターの応答: オペレーターが応答する必要があ
る場合は、適切な応答とその効果がここに示されます。
この情報が示されていない場合、オペレーターの応答は
不要です。
システム・プログラマーの応答: システム・プログラマ
ーが応答する必要がある場合は、適切な応答とその効果
がここに示されます。この情報が示されていない場合、
システム・プログラマーの応答は不要です。
プログラマーの応答: プログラマーが応答する必要があ
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る場合は、適切な応答とその効果がここに示されます。
この情報が示されていない場合、プログラマーの応答は
不要です。
問題判別:

実行すると、サポート担当者が問題を診断するための十
分なデータを入手することができます。この情報が示さ
れていない場合、問題の判別は、必要ありません。

ここには、処置がリストされていて、これを

メッセージ・タイプ・コード
メッセージ ID の最後の文字は、タイプ・コード です。以下に示されているように、4 つのタイプ・コー
ドが使用されます。
A

即時処置

D

即時決定

E

最終処置

I

通知のみ

ただちに処置をとる必要があります。要求された処置を
とるまで、関連するタスクは継続されません。
決定または処置がただちに必要です。 要求された決定が
行われるか、または要求された処置がとられるまで、関
連するタスクは継続されません。
最終的にはどこかの時点で処置が必要になります。ただ
し、関連するタスクは継続されます。 SQL (ALL) が有
効の場合、ホスト関連でないすべての RC=8 エラー・メ
ッセージ (SOFT エラー) は、プリコンパイラー出力では
E から W に変更されています。 RC=8 エラー (HARD
エラー) はすべて、以前と同様に表示されます。
処置は不要です。

DB2 メッセージ重大度コード
重大度コードは、DB2 のプリコンパイラー・サブコンポーネントが出すメッセージ、 DB2 のサービス制
御プログラムとユーティリティー・サブコンポーネントが出す一部のメッセージに示されます。個々の重大
度コードの意味は、サブコンポーネントによって若干異なります。一般には、重大度レベルが高くなれば、
状況はより重大になります。
これらのサブコンポーネントの重大度コードについては、 159 ページの『第 3 部 DB2 メッセージ』 の
個々のサブコンポーネントの項の最初に説明しています。また、該当する場合は、個々のメッセージにも示
されています。

DB2 異常終了コード (X'04E' および X'04F')
DB2 では、X'04E' と X'04F' の 2 つのシステム異常終了コードを使用します。
X'04E' と X'04F' は、以下のものを示します。
v DB2 操作中に検出した内部エラー
v 問題判別のための診断情報
v エラーに関連する DB2 サブコンポーネントが開始したサブシステム処置
X'04E'
X'04E' 異常終了コードは、 DB2 が内部エラーを検出し、DB2 内部タスク (TCB) またはユーザー接続
タスクを異常終了させたことを示します。 X'04E' 異常終了コードに関連するエラーの前に、 MVS シ
ステム・コードまたは内部エラーが発生している可能性があります。
X'04E' 異常終了が生成した診断情報を調べ、実際にその後のタスク終了またはサブシステム終了の原因
となったエラーの原因を判別する必要があります。
X'04F'
X'04F' 異常終了コードは、 DB2 が重大エラーを検出し、DB2 サブシステム全体を異常終了させたこ
とを示します。 X'04F' が出された場合、 DB2 は、操作が続行されるとデータの保全性が損なわれる
第 1 章 本書および DB2 ライブラリーの概要
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可能性があると判断します。 X'04F' 異常終了コードに関連するエラーの前に、 MVS システム・エラ
ーあるいは 1 つまたは複数の DB2 X'04F' 異常終了コードが発生している可能性があります。
表 1 に、これらの異常終了コードが出たとき DB2 で使用する診断情報とサブシステム処置を要約してい
ます。 これらの情報には、特定のエラー状況に該当せず、問題診断には役立たないものもあります。 その
ような場合、DB2 は不要な診断情報を作成することはありません。 特定のエラーに関して DB2 が作成す
る情報は、問題によって異なります。 診断情報を提供する MVS サービスについては 『DB2 診断情報』
に説明されています。
表 1. 異常終了コード
X'04E'

X'04F'

説明

v DB2 の通常操作中のエラー

v 重大エラー。操作を続行するとデータ保
全性を損なう可能性があります。

システム処置

v 内部 DB2 タスクが異常終了します。

v DB2 サブシステム全体が異常終了しま
す。
v DB2 接続がアクティブになっているユー
ザー・タスクが、X'04F' により異常終了
する可能性があります。
v 接続アドレス・スペースが MEMTERM
(メモリー終了) になる可能性がありま
す。

v 接続ユーザー・タスクが異常終了しま
す。

診断情報

v SVCダンプ (SVC dump)
v SYS1.LOGREC 項目
v VRA データ項目

v SYS1.LOGREC 項目
v VRA データ項目

関連する理由コード

v DB2 異常終了理由コード
v 関連する MVS システム・コード

v サブシステム終了理由コード
v X'04F' 異常終了の前に出る MVS システ
ム完了コードと X'04E' コード。

付随するコードのロケーシ
ョン

v SYS1.LOGREC 項目
v SVC ダンプ・タイトル
v VRA データ項目
v メッセージ DSNW050I
v SDWA の項の『エラー発生時の汎用レジ v MVS システム・オペレーターに送信さ
れるメッセージ DSNV086E
スター』のレジスター 15
v SYS1.LOGREC 項目
v VRA データ項目

DB2 診断情報
DB2 の機能リカバリー・ルーチンは、MVS サービスを使用して、診断情報を提供し、問題の判別を助け
ます。
以下の MVS サービスにより、診断情報が提供されます。
v SVC ダンプ
DB2 異常終了コード X'04E' は、 MVS SDUMP サービスを使用して SVC ダンプを作成します。これ
らのダンプの内容および関連するストレージは、個々のエラーおよびエラー発生時の DB2 サブシステム
の状態によって異なります。
v SYS1.LOGREC 項目
エラー発生時には、MVS SETRP サービスを使用して、 SYS1.LOGREC データ・セットに項目の入力が
要求されます。 SYS1.LOGREC には次の事項も記録されます。
– サブシステム異常終了

6
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– リカバリー・ルーチンで発生した 2 次異常終了
– リカバリー終了管理プログラムがパーコレートしたリカバリー・ルーチンからの記録要求
v 可変記録域 (VRA) データ
MVS VRA が定義したキーを使用して、SDWA の VRA にデータ項目が追加されます。 VRA データ
には、両方の DB2 異常終了コードに共通の一連の診断データ項目が入ります。 初期エラー処理時また
はリカバリー終了管理プログラムのパーコレーション時には、サブコンポーネント・リカバリー・ルー
チンが呼び出され、追加情報が示されます。

DB2 操作の結果として発生する MVS 異常終了
DB2 操作中に、MVS システム完了コードを伴う異常終了が発生することがあります。 DB2 操作中に
MVS 異常終了を受け取った場合は、該当する MVS 資料を参照してください。

|

本書の変更点の要約

| この版では、DB2 バージョン 7 をサポートするために、メッセージとコードが追加および変更されていま
| す。また、以前出版した情報の技術的な訂正と変更も含まれています。バージョン 7 のために新たに追
| 加、変更、および削除されたメッセージおよびコードについて詳しくは、 1551 ページの『付録 D. 新たに
| 追加、変更、および削除されたメッセージおよびコード』を参照してください。

第 1 章 本書および DB2 ライブラリーの概要
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第 2 部 SQL 戻りコード
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第 2 章 SQL 戻りコード
この章で示されている情報は、 1565 ページの『付録 E. 特記事項』 に定義されているように、汎用プログ
ラミング・インターフェースと関連情報です。

序
構造化照会言語 (SQL) 戻りコード、および説明で参照されているトークンは、SQL 連絡域 (SQLCA) に戻
されます。
SQLCA は、DB2 が使用する、(アプリケーション・プログラムで定義する) アプリケーション・プログラ
ム内の区域です。この区域は、DB2 SQL 解説書 の付録 C に説明されています。
SQL 戻りコードは、SQLCA の SQLCODE フィールドに戻されます。トークンは、SQLERRM フィールド
に戻されます。複数のトークンがある場合、トークンはメッセージ・テキストに現れる順序に従って、
SQLERRM に順番に示されます。各トークンは、文字 X'FF' で区切られます。
トークンは、メッセージ・テキストに小文字で現れます。 SQL 戻りコードが SPUFI を介して戻されると
きには、トークンはメッセージ・テキストに置き換えられ、そのテキストが表示されます。トークンのメッ
セージ・テキストへの置き換えは、 DSNTIAR という名前の DB2 モジュールによって実行されます。こ
のモジュールは、アプリケーション・プログラムでも使用することができます。 DSNTIAR については、
アプリケーション・プログラミングおよび SQL ガイド の第 2 部を参照してください。

SQL ステートメント実行の検査
実行可能 SQL ステートメントを含むアプリケーション・プログラムは、 SQLCA と呼ばれる構造、また
は SQLCODE (FORTRAN では SQLCOD) と呼ばれる独立型の整変数を提供する必要があります。
SQLCA は、INCLUDE SQLCA ステートメントを使用して提供することができます。独立型 SQLCODE
を提供する場合は、INCLUDE SQLCA を使用してはなりません。
SQLCA は、SQLCODE という名前の整変数を含んでいます。 SQLCA の代わりに独立型 SQLCODE を提
供するオプションを使用すると、 ISO/ANSI SQL 標準との適合性が得られます。このオプションを使用す
る場合は、プリコンパイラーに示しておく必要があります。

SQLCODE
アプリケーション・プログラムが SQLCA または独立型変数のいずれを提供するかにかかわりなく、 SQL
ステートメントを実行すると、DB2 が SQLCODE をセットします。 DB2 は、次のように ISO/ANSI SQL
標準に従います。
v SQLCODE=0 の場合、実行は正常に行われました。
v SQLCODE>0 の場合、実行は正常に行われましたが、警告が出されています。
v SQLCODE<0 の場合、実行は失敗しました。
v SQLCODE=100 の場合、「データなし」状態が検出されました。 たとえば、カーソルが結果表の最後の
行より後に置かれていた場合、 FETCH ステートメントは「データなし」を戻します。
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000 • +100

SQLSTATE
SQL ステートメントの実行後には、DB2 が SQLSTATE もセットします。したがって、アプリケーショ
ン・プログラムでは、SQLCODE の代わりに SQLSTATE をテストすることによって、SQL ステートメン
トの実行を検査することができます。 SQLSTATE (FORTRAN では SQLSTT) は、 SQLCA 内の 5 バイ
トの文字ストリング変数です。
SQLSTATE は、アプリケーション・プログラムに、共通エラー状態についての共通コードを提供します
(SQLSTATE の値は、エラーまたは警告がプロダクトに特定のものである場合に限り、プロダクト特有の値
となります)。 さらに SQLSTATE は、アプリケーション・プログラムが特定のエラーまたはエラーのクラ
スをテストできるように設計されています。コーディング体系は、すべての IBM リレーショナル・データ
ベース・プロダクトと同じです。 SQLSTATE の詳細および可能な値の全リストについては、 1535 ページ
の『付録 C. SQLSTATE 値 — 一般エラー・コード』を参照してください。

正常実行の SQL コード
000

SUCCESSFUL EXECUTION

説明: 無条件正常実行、または 1 つ以上の警告を伴う
正常実行。 SQLWARN0 がブランクの場合、警告はあ
りません。SQLWARN0=W であれば、SQLCA 内に他の
警告標識の少なくとも 1 つがセットされ、警告条件が
示されています。たとえば、SQLWARN1 は、ホスト変
数に割り当てるときにストリング列の値が切り捨てられ
たことを示すために使われます。 SQLWARNx フィー
ルドの説明は、DB2 SQL 解説書 の付録 C にありま
す。

バインドを行うと、異なって解釈される可能性がありま
す。
SQLSTATE:
+098

01545
A DYNAMIC SQL STATEMENT ENDS
WITH A SEMICOLON.

説明: PREPARE または EXECUTE IMMEDIATE ステ
ートメントのステートメント・ストリングは有効な動的
SQL ステートメントですが、セミコロンで終わってい
ます。

SQLSTATE:
す。

00000 は、無条件の正常実行を表しま

システムの処置: セミコロンおよびそれ以降のテキスト
は無視されます。

SQLSTATE:
表します。

01ddd は、警告 'ddd' を伴う正常実行を

プログラマーの応答: セミコロンがステートメント終了
符として使用されているかどうかを調べてください。
SQLSTATE:

+012

THE UNQUALIFIED COLUMN NAME
column-name WAS INTERPRETED AS A
CORRELATED REFERENCE

説明: 示された列名は、副照会の FROM 文節内の表ま
たは視点の列を識別していません。 しかし、その列名
は、ステートメントの中のより高位レベルにある
FROM 文節内の表または視点の列を識別しています。
システムの処置:
す。

列名は、相関参照として解釈されま

プログラマーの応答: DB2 による列名の解釈が意図し
たものでなかった場合は、 SQL ステートメントを書き
直し、もう一度実行依頼してください。 列名が高位レ
ベルで指定された表を参照するようにしたい場合は、表
名または相関名を列名の修飾子として使用して、ステー
トメントを書き直すことをお勧めします。修飾されてい
ない列名は、参照している表の 1 つを変更した後で再
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+100

説明:

01568
ROW NOT FOUND FOR FETCH,
UPDATE OR DELETE, OR THE
RESULT OF A QUERY IS AN EMPTY
TABLE

次の条件のうちの 1 つが発生しています。

v UPDATE または DELETE ステートメントに指定され
た検索条件に合致する行が 1 つもない。
v SELECT INTO ステートメントの結果、空の表となっ
た。
v FETCH ステートメントが実行されたとき、カーソル
が結果表の最後の行より後に位置づけられていた。
v INSERT ステートメントの副選択の結果、空となっ
た。
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+110
SELECT ステートメントが SPUFI を用いて実行された
場合、この SQLCODE は正常な完了を示します。
システムの処置: データの取り出し、更新、または削除
は行われません。
SQLSTATE:
+110

02000
SQL UPDATE TO A DATA CAPTURE
TABLE NOT SIGNALED TO
ORIGINATING SUBSYSTEM

説明: DataPropagator (DPropNR) の出口ルーチンは
DATA CAPTURE CHANGES で定義された表に対して
INSERT、UPDATE、または DELETE ステートメントを
発行しました。データ収集がすでに進行中であるため、
開始元の IMS サブシステムに通知が戻されません。
システムの処置: DB2 はデータを変更し、ログに変更
を記録します。 DB2 は、DPropNR の出口ルーチンに
変更を通知しません。これは、通知を行うと、同じ変更
がもう一度行われる可能性があるからです。
SQLSTATE:
+111

THE SUBPAGES OPTION IS NOT
SUPPORTED FOR TYPE 2 INDEXES

システムの処置:
れます。

オプションは無視され、処理は継続さ

プログラマーの応答: SUBPAGES オプションを除去
し、警告メッセージを消去してください。

+117

01590
THE NUMBER OF INSERT VALUES IS
NOT THE SAME AS THE NUMBER
OF OBJECT COLUMNS

説明: INSERT ステートメントの値リスト内の挿入値の
数が、指定されたオブジェクト列の数と同じでありませ
ん。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
ランまたはパッケージが作成されます。 ステートメン
トは、その実行のたびに動的にバインドされます。
プログラマーの応答: パフォーマンスをよくするために
は、ステートメントを訂正した後で、プランまたはパッ
ケージを再バインドしてください。 ステートメントを
訂正するときは、指定されたオブジェクト列のそれぞれ
に対して 1 つの値だけを指定してください。
SQLSTATE:

01525

TABLESPACE
database-name.tablespace-name HAS
BEEN PLACED IN CHECK PENDING

説明: (特殊レジスター CURRENT RULES = 'DB2' の
場合) 参照制約または検査制約を指定するのに ALTER
TABLE ステートメントが使用されたために、示された
表スペースは検査保留状態にあります。表スペースは、
検査保留状態から除去されないかぎり、一般に使用でき
ません。
システムの処置: その表スペースは検査保留状態に置か
れています。
プログラマーの応答: CHECK DATA ユーティリティ
ーを実行してください。 参照制約または検査制約の実
施は、CHECK DATA ユーティリティーが実行されるま
で延期されます。
SQLSTATE:
+203

01561

説明: タイプ 2 索引に対しては、SUBPAGES オプシ
ョンを使用することができません。

SQLSTATE:

+162

01514
THE QUALIFIED COLUMN NAME
column-name WAS RESOLVED USING
A NON-UNIQUE OR UNEXPOSED
NAME

説明: 修飾列名を解決するために選択された表指定子
が、次のいずれかです。
v 直接的でない名前
v 同じ FROM 文節内に重複する表示名をもつ表示名
v 修飾子の比較対象である名前の順序リストの中で、重
複する直接的でない名前の方が前に現れる、表示名
したがって、このステートメントは、固有の表示名だけ
を修飾子として使用するという指針に従っていないか、
あるいは列参照が、意図した表または視点のインスタン
スに解決されなかった可能性があります。
システムの処置: DB2 は選択された名前を使用して、
参照を解決します。
プログラマーの応答: DB2 による修飾子の解決が意図
したとおりでなかった場合は、 SQL ステートメントを
書き直して、もう一度実行依頼してください。 列名修
飾子の解決に使用される規則は、DB2 SQL 解説書 の第
2 章に記述されています。
SQLSTATE:
+204

01552
name IS AN UNDEFINED NAME

説明: 'name' で示されたオブジェクトは、DB2 サブシ
ステムに定義されていません。この戻りコードは、どの
ようなタイプの DB2 オブジェクトでも生成される可能
性があります。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
第 2 章 SQL 戻りコード
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+206
ランまたはパッケージが作成されます。 ステートメン
トは、その実行のたびに動的にバインドされます。
プログラマーの応答: パフォーマンスをよくするために
は、ステートメントを訂正した後で、プランまたはパッ
ケージを再バインドしてください。 ステートメントを
訂正するときは、SQL ステートメントにオブジェクト
名が正しく (必要な修飾子を含めて) 指定されていたか
どうかを判別してください。 正しく指定されていた場
合は、ステートメントを再実行依頼する前に、そのオブ
ジェクトがシステムの中に存在するかどうかを確かめて
ください。
SQLSTATE:

01532

する静的 EXPLAIN SQL ステートメントを使用してい
ます。 リモート・オブジェクトに関する EXPLAIN
は、DB2 ではサポートされません。
このメッセージは、BIND 時しかも VALIDATE(RUN)
が指定されたときのみ出されます。
システムの処置: プランまたはパッケージは正常にバイ
ンドされますが、リモート・オブジェクトを参照する
SQL ステートメントについては、ユーザーの
PLAN-TABLE には情報は入れられません。 リモート・
オブジェクトを説明する EXPLAIN ステートメントが見
つかった場合は、 SQLCODE -512 が実行時に出されま
す。
SQLSTATE:

+206

column-name IS NOT A COLUMN OF
AN INSERTED TABLE, UPDATED
TABLE, OR ANY TABLE IDENTIFIED
IN A FROM CLAUSE

説明: この戻りコードは、以下のエラーの 1 つを報告
するために使用されます。
v INSERT または UPDATE ステートメントの場合は、
指定された列が、挿入または更新のオブジェクトとし
て指定された表または視点の列でない。
v SELECT または DELETE ステートメントの場合は、
指定された列が、ステートメントの FROM 文節で識
別される表または視点いずれの列でもない。
v GROUP BY の中に相関参照がある。
v HAVING の中に未解決の修飾参照がある。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
ランまたはパッケージが作成されます。 ステートメン
トは、その実行のたびに動的にバインドされます。
プログラマーの応答: パフォーマンスをよくするために
は、ステートメントを訂正した後で、プランまたはパッ
ケージを再バインドしてください。 ステートメントを
訂正するときは、列名と表名が SQL ステートメントに
正しく指定されているかどうかを確かめてください。
SELECT ステートメントの場合は、必要なすべての表が
FROM 文節内に指定されているかどうかを確かめてく
ださい。
SQLSTATE:

01533

+219

01537
THE REQUIRED EXPLANATION
TABLE table-name DOES NOT EXIST

説明: EXPLAIN ステートメントでは、explain 表が存
在し、かつそれが基本表として DB2 サブシステムに定
義されていないことを前提としています。 詳細につい
ては、DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してくださ
い。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
ランまたはパッケージが作成されます。 ステートメン
トは、その実行のたびに動的にバインドされます。
プログラマーの応答: パフォーマンスをよくするために
は、ステートメントを訂正した後で、プランまたはパッ
ケージを再バインドしてください。 ステートメントを
訂正するときは、必要な explain 表が存在するかどうか
を判別してください。 存在しない場合は、必要な表を
作成してください。
SQLSTATE:
+220

01532
THE COLUMN column-name IN
EXPLANATION TABLE table-name IS
NOT DEFINED PROPERLY

説明: explain 表への行の挿入中に、エラーが発生しま
した。次のいずれかの理由により、その表が正しく定義
されていません。
v 列が抜けている。
v 列が間違った順序で定義されている。

+218

THE SQL STATEMENT REFERENCING
A REMOTE OBJECT CANNOT BE
EXPLAINED

説明: ユーザーが、リモート・オブジェクトを参照する
SQL ステートメントを含んでいるアプリケーションを
バインドするために、バインド・サブコマンドで
EXPLAIN(YES) を使用しているか、あるいはアプリケー
ション・プログラム内でリモート・オブジェクトを参照
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v 表に余分の列が含まれている。
v 列の名前、データ・タイプ、長さ、またはヌル属性が
原因で、列の記述が無効である。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
ランまたはパッケージが作成されます。 ステートメン
トは、その実行のたびに動的にバインドされます。
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+222
プログラマーの応答: パフォーマンスをよくするために
は、ステートメントを訂正した後で、プランまたはパッ
ケージを再バインドしてください。 ステートメントを
訂正するときは、必要な explain 表の定義を訂正してく
ださい。 explain 表の定義方法については、DB2 SQL
解説書 の第 5 章を参照してください。
SQLSTATE:

|# +222
|
|
|
|
|

01546
HOLE DETECTED USING cursor-name

説明: 基礎表の対応する行が削除され、削除ホール が
生じたため、DB2 はカーソル cursor-name のデータを
フェッチできませんでした。 DB2 は、カーソル
cursor-name の FETCH の処理時に削除ホール を検出し
ました。

| cursor-name
FETCH ステートメントに使用するカーソルの
|
名前。
|

#| +231
#
#

CURRENT POSITION OF CURSOR
cursor-name IS NOT VALID FOR
FETCH OF THE CURRENT ROW

| 説明: カーソルが行上になく、FETCH CURRENT また
| は FETCH RELATIVE 0 のいずれかが指定されまし
| た。データが取り出されませんでした。
| cursor-name
|
FETCH ステートメントに使用するカーソルの
|
名前。
| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。カーソルの位置は変更されません。
| プログラマーの応答: この FETCH ステートメントを
| 発行する前に、アプリケーション・プログラムを訂正し
| て、位置を設定してください。
| SQLSTATE: 02000

| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。カーソルは、このホールに位置変更されて
| います。

+236

|
|
|
|

説明: SQLDA の SQLN フィールドの値は、記述され
ている列の数以上の値でなければなりません。 integer3
は記述されている列の数です。

プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムを
訂正して、この状態を処理するか、分離レベルを変更し
て、カーソル操作の際に基本行を削除できないようにし
ます。

| SQLSTATE: 02502
| +223
|

UPDATE HOLE DETECTED USING
cursor-name

| 説明: DB2 が、以前の検索条件を満たさなくなった行
| の再フェッチを試みたときに、更新ホール を検出しま
| した。行が見付からなかったため、DB2 はカーソル
| cursor-name のデータをフェッチできませんでした。
| cursor-name
FETCH ステートメントに使用するカーソルの
|
名前。
|
| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。カーソルは、このホールに位置変更されて
| います。
|
|
|
|

プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムを
訂正してこの状態を解消するか、分離レベルを変更し
て、カーソル操作の際に基本行を更新できないようにし
ます。

SQLDA INCLUDES integer1 SQLVAR
ENTRIES, BUT integer2 ARE
REQUIRED FOR integer3 COLUMNS

USING BOTH を指定した場合、記述されている列数の
2 倍の SQLVAR 記入項目が必要です。
列のすべての情報を戻すのに必要な SQLVAR 記入項目
の数は、 integer2 です。
注: DESCRIBE INPUT の場合、列 への各参照は実際に
はパラメーター になります。
システムの処置: SQLDAID の 7 番目のバイトは、値
2 が指定されて ″on″ に設定されています。これは、各
列ごとに 2 つの SQLVAR 記入項目が必要であること
を示します。 DB2 は SQLVAR 記入項目を設定してい
ません。
プログラマーの応答: メッセージに示された値まで
SQLDA の SQLN フィールドの値を増加して (SQLDA
がその値をサポートできる大きさにする)、ステートメン
トを再実行依頼してください。
SQLSTATE:

01005

| SQLSTATE: 02502

第 2 章 SQL 戻りコード
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+237
+237

SQLDA INCLUDES integer1 SQLVAR
ENTRIES, BUT integer2 ARE
REQUIRED BECAUSE AT LEAST ONE
OF THE COLUMNS BEING
DESCRIBED IS A DISTINCT TYPE

説明: 記述されている列の少なくとも 1 つが特殊タイ
プであると仮定すると、基本 SQLVAR 記入項目に加え
て、拡張 SQLVAR 記入項目にスペースを提供する必要
があります。 SQLN の値 integer1 は、基本および拡張
SQLVAR 記入項目に対して十分な SQLVAR 記入項目
がないことを示しています。
必要な SQLVAR 記入項目の合計数は、 USING BOTH
が指定されたかどうかによって異なります (n は記述さ
れている列の数です)。
v USING BOTH が指定された場合、 3n の SQLVAR
記入項目にスペースを割り当てる必要があります。
v そうでない場合、 2n の SQLVAR 記入項目にスペー
スを割り当てる必要があります。
列のすべての情報を戻すのに必要な SQLVAR 記入項目
の数は、 integer2 です。
注: DESCRIBE INPUT の場合、列 への各参照は実際に
はパラメーター になります。
システムの処置: DB2 は、拡張 SQLVAR 記入項目に
十分なスペースが提供されなかったため、 SQLDAID
の 7 番目のバイト・フラグを ″on″ に設定しました。 7
番目のバイト・フラグの値は、各列ごとに何個の
SQLVAR 記入項目が必要かを示します。 さらに、基本
SQLVAR に十分な SQLVAR 記入項目がなかったた
め、 DB2 は基本 SQLVAR 記入項目のフィールドを設
定しました。しかし、DB2 は拡張 SQLVAR 記入項目
は設定していません。
プログラマーの応答: 特殊タイプの追加情報が必要でな
い場合は、 USING BOTH が指定されていなければ (こ
の場合、ラベルに追加の SQLVAR 記入項目を提供する
必要があります)、処置は必要ありません。
特殊タイプ情報が必要な場合は、SQLDA の SQLN フ
ィールドの値を integer2 に増加して (SQLDA がその値
をサポートできる大きさにした後)、ステートメントを再
実行依頼する必要があります。
SQLSTATE:

+238

SQLDA INCLUDES integer1 SQLVAR
ENTRIES, BUT integer2 SQLVAR
ENTRIES ARE NEEDED FOR integer3
COLUMNS BECAUSE AT LEAST ONE
OF THE COLUMNS BEING
DESCRIBED IS A LOB

説明: 記述されている列の少なくとも 1 つが LOB で
あると仮定すると、基本 SQLVAR 記入項目に加えて、
拡張 SQLVAR 記入項目にスペースを提供する必要があ
ります。 SQLN の値 integer1 は、基本および拡張
SQLVAR 記入項目に対して十分な SQLVAR 記入項目
がないことを示しています。 記述されている 1 つまた
は複数の列は特殊タイプの場合があります。
必要な SQLVAR 記入項目の合計数は、 USING BOTH
が指定されたかどうか (n は記述されている列の数であ
り、 integer3 です)、および列が特殊タイプを含むかに
よって異なります。
v USING BOTH が指定され、1 つまたは複数の特殊タ
イプの場合、 3n の SQLVAR 記入項目にスペースを
割り当てる必要があります。
v そうでない場合、 2n の SQLVAR 記入項目にスペー
スを割り当てる必要があります。
列のすべての情報を戻すのに必要な SQLVAR 記入項目
の数は、 integer2 です。
注: DESCRIBE INPUT の場合、列 への各参照は実際に
はパラメーター になります。
システムの処置: DB2 は、拡張 SQLVAR 記入項目に
十分なスペースが提供されなかったため、 SQLDAID
の 7 番目のバイト・フラグを ″on″ に設定しました。 7
番目のバイト・フラグの値は、各列ごとに何個の
SQLVAR 記入項目が必要かを示します。 DB2 は
SQLVAR 記入項目を設定していません。
プログラマーの応答: SQLDA の SQLN フィールドの
値を integer2 に増加して (SQLDA がその値をサポート
できる大きさにした後)、ステートメントを再実行依頼し
てください。
SQLSTATE:
+239

01594

01005
SQLDA INCLUDES integer1 SQLVAR
ENTRIES, BUT integer2 ARE
REQUIRED FOR integer3 COLUMNS
BECAUSE AT LEAST ONE OF THE
COLUMNS BEING DESCRIBED IS A
DISTINCT TYPE

説明: 記述されている列の少なくとも 1 つが特殊タイ
プであると仮定すると、基本 SQLVAR 記入項目に加え
て、拡張 SQLVAR 記入項目にスペースを提供する必要
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+304
プログラマーの応答: 表定義が現行のものであるかどう
か、およびホスト変数が正しいデータ・タイプであるか
どうかを確かめてください。 SQL データ・タイプの範
囲については、SQLCODE -405 の説明を参照してくだ
さい。

があります。 SQLN の値 integer1 は、基本および拡張
SQLVAR 記入項目に対して十分な SQLVAR 記入項目
がないことを示しています。
必要な SQLVAR 記入項目の合計数は、 USING BOTH
が指定されたかどうか (n は記述されている列の数であ
り、 integer3 です) によって異なります。

SQLSTATE:

v USING BOTH が指定された場合、 3n の SQLVAR
記入項目にスペースを割り当てる必要があります。

+331

v そうでない場合、 2n の SQLVAR 記入項目にスペー
スを割り当てる必要があります。
列のすべての情報を戻すのに必要な SQLVAR 記入項目
の数は、 integer2 です。

システムの処置: DB2 は、拡張 SQLVAR 記入項目に
十分なスペースが提供されなかったため、 SQLDAID
の 7 番目のバイト・フラグを ″on″ に設定しました。 7
番目のバイト・フラグの値は、各列ごとに何個の
SQLVAR 記入項目が必要かを示します。 DB2 は
SQLVAR 記入項目を設定していません。

システムの処置: ホスト変数はそのまま変更されず、そ
の標識変数は、ヌル値が戻されたことを示す -2 にセッ
トされます。 変換文エラーが起こらなかったように、
ステートメントの実行が継続されます。

プログラマーの応答: 特殊タイプ情報が必要な場合は、
SQLDA の SQLN フィールドの値を integer2 に増加し
て (SQLDA がその値をサポートできる大きさにした
後)、ステートメントを再実行依頼する必要があります。

SQLSTATE:
+304

01005
A VALUE WITH DATA TYPE data-type1
CANNOT BE ASSIGNED TO A HOST
VARIABLE BECAUSE THE VALUE IS
NOT WITHIN THE RANGE OF THE
HOST VARIABLE IN POSITION
position-number WITH DATA TYPE
data-type2

説明: ホスト変数リストまたは構造の位置番号
position-number への FETCH または SELECT が失敗し
ました。データ・タイプ data-type2 をもつホスト変数
が、データ・タイプ data-type1 の取り出された値を収容
できるほど十分大きくなかったことが原因です。
システムの処置: FETCH または SELECT は、示され
た SELECT 選択に関するデータを戻すことができませ
ん。ヌル値が戻されたことを示すために、標識変数は負
の 2 (-2) にセットされます。 処理は続行されます。

THE NULL VALUE HAS BEEN
ASSIGNED TO A HOST VARIABLE
BECAUSE THE STRING CANNOT BE
TRANSLATED.REASON reason-code,
CHARACTER code-point, HOST
VARIABLE position-number

説明: ホスト変数に割り当てられたストリングを、その
コード化文字セットからホスト変数のコード化文字セッ
トに変換する必要がありましたが、変換中にエラーが生
じました。 position-number は、SQLDA におけるホス
ト変数の順位です。 理由コード (reason-code) およびコ
ード・ポイント (code-point) の意味を含め、詳細につい
ては、SQLCODE -331 の説明を参照してください。

注: DESCRIBE INPUT の場合、列 への各参照は実際に
はパラメーター になります。

結果セットにおいて特殊タイプの補足情報が必要でない
場合は、記述されている列の数を収容するのに十分な
SQLVAR 記入項目を提供することによってのみステー
トメントを再実行依頼することができます (つまり、基
本 SQL 記入項目の必要な数を提供します)。

01515

SQLSTATE:

| +335
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

01520
DB2 CONVERTED A HOST
VARIABLE, PARAMETER, OR
COLUMN NUMBER var-num
var-name-or-num TO COLUMN NAME,
HOST VARIABLE, OR EXPRESSION
NUMBER col-name-or-num FROM
from-ccsid TO to-ccsid, AND
RESULTING IN SUBSTITUTION
CHARACTERS

説明: ストリングを異なるコード化文字セットへの変換
中に、変換エラーが生じました。 １つまたはそれ以上
の置換文字が、変換処理中にストリング内に配置されま
した。

| システムの処置: DB2 は正常にステートメントを処理
| しました。
| プログラマーの応答: DB2 は SQL ステートメントを
| 処理しましたが、from-ccsid から to-ccsid への文字変換
| が行われたため、1 つ以上の文字に代わって置換文字を
| 使用しました。置換が受け入れ可能の場合、アクション
| は不要です。置換が受け入れ可能ではない場合には、
| ROLLBACK を発行してください。DB2 に提供されてい
| るデータは、データの損失なしで from-ccsid から
第 2 章 SQL 戻りコード
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+339
| to-ccsid に変換可能であることを確認してください。

+395

USER SPECIFIED OPTIMIZATION
HINTS ARE INVALID (REASON CODE
= reason-code).THE OPTIMIZATION
HINTS ARE IGNORED.

| SQLSTATE: 01517
+339

THE SQL STATEMENT HAS BEEN
SUCCESSFULLY EXECUTED, BUT
THERE MAY BE SOME CHARACTER
CONVERSION INCONSISTENCIES

説明: アプリケーションは、DB2 第 2 版リリース 3
のデータベース・サーバーに接続されています。 SQL
ステートメントは、第 2 版リリース 2 レベルにある別
の DB2 サブシステムを参照する別名または 3 部分名
を使用しています。 DB2 第 2 版リリース 2 では、文
字変換はサポートされません。 EBCDIC DRDA リクエ
スターから EBCDIC 第 2 版リリース 2 の DB2 サー
バーに対して SQL ステートメントを実行するには文字
変換が必要となるので、警告が生成されます。リクエス
ター・システム CCSID が DB2 第 2 版リリース 2 環
境と矛盾していても、ほとんどの EBCDIC 文字コー
ド・ポイントは同じ文字に一致します。 通常はある種
の特殊文字だけがデータ保全性に関与するだけです。
このため、警告が生成されます。

説明: この照会に指定された最適化ヒントが無効です。
次の表の reason-code を使用すると、ヒントが無効であ
った理由を簡単に確認することができます。
reason-code
説明
2

TABNO は無効。

3

TNAME は指定されない。

4

TNAME はあいまい。

5

TABNO は TNAME に一致しない。

6

QBLOCKNO は TNAME に一致しない。

7

PAGE_RANGE は無効。

8

PREFETCH は無効。

9

METHOD は無効。

10

SORTN_JOIN は無効。

11

SORTC_JOIN は無効。

12

ACCESSTYPE は無効。

13

ACCESSCREATOR または ACCESSNAME は
無効。

14

TYPE 1 索引は分離レベル ’UR’ で使用できな
い。

15

要求されたときに指定された索引は使用できな
い。

16

複数索引アクセスは実行できない。

17

無効 ACCESSTYPE 組み合わせ。

18

METHOD はアクセスされる最初の表に指定さ
れます。

19

要求されたときにネスト化されたループ結合は
実行できない。

USER SPECIFIED OPTIMIZATION
HINTS USED DURING ACCESS PATH
SELECTION

20

要求されたときにマージ結合は実行できない。

21

要求されたときにハイブリッド結合結合は実行
できない。

説明: 通常のアクセス・パス選択が、PLAN_TABLE で
指定されたアクセス・パスを優先してう回されました。

22

要求された PARALLELISM_MODE は実行でき
ない。

システムの処置:

23

PARALLELISM_MODE は無効。

24

ACCESS_DEGREE は無効。

25

JOIN_DEGREE は無効。

26

表は欠落している。

システムの処置:
す。

ステートメントは正常に実行されま

プログラマーの応答: DB2 第 2 版リリース 2 の表が
他の環境 (異なる CCSID) からアクセスされると、 (他
の環境で予期したものに対して) 正しくない結果が生じ
る可能性があります。 DB2 第 2 版リリース 2 環境
(その固有の CCSID) と一致しない可能性のある文字を
理解しておき、それらの文字を使用しないようにする
か、もしくはそれらの文字を使用した場合に直面する問
題を理解しておかなければなりません。
システム・プログラマーの応答: アプリケーションで第
2 版リリース 2 サブシステムのデータを参照する必要
がある場合は、第 2 版リリース 2 の DB2 サブシステ
ムを、文字変換がサポートされる第 2 版リリース 3 に
マイグレーションすることができます。
SQLSTATE:
+394

01569

処理は正常に続行されます。

プログラマーの応答: アクセス・パスが正しく、正しい
結果をもたらしていることを確認してください。
SQLSTATE:
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+402
27

表は重複している。

28

PRIMARY_ACCESSTYPE は無効。

29

ACCESS_PGROUP_ID は指定されない。

30

JOIN_PGROUP_ID はされない。

31

PARALLELISM_MODE は指定されない。

32

CREATOR または TNAME は無効。

33

結合順序は誤っている。

索引については、非互換性を避けるため、タイプ 1 の
索引でなくタイプ 2 の索引を使用します。

34

全外部結合はマージ結合方式が必要。

システムの処置: 処理は正常に続行されます。

35

WHEN_OPTIMIZE は無効または矛盾してい
る。

99

予期しないエラー。

プログラマーの応答: 現行リリースに対しては変更は必
要ありません。しかし、このフィーチャーがサポートさ
れなくなる将来のリリースに備え、 SQL ステートメン
トを変更して、このフィーチャーを除去する必要があり
ます。

システムの処置: ユーザー指定最適化ヒントは無視され
ます。アクセス・パスはヒントを使用せずに判別され、
処理は正常に継続します。
プログラマーの応答: 最適化ヒントで問題を訂正する
か、またはこの照会に対して最適化ヒントの使用を使用
不可にしてください。
SQLSTATE:
+402

01628
LOCATION location IS UNKNOWN

説明: リモート・オブジェクトが参照されるが、表
SYSIBM.LOCATIONS が定義されていないか、あるいは
参照された 'location' が、
SYSIBM.LOCATIONS.LOCATION 列内のどの項目とも
一致しません。

+434

OPTION keyword IS A DEPRECATED
FEATURE

説明: keyword は、 DB2 バージョン 7 以後のリリー
スではサポートされない使用すべきでない機能です。
このキーワードは、受け入れられますが、続けてのご使
用はお勧めしません。

SQLSTATE:
+445

01608
VALUE value HAS BEEN TRUNCATED

説明: 値 value は cast 関数によって切り捨てられまし
た。この関数はいくつかの方法で値を変換するために呼
び出されました。 これは警告状態です。 cast 関数は次
のことの結果です。
v CAST 指定
v CHAR、VARCHAR、などの組み込み関数
v 関数を作成した CREATE FUNCTION ステートメン
トにおける CAST FROM 指定
v 別の関数が元になっているユーザー定義関数および変
換する必要のある結果

システムの処置: CREATE ALIAS ステートメントの場
合は、別名が作成されます。 VALIDATE(RUN) オプシ
ョンを指定したプランまたはパッケージのバインドの場
合は、プランまたはパッケージが作成されます。

'value' が 'for bit data' サブタイプをもつ場合は、 'value'
は引用符に入れられ、後に X が付けられた 16 進数ス
トリングとして印刷されます。

SQLSTATE:

システムの処置: 値は切り捨てられました。

+403

01521
THE LOCAL OBJECT REFERENCED
BY THE CREATE ALIAS STATEMENT
DOES NOT EXIST

説明: CREATE ALIAS ステートメントで参照されてい
るローカル・オブジェクトが、別名の作成時に存在しま
せん。
システムの処置:
SQLSTATE:

別名が作成されます。

01522

プログラマーの応答: 出力が予期したものであり、短縮
形が予期しない結果を引き起こしていないことを確認し
てください。
SQLSTATE:
+462

01004
EXTERNAL FUNCTION OR
PROCEDURE name (SPECIFIC NAME
specific-name) HAS RETURNED A
WARNING SQLSTATE, WITH
DIAGNOSTIC TEXT text

説明: 01Hxx 形式の SQLSTATE が、メッセージ・テ
キスト text と一緒に、ユーザー定義関数またはプロシ
ージャー name によって DB2 に戻されました。
システムの処置: 処理は続行されます。
第 2 章 SQL 戻りコード
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+464
プログラマーの応答: 警告の意味を理解するために、デ
ータベース管理者または関数またはプロシージャーの作
成者に連絡を取ってください。呼び出しアプリケーショ
ンに対するこの不良 SQLSTATE の重要度は、関数また
はプロシージャーの作成者から知ることができます。
SQLSTATE:
+464

01Hxx
PROCEDURE proc RETURNED num
QUERY RESULT SETS, WHICH
EXCEEDS THE DEFINED LIMIT integer

説明: proc で示されたストアード・プロシージャーが
正常に終了しました。 ただし、ストアード・プロシー
ジャー側で、プロシージャーが戻すことができる照会結
果セットの数に定義されている限界を超えました。

+494

説明: ASSOCIATE LOCATORS ステートメントで指定
された結果セット・ロケーターの数が、ストアード・プ
ロシージャーによって戻された結果セットの数より小さ
くなっています。 最初の ″n″ 個の結果セット・ロケー
ター値が戻されます。ここで、″n″ は SQL ステートメ
ントで指定された結果セット・ロケーター変数の数で
す。
システムの処置: SQL ステートメントは正常に実行さ
れました。 SQLWARN3 フィールドは ’Z’ に設定され
ます。

v num は、ストアード・プロシージャーによって戻され
る照会結果セットの数です。

プログラマーの応答: SQL ステートメントで指定され
た結果セット・ロケーター変数の数を増やしてくださ
い。

v integer は、ストアード・プロシージャーの照会結果
セットの数に定義されている限界です。

SQLSTATE:

最初の integer 個の照会結果セットのみが、 SQL CALL
ステートメントを出した SQL プログラムに戻されま
す。

+495

以下の原因が考えられます。
v ストアード・プロシージャーが、そのプロシージャー
に定義された限界にまで、 num 個の結果セットを戻
すことができない。
v ストアード・プロシージャーが、クライアントによっ
て課せられた DRDA 制限のために、 num 個の結果
セットを戻すことができない。 DRDA クライアント
は、MAXRSLCNT DDM コード・ポイントでこの限
界を設定します。
システムの処置: SQL ステートメントは正常に実行さ
れました。 SQLWARN9 フィールドは ’Z’ に設定され
ます。
SQLSTATE:
+466

0100E
PROCEDURE proc RETURNED num
QUERY RESULTS SETS

説明: proc で示されたストアード・プロシージャーが
正常に終了しました。 プロシージャーは、num で示さ
れた数の SQL 照会結果セットを戻しました。
システムの処置: SQL ステートメントは正常に実行さ
れました。 SQLWARN9 フィールドは ’Z’ に設定され
ます。

|

NUMBER OF RESULT SETS IS
GREATER THAN NUMBER OF
LOCATORS

SQLSTATE:

0100C

01614
ESTIMATED PROCESSOR COST OF
estimate-amount1 PROCESSOR
SECONDS (estimate-amount2 SERVICE
UNITS) IN COST CATEGORY
cost-category EXCEEDS A RESOURCE
LIMIT WARNING THRESHOLD OF
limit- amount SERVICE UNITS

説明: 動的な INSERT、UPDATE、DELETE、または
SELECT SQL ステートメントを作成した結果、リソー
ス限定テーブル (RLST) で指定された警告しきい値を超
えるコスト推定値になりました。この警告は、DB2 コ
スト区分値が 『B』であり、 RLST の
RLF_CATEGORY_B 列で指定されたデフォルト・アク
ションが警告を発行する場合にも発行されます。
estimate_amount1
作成された INSERT、UPDATE、DELETE、ま
たは SELECT ステートメントが実行される場
合のコスト推定値 (プロセッサー秒数)。
estimate_amount2
作成された INSERT、UPDATE、DELETE、ま
たは SELECT ステートメントが実行される場
合のコスト推定値 (サービス単位)。
cost-category
この SQL ステートメントの DB2 のコスト区
分。可能な値は A または B です。
limit-amount
RLST の RLFASUWARN 列で指定された警告
しきい値 (サービス単位)。
システムの処置: 動的な INSERT、 UPDATE、
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+535
DELETE、または SELECT ステートメントの作成は成
功しました。 作成されたステートメントの実行が
RLST で指定された ASUTIME 値を超えた場合、
SQLCODE -905 が発行される場合があります。

プログラマーの応答: この重複が誤りである場合は、ス
テートメントを訂正し、再実行してください。

プログラマーの応答: 警告を処理してステートメントの
実行を許可するか、またはステートメントの実行を停止
するアプリケーション論理が存在することを確認してく
ださい。コスト区分値が 『B』 であるために
SQLCODE が戻された場合は、ステートメントがパラメ
ーター・マーカーを使用しているか、または一部の統計
が参照されたテーブルおよび列で使用できない可能性が
あります。管理者が参照テーブルにおいてユーティリテ
ィー RUNSTATS を実行したことを確認してください。
ステートメントが実行されるときに UDF が呼び出され
るか、または、INSERT、UPDATE、または DELETE ス
テートメントの場合、変更テーブルにおいてトリガーが
定義されている可能性があります。このステートメント
の DSN_STATEMNT_TABLE または IFCID 22 レコー
ドを検査して、この SQL ステートメントがコスト区分
『B』 に入れられている理由を確認してください。

+551

ユーザーの処置: SQL ステートメントがプロセッサ
ー・リソースを消費しすぎるために警告が出される場合
は、効率よく実行されるステートメントに書き直してく
ださい。別の選択肢は RLST の警告しきい値を増やす
ように管理者に要請することです。
SQLSTATE:
+535

01616
THE RESULT OF THE POSITIONED
UPDATE OR DELETE MAY DEPEND
ON THE ORDER OF THE ROWS

説明: 1 次キーの定位置更新または自己参照制約を持つ
表からの削除が要求されました。
システムの処置: DB2 が UPDATE または DELETE
ステートメントを実行し、表の内容が変更されます。
SQLSTATE:
+541

|
|

01591
THE REFERENTIAL OR UNIQUE
CONSTRAINT name HAS BEEN
IGNORED BECAUSE IT IS A
DUPLICATE

説明: FOREIGN KEY 文節が、別の FOREIGN KEY
文節と同じキーおよび親表を使用しているか、あるいは
UNIQUE 文節が、別の UNIQUE 文節または PRIMARY
KEY 文節と同じ列リストを使用しています。いずれの
場合も、重複する文節は無視されます。
name は、外部キー名か固有制約名のいずれかです。
システムの処置:

DB2 は処理を続行します。

SQLSTATE:

01543
auth-id DOES NOT HAVE THE
PRIVILEGE TO PERFORM
OPERATION operation ON OBJECT
object-name

説明: 許可 ID auth-id が、オブジェクト object-name
に対して指定された操作 operation を、その操作を実行
するための適切な権限を授与されていないのに、実行し
ようとしました。指定されたオブジェクトが存在しない
場合や、そのオブジェクトが読み取り専用視点である場
合 (UPDATE または INSERT の場合) にも、このエラ
ーが起こります。さらには、auth-id がそれ自体の許可
ID 以外の許可 ID によって、表または視点の作成を試
みると、このエラーになる場合があります。ユーザー自
身の許可 ID 以外の auth-id から表または視点を作成で
きるのは、許可 ID が SYSADM、 DBADM、または
DBCTRL の場合のみです。

|

DB2 が参照制約を伴う表を作成または変更する際に、
このエラーが起こる場合は、このコードは、 FOREIGN
KEY、 DROP FOREIGN KEY、 DROP PRIMARY
KEY、 または DROP UNIQUE 操作の実行に必要な
ALTER 特権が、ユーザーにないことを示しています。
object-name は、 CREATE または ALTER TABLE ステ
ートメントのオブジェクト表を識別しているのであり、
ユーザーが ALTER 特権を持っていない表を指している
のではありません。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
ランまたはパッケージが作成されます。 ステートメン
トは、その実行のたびに動的にバインドされます。
プログラマーの応答: パフォーマンスをよくするために
は、ステートメントを訂正した後で、プランまたはパッ
ケージを再バインドしてください。 ステートメントを
訂正するには、必要な操作を実行する権限が auth-id に
授与されていること、 object-name が存在すること、お
よび auth-id が別の許可 ID を用いて表の作成を試みて
いないことを確かめてください。
SQLSTATE:
+552

01548
auth-id DOES NOT HAVE THE
PRIVILEGE TO PERFORM
OPERATION operation

説明: 許可 ID 'auth-id' が、指定された操作 'operation'
を実行しようとしましたが、その操作を行う権限を与え
られていません。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
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+558
被授与者に与えられています。

ランまたはパッケージが作成されます。 ステートメン
トは、その実行のたびに動的にバインドされます。

システムの処置: 前に与えられていた特権は無視されま
す。他の特権はすべて与えられます。

プログラマーの応答: パフォーマンスをよくするために
は、ステートメントを訂正した後で、プランまたはパッ
ケージを再バインドしてください。 ステートメントを
訂正するときは、許可 ID がこの操作を実行するのに必
要な権限を与えられていることを確認してください。
SQLSTATE:
+558

SQLSTATE:
+585

01542

システムの処置: ステートメントは実行されます。

説明: GRANT ステートメントに、次のいずれかの状況
が含まれています。
v 'grantee' 許可 ID のリストに PUBLIC が含まれてい
る。
v BINDAGENT 特権が与えられていた。
v collection-id.* に関する ANY パッケージ特権が与え
られていた。

SQLSTATE:
+599

WITH GRANT オプションは、上記の状況では使用でき
ません。

SQLSTATE:

SQLSTATE:
+562

01523
A GRANT OF A PRIVILEGE WAS
IGNORED BECAUSE THE GRANTEE
ALREADY HAS THE PRIVILEGE
FROM THE GRANTOR

説明: GRANT ステートメント内の少なくとも1つの特
権が無視されました。その特権はすでに授与者によって
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ステートメントは正常に処理されま

プログラマーの応答: アクションは不要です。

THE ALTER, INDEX, REFERENCES,
AND TRIGGER PRIVILEGES CANNOT
BE GRANTED PUBLIC AT ALL
LOCATIONS

システムの処置: DB2 は GRANT ステートメントを実
行しますが、 ALTER、INDEX、 REFERENCES、また
は TRIGGER 特権を PUBLIC* には与えません。

COMPARISON FUNCTIONS ARE NOT
CREATED FOR A DISTINCT TYPE
BASED ON A LONG STRING DATA
TYPE

システムの処置:
す。

01516

説明: ALL または ALL PRIVILEGES キーワードを指
定した GRANT ステートメントが指定されました。
ALL および ALL PRIVILEGES は、リモート・ユーザ
ーには授与することができない ALTER、 INDEX、
REFERENCES、および TRIGGER 特権の授与を暗黙指
定します。

01625

説明: 長ストリングデータ・タイプ (BLOB、 CLOB、
DBCLOB) に基づいて、特殊タイプに対して比較関数は
作成されません。これは、対応する関数は、これらの組
み込みデータ・タイプに使用できないからです。

システムの処置: 許可指定内の違反特権は、GRANT オ
プションなしで与えられます。 被授与者が PUBLIC で
ある場合は、許可指定内のすべての特権が GRANT オ
プションなしで与えられます。

+561

THE SCHEMA NAME schema-name
APPEARS MORE THAN ONCE IN THE
CURRENT PATH

説明: 現行パスに複数個の schema name が含まれてい
ます。

THE WITH GRANT OPTION IS
IGNORED

SQLSTATE:

01560

+610

|
|
|

01596
A CREATE/ALTER ON OBJECT
object-name HAS PLACED OBJECT IN
utility PENDING

説明: 識別されたオブジェクトは、以下のいずれかの状
態にあります。
v 索引の場合の REBUILD 保留

|
|
|
|
| v

移植表に DEFER 指定の CREATE INDEX が指定さ
れたため、索引は REBUILD PENDING 状態にありま
す。索引は、REBUILD 保留状態が除去されるまで、
一般に使用できません。
表スペース区画の場合の REORG 保留

|
|
|
|
| v

ALTER INDEX が限界キー値の変更に使用されたた
め、表スペースは REORG 保留状態にあります。表
スペース区画は、REORG 保留状態が除去されるま
で、一般に使用できません。
表スペースの場合の REORG 保留

|
|
|
|

ALTER TABLE が一致列を移植表に追加するのに使
用されたため、表スペースは REORG 保留状態にあ
ります。表スペースは、REORG 保留状態が除去され
るまで、一般に使用できません。
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+645
| システムの処置: オブジェクトは示されている保留状態
| に置かれました。

+653

| プログラマーの応答: 以下のアクションをとることがで
| きます。
| v 索引が REBUILD 保留状態の場合は、REBUILD
INDEX ユーティリティーを用いて、索引を作成し直
|
し、REBUILD 保留状態を除去する。
|
| v 表スペース区画が REORG 保留状態の場合は、以下
のステップを実行する。
|
1. 表スペースに DISPLAY DATABASE コマンドを
|
実行して、REORG 保留状態の区画を識別する。
|
2. REORG 保留の状態にある区画で REORG ユーテ
|
ィリティーを実行する。
|
| v 表スペースが REORG 保留状態の場合は、表スペー
スに REORG ユーティリティーを実行する。
|
SQLSTATE:
+645

01566
WHERE NOT NULL IS IGNORED
BECAUSE THE INDEX KEY CANNOT
CONTAIN NULL VALUES

説明: CREATE INDEX ステートメントでは WHERE
NOT NULL 文節は無視されます。ヌル値を入力できな
い列で索引キーが定義されているためです。
システムの処置:
れます。

オプションは無視され、処理は継続さ

プログラマーの応答: WHERE NOT NULL 文節を除去
し、警告メッセージを消去してください。
SQLSTATE:
+650

説明: この表は、最大の列数で定義されています。 こ
の表を後で従属表に変更することはできません。
システムの処置: 表が作成されます。 この表が後で従
属表になるかどうかを調べてください。 従属表になる
場合は、いったん消去し、750 列より少ない列数で表を
再作成してください。
SQLSTATE:

説明: 区分表 (つまり、区分表スペースに常駐する表)
のための区分索引が作成される前に、その区分表に関し
て、データの挿入または操作、あるいは視点の作成が試
みられました。
区分表スペースに置かれている表は、その表の区分索引
が作成されるまでは、いかなる SQL 操作ステートメン
トまたは CREATE VIEW ステートメントでも参照する
ことができません。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
ランまたはパッケージが作成されます。 ステートメン
トは、その実行のたびに動的にバインドされます。
プログラマーの応答: パフォーマンスをよくするために
は、ステートメントを訂正した後で、プランまたはパッ
ケージを再バインドしてください。 ステートメントを
訂正するときは、正しい表がステートメントに指定され
ていたかどうかを調べてください。 正しい表が指定さ
れていた場合は、その表を参照する SQL 操作ステート
メントを実行する前に、その表の区分索引が正常に作成
されていたかどうかを確認してください。
SQLSTATE:
+655

01528
THE TABLE BEING CREATED OR
ALTERED CANNOT BECOME A
DEPENDENT TABLE

01538

TABLE table-name IN PARTITIONED
TABLESPACE tspace-name IS NOT
AVAILABLE BECAUSE ITS
PARTITIONED INDEX HAS NOT BEEN
CREATED

01551
STOGROUP stogroup_name HAS
BOTH SPECIFIC AND NON-SPECIFIC
VOLUME IDS.IT WILL NOT BE
ALLOWED IN FUTURE RELEASES

説明: CREATE/ALTER STOGROUP ステートメントに
よって、 ’stogroup_name’ をもった STOGROUP が特定
および非特定 (’*’) の両方のボリューム ID をもつよう
になりました。 この警告コードは、異なるタイプのボ
リューム ID の組み合わせは将来のリリースでは許可さ
れないことを明記するために使用されます。
システムの処置: DB2 は処理を続行します。
プログラマーの応答: 特定または非特定のどちらかのボ
リューム ID を使用して、将来のリリースへのマイグレ
ーションの影響を回避するようにしてください。 すべ
ての特定ボリューム ID またはすべての非特定ボリュー
ム ID を除去するために、 ALTER STOGROUP を使用
することができます。
SQLSTATE:

01597
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+658
+658

THE SUBPAGES VALUE IS IGNORED
FOR THE CATALOG INDEX index-name

説明: このカタログ索引では、SUBPAGES 1 のみが許
可されています。
システムの処置: SUBPAGES 1 を使用して索引が正常
に変更されました。また、 TYPE オプションを新しい
値に変更している場合、索引はリカバリー保留状態に置
かれます。
SQLSTATE:

| +664
|
|
|
|

|
|
|
|
|

01600
THE INTERNAL LENGTH OF THE
LIMIT-KEY FIELDS FOR THE
PARTITIONED INDEX index-name
EXCEEDS THE LENGTH IMPOSED BY
DB2

+799

A SET STATEMENT REFERENCES A
SPECIAL REGISTER THAT DOES
NOT EXIST AT THE SERVER SITE

説明: DB2 サーバーは、理解できない SET ステート
メントを受け取りました。
システムの処置: SET SPECIAL REGISTER 要求は無
視されます。
プログラマーの応答: この SQLCODE は、すべての
SQL ステートメントのアプリケーションに戻される可
能性があります。 この SQLCODE は、 SQL ステート
メントが受け取るその他の否定的な SQLCODE によっ
てマスクすることができます。処理はサーバー側で続行
します。
SQLSTATE:

01527

説明: ALTER INDEX ステートメントで区分索引 (つ
まり、区分表スペースに常駐する表のクラスター索引)
が変更されていますが、限界キーの長さが許可される最
大値を超えています。

+802

DB2 は、区分索引の限界キーの内部の長さを、最大 40
バイトに制限しています。 ALTER INDEX ステートメ
ントの PART 文節に指定された限界キーの内部長の合
計が、この最大値の 40 バイトを超えています。 限界
キーは 40 バイトに切り捨てられます。

説明: data-type が DECIMAL、 FLOAT、
SMALLINT、または INTEGER であるフィールドで、
ADDITION、 SUBTRACTION、 MULTIPLICATION、
DIVISION、 NEGATION、または BUILT-IN
FUNCTION 操作を行う間に、例外エラー exception-type
が発生しました。外部 SELECT ステートメントの
SELECT リスト内の算術式を処理する際に、エラーが発
生し、選択リストにおけるその位置が position-number
に示されています。起こり得る例外タイプは、 FIXED
POINT OVERFLOW、 DECIMAL OVERFLOW、
DIVIDE EXCEPTION、 EXPONENT OVERFLOW、
ZERO DIVIDE、または OUT OF RANGE です。 メッ
セージに表示されるデータ・タイプは、データの一時的
な内部コピーのデータ・タイプを示すことがあり、DB2
による変換のために実際の列またはリテラルのデータ・
タイプとは違っていることがあります。

システムの処置: 指定された索引は変更されますが、限
界キーは 40 バイトに切り捨てられます。
SQLSTATE:
+738

01540
DEFINITION CHANGE OF object
object_name MAY REQUIRE SIMILAR
CHANGE ON READ-ONLY SYSTEMS

説明: 指定されたオブジェクトの定義の変更が試みられ
ましたが、読み取り専用共用システムに対しても同様の
変更が必要になる場合があります。
システムの処置:
す。

ステートメントは正常に実行されま

プログラマーの応答: 指定されたオブジェクトが定義さ
れている読み取り専用共用システムを調べ、それらのシ
ステムのオブジェクトにも変更を行う必要があるかどう
かを判別してください。
SQLSTATE:

01530

EXCEPTION ERROR exception-type HAS
OCCURRED DURING operation-type
OPERATION ON data-type DATA,
POSITION position-number

固定小数点オーバーフローは、INTEGER または
SMALLINT フィールドに算術演算を行っているときに
起こることがあります。
10 進オーバーフロー例外は、10 進演算の宛先フィール
ドが短すぎて結果が収まらないため、 1 つまたは複数
の非ゼロの桁が失われた場合に起こることがあります。
除算例外は、10 進数の除算において、指定されたデー
タ・フィールドよりも商のサイズが大きい場合に起こる
ことがあります。 ゼロ除算例外は、ゼロによる除算の
場合に起こることがあります。
指数オーバーフローは、浮動小数点演算の結果の指数部
が 127 を超え、しかも結果の小数部がゼロでない場
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+806
合、すなわち結果の絶対値がおおよそ 7.2E+75 を超え
る場合に起こることがあります。
組み込み関数を処理する際は、なんらかの例外 / オーバ
ーフローが発生する場合があります。 operation-type が
FUNCTION であれば、入力、中間、または最終値のい
ずれかを処理する間にエラーが発生しました。原因は、
パラメーター値が範囲外であることが考えられます。
注: exception-type、data-type、operation-type、および
position-number の部分が SQLCA に戻されるかどう
かは、エラーが検出された時点によって決まりま
す。
システムの処置: エラーのそれぞれの式について、ヌル
値が戻されたことを示すために標識変数が負の 2 (すな
わち -2) にセットされます。 データ変数は変更されま
せん。戻されつつある外部 SELECT リストの中でエラ
ーでないすべての列と式を使用して、ステートメントの
実行が続けられます。 ステートメントがカーソルで制
御されている場合、 CURSOR はオープン状態のままで
す。
プログラマーの応答: 警告が出された式を検討し、問題
の原因 (または原因と思われるもの) を調べてくださ
い。 問題がデータに依存していることがあります。そ
の場合は、エラーの発生時に処理中であったデータを調
べる必要があります。
数字データ・タイプの許容範囲については、SQLCODE
-405 の説明を参照してください。
SQLSTATE:
+806

01519
BIND ISOLATION LEVEL RR
CONFLICTS WITH TABLESPACE
LOCKSIZE PAGE OR LOCKSIZE ROW
AND LOCKMAX 0

説明: 分離レベル RR の指定が、アプリケーションで
アクセスした表スペースの LOCKSIZE PAGE または
LOCKSIZE ROW および LOCKMAX 0 指定と矛盾して
います。 アプリケーションの保全性を保護するため
に、表スペースのロックが使用されます。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なパ
ッケージまたはプランが作成されます。 表スペースの
ロックが使用されます。 RR 分離レベルはそのまま保
持されます。
プログラマーの応答: 表スペースをロックしたくない場
合は、分離レベル UR、CS、または RS を使用してく
ださい。
SQLSTATE:

01553

+807

THE RESULT OF DECIMAL
MULTIPLICATION MAY CAUSE
OVERFLOW

説明: 算術式の中に、ステートメントを実行したときに
オーバーフロー条件を引き起こす可能性のある 10 進法
乗算が含まれています。 この問題は、10 進法乗算を
10 進法除算の前に置くように算術式を再構成するか、
あるいは算術式のオペランドの精度と位取りを変更する
ことによって、訂正することができます。 10 進法の乗
算および除算の結果の精度と位取りについては、DB2
SQL 解説書 の第 2 章を参照してください。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なパ
ッケージが作成されます。
SQLSTATE:
+863

01554
THE CONNECTION WAS
SUCCESSFUL BUT ONLY SBCS WILL
BE SUPPORTED

説明: ターゲット AS は、DB2 SBCS CCSID だけを
サポートします。 DB2 混合 CCSID または GRAPHIC
CCSID (あるいはその両方) は、ターゲット AS ではサ
ポートされません。 ターゲット AS に送信する DB2
文字データは、SBCS に制限する必要があります。
システムの処置: CONNECT ステートメントは正常に
実行されます。 ターゲット AS のリリース・レベル
が、 SQLCA の SQLERRP フィールドに入れられます
(CONNECT ステートメントについては、 DB2 SQL 解
説書を参照してください)。
プログラマーの応答: 入力ホスト変数として混合データ
または漢字データを渡す SQL ステートメントを実行し
てはなりません。
SQLSTATE:
+883

01539
ROLLBACK TO SAVEPOINT
OCCURED WHEN THERE WERE
OPERATIONS THAT CANNOT BE
UNDONE, OR AN OPERATION THAT
CANNOT BE UNDONE OCCURRED
WHEN THERE WAS A SAVEPOINT
OUTSTANDING

説明: 参照される操作は、作成されたグローバル一時表
の更新 (挿入または削除) です。この SQL 警告コード
が、ROLLBACK TO SAVEPOINT ステートメントを実
行した結果受け取られた場合は、ロールバックが実行さ
れます。しかし、一時表に加えられた変更は元に戻せま
せん。この SQL 警告コードが、作成されたグローバル
一時表に対する操作の結果受け取られた場合は、その操
作が実行されます。しかし、保管点は未解決であり、保
第 2 章 SQL 戻りコード
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+2000 • +20141
管点へのロールバックは行われても、更新はバックアウ
トされないので注意してください。
システムの処置:
す。

SQL ステートメントは処理されま

プログラマーの応答:
い。
SQLSTATE:
+2000

これで正しいのか確認してくださ

01640
TYPE 1 INDEXES WITH SUBPAGES
GREATER THAN 1 CANNOT BECOME
GROUP BUFFER POOL DEPENDENT
IN A DATA SHARING ENVIRONMENT

説明: 1 より大きい SUBPAGES 値が、データ共用環
境で CREATE INDEX または ALTER INDEX ステート
メントに指定されました。 SUBPAGES 値が 1 より大
きいタイプ 1 索引は、非グループ・バッファー・プー
ル従属モードのデータ共用環境でしかアクセスすること
ができません。 索引をグループ・バッファー・プール
従属にする読み取り要求または更新要求は、拒否され、
「リソース利用不能」状態が発生します。 SUBPAGES
1 を指定したタイプ 2 索引またはタイプ 1 索引しかグ
ループ・バッファー・プール従属にすることはできませ
ん。
システムの処置: ステートメントは正常に実行されま
す。 ALTER INDEX が実行されると、索引はリカバリ
ー保留状況になります。

| SQLSTATE: 01638
+20002

+20007

THE GBPCACHE SPECIFICATION IS
IGNORED, bpname DOES NOT ALLOW
CACHING

USE OF OPTIMIZATION HINTS IS
DISALLOWED BY A DB2
SUBSYSTEM PARAMETER. THE
SPECIAL REGISTER ’OPTIMIZATION
HINT’ IS SET TO THE DEFAULT
VALUE OF BLANKS.

説明: DB2 が最適化ヒントを使用するように使用可能
になっていません。特殊レジスター OPTIMIZATION
HINT が、デフォルト値の BLANKS に設定されていま
す。
システムの処置: 処理は OPTIMIZATION HINT 値を
使って正常に継続します。ユーザー指定最適化ヒントは
無視されます。アクセス・パスはヒントを使用せずに判
別され、処理は正常に継続します。
プログラマーの応答: DB2 インストール・パネル
DSNTIP4 の OPTIMIZATION HINTS の値を変更するこ
とによって、 OPTIMIZATION HINT の使用を使用可能
にしてください。
熟慮の上、OPTIMIZATION HINT を使用したくない場
合は、SET CURRENT OPTIMIZATION HINT ステート
メントを変更あるいは除去してください。
SQLSTATE:

| +20122
|
|

01602
DEFINE NO OPTION IS NOT
APPLICABLE IN THE CONTEXT
SPECIFIED

| 説明: DEFINE NO オプションが指定されましたが、指
| 定のコンテキストでは適用できません。 DEFINE NO
| が、以下のいずれかの状態で指定されました。
| v VCAT 文節を組み込んだ CREATE INDEX ステート
メント
|

説明: このメッセージは、GBPCACHE NO を指定して
定義するグループ・バッファー・プールに対応するバッ
ファー・プールが指定される表スペースまたは索引の
CREATE または ALTER に応答して発行されます。対
応するグループ・バッファー・プールは相互無効化に対
してのみ使用されます。 これにはデータ入力項目は含
まれません。すべての読み取りと書き込みは DASD と
やり取りされます。

| v 非空表の CREATE INDEX ステートメント

システムの処置:

| SQLSTATE: 01644

ステートメントは処理されます。

ユーザーの処置: NONE 以外の GBPCACHE オプショ
ンの 1 つを使用したい場合は、表スペースまたは索引
を変更して、GBPCACHE YES を指定して定義したグル
ープ・バッファー・プールを使用してください。
SQLSTATE:
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01624

| v CREATE LOB TABLESPACE ステートメント
| v VCAT 文節を組み込んだ CREATE TABLESPACE ス
テートメント
|
| システムの処置: DB2 は、DEFINE NO オプションを
| 無視し、代わりに DEFINE YES オプションでオブジェ
| クトを作成しました。

# +20141
#
#

TRUNCATION OF VALUE WITH
LENGTH length OCCURRED FOR
hv-or-parm-number

# 説明: ホスト変数またはパラメーターに割り当てられた
# 値が切り捨てられました。ただし、切り捨てられた値の
# 長さが大きすぎて、標識変数に格納して戻すことができ
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+30100 • -029
# ません。次の割り当ての際に切り捨てが行われると、こ
# の状態が起こる可能性があります。
# v 値をリモート・ストアード・プロシージャーのパラメ
ーターに割り当てるとき、切り捨てられる値が 127
#
バイトを超える場合。この場合、標識変数には値 127
#
が格納されます。
#
# v LOB 値をホスト変数に割り当てるとき、切り捨てら
#
れる値が 32K バイトを超える場合。この場合、標識
変数には値 32K が格納されます。
#
#
#
#
#

これらのケースでは、標識変数を使用するアプリケーシ
ョンに、切り捨てられた値の実際の長さを戻すことがで
きません。値の実際の長さは、メッセージ・トークン
length として戻されます。

# システムの処置: 割り当てが行われましたが、データは
# 切り捨てられました。
# プログラマーの応答: 切り捨てが起こらないように、
# hv-or-parm-number の宣言を変更してください。
# SQLSTATE: 01004
+30100

OPERATION COMPLETED
SUCCESSFULLY BUT A
DISTRIBUTION PROTOCOL
VIOLATION HAS BEEN
DETECTED.ORIGINAL
SQLCODE=original-sqlcode AND
ORIGINAL SQLSTATE=original-sqlstate

ト・サーバーからの応答とリモート・サーバーから戻さ
れた SQLCODE が一致していません。 たとえば、リモ
ート・サーバーからの応答メッセージは、COMMIT 操
作が正常に完了したことを示しているのに、AS から戻
された SQLCODE は負になっています。
システムの処置: 警告が生成されています。 DSNL031I
メッセージがコンソールに書き出されている場合もあり
ます。詳細については、このメッセージの説明を参照し
てください。
リモート・サーバーから戻された SQLCODE は、
+30100 で置き換えられ、リモート・サーバーから戻さ
れた SQLSTATE は、 01558 で置き換えられます。
AS から戻された SQLCODE および SQLSTATE 値
は、次のような形式のストリングで、 SQLERRM フィ
ールドに保管されます。
'original-sqlcode 'FF'X original-sqlstate'
プログラマーの応答: システム・プログラマーに通知
し、生成されたトレース・データを分析する際の支援を
要求してください。
SQLSTATE:

01558

説明: アプリケーションから要求された操作 (COMMIT
または ROLLBACK) は正常に完了しましたが、リモー

エラー SQL コード
-007

STATEMENT CONTAINS THE
ILLEGAL CHARACTER character

説明: 指定された文字 'character' が、SQL ステートメ
ントでは有効な文字でありません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 構文を訂正し、ステートメントを
再実行依頼してください。有効な SQL 文字セットにつ
いては、DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照してくださ
い。
SQLSTATE:

42601

-010

THE STRING CONSTANT BEGINNING
string IS NOT TERMINATED

説明: ステートメントに、'string' で始まるストリング
定数が含まれていますが、この定数が正しく終了してい
ません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: ステートメントを検討し、示され
たストリング定数に引用符またはアポストロフィの欠如
がないかどうかを調べてください。
SQLSTATE:
-029

42603
INTO CLAUSE REQUIRED

説明: アプリケーション・プログラムに組み込まれる
SELECT ステートメントは、 SELECT の結果が入れら
れる場所を示すための INTO 文節をもっていなければ
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-060
なりません。動的 SELECT ステートメントでは、INTO
文節は許可されません。

v 組み込み SQL ステートメントが、DB2 でサポート
される SQL ステートメントでない。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

v ステートメントが宣言されていないカーソルを参照し
た。

プログラマーの応答: SELECT ステートメントに
INTO 文節を追加し、アプリケーション・プログラムを
プリコンパイルし直してください。

v ALLOCATE CURSOR ステートメントを作成しよう
としたが、宣言されたカーソルにすでにステートメン
ト ID が関連付けられている。

SQLSTATE:

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

-060

42601

プログラマーの応答: この状況が、作成できない SQL
ステートメントに関係している場合、問題はアプリケー
ション・プログラムではなく SQL ステートメントにあ
ります。したがって、SQL ステートメントのソースが
アプリケーション・プログラム自体である場合を除い
て、処置は必要ありません。

INVALID type SPECIFICATION : spec

説明: 'type' は、LENGTH または SCALE のいずれか
です。'spec' は、指定された長さまたは位取りです。 長
さまたは位取りは、符号なしの整定数で指定しなければ
ならず、値はデータ・タイプで許可される範囲内になけ
ればなりません。
システムの処置:
ん。

この状況が DB2 ではサポートされない SQL ステート
メントに関係している場合は、アプリケーション・プロ
グラムからそのステートメントを除去し、プリコンパイ
ルし直してください。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントを訂正してくださ
い。長さおよび位取りの規則については、DB2 SQL 解
説書 の第 2 章を参照してください。
SQLSTATE:
-079

この状況が ALLOCATE CURSOR ステートメントの無
効な PREPARE に関係している場合は、アプリケーシ
ョン・プログラムを変更して、宣言されたカーソルと関
連していないステートメント ID を使用してください。

42815
QUALIFIER FOR DECLARED GLOBAL
TEMPORARY TABLE table-name MUST
BE SESSION, NOT qualifier

SQLSTATE:
-097

説明: 宣言済み一時表の修飾子は SESSION でなけれ
ばなりません。 DECLARE GLOBAL TEMPORARY
TABLE ステートメントは、明示修飾子が qualifier の
table-name という新しい一時表を定義します。
SESSION 以外の修飾子を指定することはできません。
システムの処置:
せん。

このステートメントは実行されていま

プログラマーの応答: ステートメントは、以下のいずれ
かの方法で変更します。
v 修飾子を SESSION に変更する。
v 修飾子を除去し、DB2 のデフォルトを SESSION に
指定する。
SQLSTATE:
-084

428EK
UNACCEPTABLE SQL STATEMENT

説明: この SQL ステートメントは、DB2 では受け入
れられません。 次のいずれかが発生しています。
v 作成できない SQL ステートメントを PREPARE ま
たは EXECUTE IMMEDIATE する試みが行われた。
DB2 SQL 解説書 の該当する SQL ステートメントを
参照してください。
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|

42612
THE USE OF LONG VARCHAR OR
LONG VARGRAPHIC IS NOT
ALLOWED IN THIS CONTEXT

説明: ステートメントに LONG VARCHAR または
LONG VARGRAPHIC 構文を使用しようとしました。こ
の構文は次のステートメントには使用できません。
v CAST 構文
v CREATE DISTINCT TYPE
v CREATE FUNCTION
v CREATE PROCEDURE
v ALTER FUNCTION
v COMMENT ON FUNCTION
v GRANT EXECUTE ON FUNCTION
v REVOKE EXECUTE ON FUNCTION
v DROP
必要に応じて明示的に長さを指定して VARCHAR また
は VARGRAPHIC 構文を使用してください。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントを訂正してくださ
い。
SQLSTATE:
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42601

-101
# -101
#
#
#
#
#

THE STATEMENT IS TOO LONG OR
TOO COMPLEX

説明: DB2 は、長さや複雑さがシステムしきい値を超
えているため、ステートメントを処理することができま
せん。並列処理を使用可能にすると、ステートメントが
複雑になります。

# システムの処置: DB2 はステートメントを処理するこ
# とはできません。
# プログラマーの応答: ステートメントを、短く、複雑さ
# の少ない SQL ステートメントに分割してください。
#
#
#
#
#

ステートメントが並行処理を行える場合は、並行処理を
行えないようにしてみてください。静的 SQL の場合は
DEGREE(1) バインド・オプションを使用するか、動的
SQL の場合は CURRENT DEGREE 特殊レジスターを
「1」に設定すると、これを行うことができます。

# SQLSTATE: 54001
-102

LITERAL STRING IS TOO LONG.
STRING BEGINS string

説明: ’string’ で始まるストリング定数の長さが、254
文字または 124 の漢字を超えています。 255 を超える
長さの文字ストリング、および 124 を超える長さの漢
字ストリングは、ホスト変数で割り当てなければ指定で
きません。
特殊レジスターの場合、許容できる長さは、個々の特殊
レジスターによって違います。 SQL 解説書の第 3 章
を参照して、特殊レジスターの最大長の値を判断してく
ださい。
文字ストリング内の 1 つのストリング区切り文字を表
すには、 2 つの連続するストリング区切り文字が使用
されますが、文字ストリング定数の長さを計算するとき
は、これらは 2 バイトとしてカウントされます。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 要求された機能は、対話式には使
用できません。 アプリケーション・プログラムに組み
込まれた SQL ステートメントの文脈にエラーがある場
合は、ホスト変数に長いストリングを割り当て、その変
数を SQL ステートメント内のストリング・リテラルの
代わりに使用することによって、望んだ通りの結果を得
ることができます。
SQLSTATE:

1-103

literal IS AN INVALID NUMERIC
LITERAL

説明: 示された 'literal' は数字で始まっていますが、有
効な整数、10 進数、または浮動小数点数のリテラルで
はありません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 無効なリテラルを訂正してくださ
い。
SQLSTATE:
-104

42604
ILLEGAL SYMBOL ″token″.SOME
SYMBOLS THAT MIGHT BE LEGAL
ARE: token-list

説明: 記号 ″token″ が出現する箇所で、SQL ステート
メントの構文エラーが検出されました。ステートメント
の前の部分が完全に正しい場合、構文上正しいと思われ
る記号のリストは、幾つかの代替記号を示しており、こ
の場所でもおそらく正しいものです。
ただし、ステートメントの前の部分が誤っている場合も
あります。 たとえば、重要なキーワードが省略されて
いる場合、DB2 は後でエラーを検出しますが、いつも
キーワードが現れるべき場所のすぐ後というわけではあ
りません。代替記号のリストは提案にすぎません。その
記号の幾つかは、DB2 によって実行されるステートメ
ントの場合に、使えないことさえあります。 その記号
はおそらく、他のデータベース管理システムに送られた
ステートメントでは正しいものです。
この SQL コードは、RELEASE TO SAVEPOINT ステ
ートメントが保管点名なしに指定された場合にも出され
ます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、再実
行してください。
SQLSTATE:
-105

42601
INVALID STRING

説明: ステートメントに無効なストリングが含まれてい
ます。 これは、文字ストリングでも漢字ストリングで
もありません。

54002
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: ストリングを正しい形式で指定し
てください。 ストリング内に漢字ストリング、対にな
った区切り文字、文字 G または N、および偶数のバイ
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-107
ト数が含まれているかどうかを調べてください。
SQLSTATE:
-107

42604
THE NAME name IS TOO
LONG.MAXIMUM ALLOWABLE SIZE
IS size

プログラマーの応答: そのオブジェクトにもっと短い名
前を選んでください。
SQLSTATE:

42622

-108

以下の名前は、128 文字を超えてはなりません。

説明: 名前 name が不適切に修飾されています。

v 保管点名

RENAME ステートメント上のターゲット名に修飾子を
付けてはなりません。

v バージョン ID
以下の名前は、18 文字 (SQL 拡張文字を含む場合は 20
文字) を超えてはなりません。
v SQL 列
v SQL 表
v SQL 視点
v SQL 索引
v SQL 別名
v SQL 同義語
v コレクション ID
v 検査制約
v 関数
v ストアード・プロシージャー
v ユーザー定義の型
以下の名前は、16 文字を超えてはなりません。
v ロケーション名

|
|

このステートメントを処理することは

説明: name が長すぎます。 そのタイプの名前に許さ
れる最大長が、size で示されています。

以下の名前は、64 文字を超えてはなりません。

|
|
|

システムの処置:
できません。

以下の名前は、8 文字を超えてはなりません。
v 表修飾子
v 視点修飾子
v INCLUDE ステートメントに指定するライブラリー・
メンバー名
v ストレージ・グループ名
v データベース名
v 表スペース名
v アプリケーション・プラン
v データベース要求モジュール (DBRM)
v CREATE または ALTER TABLE ステートメントに
指定する参照制約名
v パッケージ ID
v スキーマ名
v トリガー名
ホスト変数名は、64 文字を超えてはなりません。 ボリ
ューム通し番号は、6 文字を超えてはなりません。 ラ
ベルは、30 文字を超えてはなりません。

30

THE NAME name IS QUALIFIED
INCORRECTLY

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 修飾子を除去して、ステートメン
トを再実行してください。
SQLSTATE:
-109

42601
clause CLAUSE IS NOT PERMITTED

説明: 次のような理由により、示された文節は、この
SQL ステートメント内に現れる文脈では許されていま
せん。
v 副選択では、INTO 文節は使用できません。
v CREATE VIEW ステートメントでは、 INTO、
ORDER BY、または FOR UPDATE 文節は使用でき
ません。
v 組み込み SELECT ステートメントでは、ORDER BY
または FOR UPDATE 文節は使用できません。
v カーソル宣言で使用される SELECT ステートメント
では、INTO 文節は使用できません。
v RAISE_ERROR 関数は、CAST 指定を使用して何ら
かのデータ・タイプにキャストされる場合にのみ、選
択リスト項目として使用することができます。
v DESCRIBE INPUT ステートメントでは、USING 文
節は使用できません。
v EXPLAIN ステートメントが、explainable-sql-statement
を含んでいる場合、 EXPLAIN ステートメントの一
部として QUERYNO を指定することはできません。
v POSITIONED UPDATE ステートメントで更新される
表には、相関名を割り当てることはできません。
文節が CREATE INDEX、CREATE TABLE、CREATE
TABLESPACE または ALTER TABLESPACE ステート
メントの一部である場合、ステートメントに対する文節
の有効な使用法の説明について、SQL 解説書の該当セ
クションを参照してください。
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システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:
ください。
SQLSTATE:
-110

SQL ステートメントを訂正して

42601
INVALID HEXADECIMAL LITERAL
BEGINNING string

説明: 示された 'string' で始まるリテラルに、有効な
16 進数字でない文字が 1 つまたは複数含まれていま
す。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答:
い。
SQLSTATE:
-111

無効なリテラルを訂正してくださ

42606
A COLUMN FUNCTION DOES NOT
INCLUDE A COLUMN NAME

説明: 列関数 (AVG、MAX、MIN、または SUM) のオ
ペランドには列名が含まれていなければならないため、
列関数の指定が無効でした。トリガー定義においては、
この目的で変換変数指定を列名として使用できません。
システムの処置:
ん。

-112

説明: 列関数のオペランドは、式または DISTINCT の
後に式が続いた形式のいずれかにすることができます。
オペランドを、別の列関数にすることはできません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 関数の指定を訂正してください。
列関数の正しい使用法については、DB2 SQL 解説書 の
第 3 章を参照してください。
SQLSTATE:

SBCS の通常 ID の場合、CHARSET が KATAKANA
のときは、バッファー・プール、データベース、プラ
ン、およびストレージ・グループの名前には、大文字の
英字または国別文字と数字以外を使用することはできま
せん。なお、最初の文字は、英字または国別文字でなけ
ればなりません。

# 場合によっては、SQL プロシージャーの名前に下線文
# 字を含めることができます。詳しくは、「DB2 SQL 解
# 説書」を参照してください。
以下の理由コードは、SBCS ID に適用されます。
000

SBCS ID で無効な文字が検出された (SBCS ID
だけしか許可されないところで DBCS ID が使
用された場合も含む)。

以下の理由コードは、DBCS ID またはコメントに適用
されます。
101

シフトアウトからシフトインまでに存在するバ
イト数が奇数である。

102

シフトインまたはシフトアウト文字が見つから
ない。

103

DBCS のブランクの X’4040’ は許されない。

104

シフトアウトとシフトインの間に文字が存在し
ない。

105

シフトアウトは、シフトアウトとシフトインの
間にある DBCS 文字の最初のバイトであって
はならない。

42901
THE OPERAND OF A COLUMN
FUNCTION IS ANOTHER COLUMN
FUNCTION

INVALID CHARACTER FOUND IN
string, REASON CODE nnn

説明: string に無効な文字が含まれています。 この名
前は、SQL の通常の ID 名、ホスト変数名、または
DBCS コメントにすることができます。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 関数へのオペランドとして、列名
を指定しなければなりません。 列関数の正しい使用法
については、DB2 SQL 解説書 の第 3 章を参照してく
ださい。
SQLSTATE:

-113

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 名前を訂正してください。
SQLSTATE:
-114

42602
THE LOCATION NAME location DOES
NOT MATCH THE CURRENT SERVER

説明: 3 部構成の SQL プロシージャー名が、次の
SQL ステートメントのいずれかに提供されました。
ASSOCIATE LOCATORS
CALL
DESCRIBE PROCEDURE

42607
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-115
SQL プロシージャー名の最初の部分は、ストアード・
プロシージャーがある場所を指定しますが、 SQL
CURRENT SERVER 特殊レジスターの値と一致しませ
んでした。
システムの処置:
ん。

ください。 SQL ステートメントの構文に関する詳細に
ついては、 DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してくだ
さい。
SQLSTATE:

このステートメントは実行できませ
-117

プログラマーの応答: 以下の処置のいずれかを取り、不
一致を修正してください。
v CURRENT SERVER 特殊レジスターの値に合うよう
に、ロケーション修飾子を変更する。
v SQL ステートメントを出す前に、ストアード・プロ
シージャーが常駐するロケーションへの SQL
CONNECT を出してください。 ASSOCIATE
LOCATORS または DESCRIBE PROCEDURE の前に
は、必ず SQL CALL ステートメントを出してくださ
い。
v 3 部構成の SQL プロシージャー名を含んでいるパッ
ケージを BIND オプション DBPROTOCOL(DRDA)
でバインドしてください。 このオプションによっ
て、DB2 は暗黙的に、ストアード・プロシージャー
へのリモート・アクセスに DRDA プロトコルを使用
します。
v CALL ステートメントでプロシージャー名の指定に使
用する構文が、 ASSOCIATE LOCATOR または
DESCRIBE PROCEDURE (あるいはその両方) の構文
名と同じになるように、ステートメントを訂正してく
ださい。プロシージャーを呼び出すのに非修飾名を使
用する場合は、その 1 部構成名をもう一度ステート
メントでも使用する必要があります。 CALL ステー
トメントが 3 部構成名を使って作成されており、現
行サーバーが 3 部構成名の場所と同じである場合
は、 ASSOCIATE LOCATOR または DESCRIBE プ
ロシージャーではその場所を省略することができま
す。
SQLSTATE:
-115

42961
A PREDICATE IS INVALID BECAUSE
THE COMPARISON OPERATOR
operator IS FOLLOWED BY A
PARENTHESIZED LIST OR BY ANY
OR ALL WITHOUT A SUBQUERY

説明: '>' などの単純比較の後には、項目のリストを続
けなければなりません。 ANY および ALL 比較の後に
は、式や項目のリストではなく、副選択を続けなければ
なりません。
システムの処置:
ん。

SQL ステートメントを訂正して

THE NUMBER OF VALUES
ASSIGNED IS NOT THE SAME AS
THE NUMBER OF SPECIFIED OR
IMPLIED COLUMNS

説明: INSERT ステートメントの値リスト内の挿入値の
数が、指定されたオブジェクト列の数と同じでありませ
ん。あるいは、SET 割り当てステートメント、または
UPDATE ステートメントの SET 文節の割り当ての右サ
イドの値の数が、左サイドの列数と一致していません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。オブジェクト表へのデータの挿入は行われません。
プログラマーの応答: ステートメントを訂正し、指定さ
れたオブジェクト列のそれぞれに 1 つだけ値を指定す
るようにしてください。
SQLSTATE:
-118

42802
THE OBJECT TABLE OR VIEW OF
THE DELETE OR UPDATE
STATEMENT IS ALSO IDENTIFIED IN
A FROM CLAUSE

説明: DELETE または UPDATE ステートメントのオ
ブジェクトとして指定された表または視点が、そのステ
ートメント内の副選択の FROM 文節にも現れます。
UPDATE または DELETE のオブジェクトである表また
は視点を使用して、挿入する値を与えたり、更新または
削除する行を修飾したりすることはできません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。データの更新または削除は行われません。
プログラマーの応答: 暗黙指定される機能は、DB2 で
はサポートされません。オブジェクト表または視点の一
時コピーを作成し、副選択をそのコピーに対して行うこ
とによって、望む結果が得られる可能性があります。
SQL ステートメントの構文に関する詳細については、
DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してください。
SQLSTATE:
-119

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:
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42601

42902
A COLUMN IDENTIFIED IN A HAVING
CLAUSE IS NOT INCLUDED IN THE
GROUP BY CLAUSE

説明: HAVING 文節 (おそらくスカラー関数内にあり
ます) で識別された列が、GROUP BY 文節に現れませ
ん。 HAVING 文節に指定する列は、列関数内に指定す
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るか、または GROUP BY 文節にも指定しなければなり
ません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 暗黙指定される機能は、DB2 で
はサポートされません。HAVING および GROUP BY
文節の正しい使用法については、DB2 SQL 解説書 の第
4 章を参照してください。
SQLSTATE:

| -120
|
|
|

42803
A WHERE CLAUSE, SET CLAUSE,
VALUES CLAUSE, OR A SET
HOST-VARIABLE STATEMENT
INCLUDES A COLUMN FUNCTION

説明: 列関数または列関数をソースとするユーザー定義
関数は、SET 文節、VALUES 文節、または SET 割り
当てステートメントの中では許可されていません。 列
関数または列関数を元としているユーザー定義関数が
WHERE 文節で許可されるのは、WHERE 文節が
HAVING 文節の副照会の中に現れる場合だけです。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

注: SQL ステートメントで生じたエラーの性質によっ
て、'column-name' が SQLCA に戻される場合と戻
されない場合があります。
プログラマーの応答: 暗黙指定される機能は、DB2 で
はサポートされません。 WHERE、SET、および
VALUES 文節、ならびに SET 割り当てステートメント
内で指定できるオペランドの制約事項については、 DB2
SQL 解説書 の第 4 章を参照してください。
SQLSTATE:
-121

42903
THE COLUMN name IS IDENTIFIED
MORE THAN ONCE IN THE INSERT
OR UPDATE OR SET TRANSITION
VARIABLE STATEMENT

説明: INSERT ステートメントのオブジェクト列のリス
ト、 UPDATE ステートメントの SET 文節、または
SET 変換変数ステートメントの中に、同じ列 'name' が
重複して指定されています。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。オブジェクト表へのデータの挿入または更新は行わ
れません。
プログラマーの応答: 各列名が一度だけ指定されるよう
に、ステートメントの構文を訂正してください。
SQLSTATE:

-122

42701

A SELECT STATEMENT WITH NO
GROUP BY CLAUSE CONTAINS A
COLUMN NAME AND A COLUMN
FUNCTION IN THE SELECT CLAUSE
OR A COLUMN NAME IS CONTAINED
IN THE SELECT CLAUSE BUT NOT
IN THE GROUP BY CLAUSE

説明: SELECT ステートメントに、以下のいずれかの
エラーがあります。
v ステートメントの SELECT 文節に列名および列関数
が含まれていますが、GROUP BY 文節がありませ
ん。
v SELECT 文節 (おそらくはスカラー関数内) には列名
が含まれていますが、 GROUP BY 文節には含まれ
ていません。
注: GROUP BY 文節なしで指定される HAVING 文
節は、列をもたない GROUP BY を暗黙指定しま
す。 したがって、SELECT 文節では列名は使用
できません。

| v ORDER BY 文節に sort-key-expression が指定され
|
て、結果表にグループ化データが入っていますが、
|
select-clause および ORDER BY 文節には、グループ
|
化データと非グループ化データが混在しています。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 以下のようにして、ステートメン
トを訂正することができます。
v SELECT 文節にある列を GROUP BY 文節に組み込
む。または
v SELECT 文節からその列を除去する。
SQL ステートメントでの GROUP BY 文節について
は、 DB2 SQL 解説書 の第 4 章を参照してください。
SQLSTATE:
-123

42803
THE PARAMETER IN POSITION n IN
THE FUNCTION name MUST BE A
CONSTANT OR KEYWORD

説明: 関数 name のポジション n にあるパラメーター
が、定数であるべきときに定数でなく、キーワードであ
るべきときにキーワードでありません。
システムの処置: ステートメントを処理することができ
ませんでした。
プログラマーの応答: アクション: 関数の各引き数が、
対応するパラメーターの定義に従っているか確認しま
す。
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SQLSTATE:
-125

42601

-128

AN INTEGER IN THE ORDER BY
CLAUSE DOES NOT IDENTIFY A
COLUMN OF THE RESULT

説明: 検索条件での NULL の使用が、SQL 構文の規
則に従っていません。
システムの処置:
ん。

説明: ステートメントの ORDER BY 文節に含まれて
いる列番号が、 1 より小さいか、結果表の列数
(SELECT 文節内の項目数) より大きくなっています。

プログラマーの応答: ORDER BY 文節の構文を訂正し
て、各列の ID が結果表の列を正しく表すようにしてく
ださい。

-126

| 説明: カーソルに関する宣言内の SELECT ステートメ
| ントに、 UPDATE 文節と ORDER BY 文節の両方が含
| まれています。 スクロール可能なカーソルを使用しな
| ければ、UPDATE に使用されるカーソルの宣言には、
| ORDER BY 文節を指定することはできません。
システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。アプリケーション・プログラムでは、カー
ソルは未定義のままです。
プログラマーの応答: 暗黙指定される機能は、DB2 で
はサポートされません。更新に用いるカーソルは、オブ
ジェクト表の行を特定の順序で取り出すように定義する
ことはできません。
更新に使用するカーソルの宣言に関する制約事項につい
ては、 DB2 SQL 解説書 の第 4 章 を参照してくださ
い。
SQLSTATE:
-127

説明: DISTINCT 修飾子は、SELECT ステートメント
または副選択では一度しか使用できません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 暗黙指定される機能は、DB2 で
はサポートされません。DISTINCT 修飾子の使用につい
ては、DB2 SQL 解説書 の第 4 章を参照してくださ
い。
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#
#
#
#
#
#

42905

42601
THE STATEMENT CONTAINS TOO
MANY TABLE NAMES

説明: 副選択とその副照会すべてに含めることができる
表名への参照の最大数は、225 です。この数には、
FROM リストのそれぞれの表または視点にある基本表
オカレンスの数も含まれます。副選択内の FROM 文節
に含めることができる表名への参照の最大数は、15 で
す。
システムの処置:
ん。

#
#
#
#
#

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: SQL ステートメントを複数のス
テートメントに分割し、FROM 文節 1 つ当たりの表参
照の最大数が 15、全体の表参照の合計最大数が 225 に
なるようにしてください。副選択の定義については、
DB2 SQL 解説書 の第 4 章を参照してください。
SQLSTATE:
-130

42829
DISTINCT IS SPECIFIED MORE THAN
ONCE IN A SUBSELECT

SQLSTATE:

SQLSTATE:

42805
THE SELECT STATEMENT CONTAINS
BOTH AN UPDATE CLAUSE AND AN
ORDER BY CLAUSE

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 暗黙指定される機能は、DB2 で
はサポートされません。NULL オペランドの正しい使用
法については、DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照して
ください。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

SQLSTATE:

INVALID USE OF NULL IN A
PREDICATE

54004
THE ESCAPE CLAUSE CONSISTS OF
MORE THAN ONE CHARACTER, OR
THE STRING PATTERN CONTAINS
AN INVALID OCCURRENCE OF THE
ESCAPE CHARACTER

説明: ESCAPE 文字は、SBCS または DBCS のいずれ
か該当する方の単一文字でなければなりません。
'column-name LIKE pattern' の場合は、後ろに ESCAPE
文字、 %、または_ (下線) が続く場合にのみ、
ESCAPE 文字を文字ストリング内に指定することができ
ます。 LIKE または NOT LIKE の左側の列名が
MIXED のサブタイプをもつ場合は、 ESCAPE 文節を
指定することはできません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ストリング・パターンを訂正する
か、別の ESCAPE 文字を選択しそれに応じてパターン
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を変更するか、あるいは、 LIKE または NOT LIKE 述
部の左側の列名が MIXED のサブタイプをもつ場合は
ESCAPE 文節を使用しないようにしてください。

-133

SQLSTATE: 無効な ESCAPE パターン以外の場合は
22019。 無効な ESCAPE パターンの場合は 22025。
-131

STATEMENT WITH LIKE PREDICATE
HAS INCOMPATIBLE DATA TYPES

説明: 列関数が相関列参照をもつ場合は、HAVING 文
節内から、その HAVING 文節が適用される GROUP
BY 結果に相関させるようにしなければなりません。
引き数の中のすべての列参照がこの条件を満たしていな
ければなりません。

説明: LIKE または NOT LIKE の左側の列名のタイプ
が文字である場合は、右側の式と ESCAPE 文字のタイ
プも文字でなければなりません。列名のタイプが漢字で
ある場合は、右側の式と ESCAPE 文字のタイプも漢字
でなければなりません。
システムの処置:
ん。

SQLSTATE:
-132

SQLSTATE:

42818

-134

AN OPERAND OF value IS NOT
VALID

|

次の項目は、ストリング式にする必要があります。

|
|

v LIKE 述部または NOT LIKE 述部の左側にあるオペ
ランド

|

v ESCAPE 文節にあるオペランド

|

v LOCATE 関数の先頭 2 つの引き数

|

v POSSTR 関数の引き数

|
|

各コンテキストで指定できる項目のルールについては、
「DB2 SQL 解説書」を参照してください。
LIKE 述部、ESCAPE 文節、LOCATE スカラー関数ま
たは POSSTR スカラー関数は、DATE、TIME、または
TIMESTAMP と一緒に使用することはできません。
システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

プログラマーの応答: LIKE、LOCATE、または
POSSTR の構文を検査し、訂正してください。
42824

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: HAVING 文節の構文の制約事項
については、 DB2 SQL 解説書 の第 4 章を参照してく
ださい。

各オペランドのデータ・タイプを

説明: オペレーション value は、LIKE 述部、ESCAPE
文節、LOCATE スカラー関数、または POSSTR スカラ
ー関数のいずれかです。

SQLSTATE:

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:
確かめてください。

A COLUMN FUNCTION IN A
SUBQUERY OF A HAVING CLAUSE
IS INVALID BECAUSE ALL COLUMN
REFERENCES IN ITS ARGUMENT
ARE NOT CORRELATED TO THE
GROUP BY RESULT THAT THE
HAVING CLAUSE IS APPLIED TO

|
|

42906
IMPROPER USE OF LONG STRING
COLUMN column-name OR AN
EXPRESSION THAT RESOLVES TO A
LONG STRING

説明: SQL ステートメントは長ストリングを参照しま
すが、DB2 では指定したコンテキストで長ストリング
を使用することはできません。このようなコンテキスト
の完全なリストについては、 DB2 SQL 解説書 の第 2
章 の “可変長文字ストリング” を参照してください。
システムの処置: DB2 はステートメントを処理するこ
とはできません。
注: エラーの性質およびエラーが発生した場所の構文に
よって、 column-name が SQLCA に戻される場合
と戻されない場合があります。
プログラマーの応答: DB2 は、要求された長ストリン
グ値に関する操作をサポートしていません。長ストリン
グ値の指定および操作上の制限については、DB2 SQL
解説書 の第 2 章を参照してください。
SQLSTATE:
-136

42907
SORT CANNOT BE EXECUTED
BECAUSE THE SORT KEY LENGTH
IS GREATER THAN 4000 BYTES

説明: ソート・キーは、DISTINCT 修飾子の後に指定
した列リストから派生したもの、あるいは ORDER BY
または GROUP BY 文節内に指定されたものです。
DISTINCT 修飾子と ORDER BY または GROUP BY
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文節の両方が存在する場合は、ソート・キーは、両方の
列リストの組み合わせから得られます。
ソート・キーの内部 の長さが、4000 バイトを超えては
なりません。 SQL ステートメントを処理しようとした
際に、 DISTINCT または ORDER BY (あるいはその両
方) または GROUP BY 指定から派生したソート・キー
の内部の長さが、最大値の 4000 バイトを超えることが
わかりました。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ソート・キーの内部の長さが
4000 バイトを超えないように、ステートメントを修正
する必要があります。 一般には、ORDER BY または
GROUP BY 文節、あるいは DISTINCT 修飾子の後のリ
ストから、1 つまたは複数の列名を削除する必要があり
ます。
SQLSTATE:
-137

54005
THE LENGTH RESULTING FROM
operation IS GREATER THAN
maximum-length

説明: 連結の結果の長さまたは関数の長さが、定義され
た最大値を超えています。 エラーになったオペレーシ
ョンは operation です。
v 連結の場合、32,764 (文字オペランドの場合) または
16,382 (漢字オペランドの場合) を超えることはでき
ません。
v 他の関数の場合の最大の結果の長さについては、DB2
SQL 解説書 を参照してください。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 結果の長さが、定義した最大を超
えないようにしてください。
SQLSTATE:
-138

説明:

54006
THE SECOND OR THIRD ARGUMENT
OF THE SUBSTR FUNCTION IS OUT
OF RANGE

以下のいずれかの状態です。

v SUBSTR 関数の 2 番目の引き数が、1 より小さい
か、M より大きい。
v SUBSTR 関数の 3 番目の引き数が、整定数 0 であ
るか、値が 0 より小さいか M-N+1 より大きくなる
ような式である。
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M は、固定長の場合は最初の引き数の長さ、可変長の
場合は最初の引き数の最大長です。 N は、2 番目の引
き数の値です。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: SUBSTR 関数の 2 番目および 3
番目の引き数が、上記の規則に従った適正な値をもつよ
うにしてください。
SQLSTATE:
-142

22011
THE SQL STATEMENT IS NOT
SUPPORTED

説明: データベースがサポートしない SQL ステートメ
ントが検出されました。 このステートメントは、他の
IBM リレーショナル・データベース・プロダクトの場
合、または他のコンテキストでは有効かもしれません。
たとえば、VALUES および SIGNAL SQLSTATE など
のステートメントはトリガーの中にのみ入れることがで
きます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: SQL ステートメントの構文を変
更するか、そのステートメントをプログラムから除去し
てください。
SQLSTATE:
-144
説明:

42612
INVALID SECTION NUMBER number

次のいずれかです。

1. ユーザーが無効なセクションを実行しようとした。
2. DB2 のこのリリースはこの SQL ステートメントを
サポートしていない。
3. 呼び出しパラメーター・リスト内のセクション番号
が、以下のいずれかである。
v 負の値
v 無効な重複番号
v DBRM またはパッケージの最大セクション番号よ
りも大きな番号
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行されませ

プログラマーの応答: 最初のケースでは、
SQLERROR(CONTINUE) でバインドされたパッケージ
を実行している場合、問題のステートメントが有効なセ
クションとしてバインドされているかどうかを判別して
ください。以下のステートメントを使って、DB2 カタ
ログを照会することができます。
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SELECT SQLERROR
FROM SYSIBM.SYSPACKAGE
WHERE COLLID
= collection-id AND
NAME
= package-id
AND
VERSION = version-name;
その照会が ’C’ を戻した場合、パッケージは
SQLERROR(CONTINUE) でバインドされています。
SELECT STMTNO, TEXT
FROM SYSIBM.SYSPACKSTMT
WHERE COLLID
= collection-id AND
NAME
= package-id
AND
VERSION = version-name AND
SECTNO
= number
AND
BINDERROR = ’Y’;
その照会が行を戻した場合、そのセクションは無効で
す。 バインド中に出されたエラー・メッセージを参照
して、原因を判別してください。 エラーを訂正し、
REPLACE オプションを使って、パッケージを再度バイ
ンドしてください。
2 番目のケースでは、DB2 システムが前のリリースに
戻った場合、そのリリースでサポートされていないセク
ション番号ゼロを持つ SQL ステートメントがあるかど
うかを判別してください。 以下のステートメントを使
って、DB2 カタログを照会することができます。

て、再作成する必要があります。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 変更可能な関数を参照するように
ステートメントを変更するか、または関数を除去して新
しいバージョンの関数を作成することによって、その関
数を再作成してください。
SQLSTATE:
-148

42809
THE SOURCE TABLE source-name
CANNOT BE RENAMED OR ALTERED

説明: 次のようなことが考えられます。
1

RENAME ステートメントを使用して、視点、
アクティブな RLST 表、または同義語が定義
されている表の名前を変更することはできませ
ん。

2

ALTER ステートメントを使用して、列の長さ
を変更することはできません。なぜなら、この
列は、参照保全関係、ユーザー出口 (フィール
ド・プロシージャー、編集プロシージャー、有
効プロシージャー、ストアード・プロシージャ
ーまたはユーザー定義関数)、グローバル一時
表、あるいはデータ取り込み変更によって定義
された表で参照されているからです。 変更で
指定された表名が視点であるか、あるいは基本
表名として source-name を持つ SYSVIEWDEP
に行があれば、この ALTER ステートメントは
失敗します。

DBRM から実行している場合、以下を使用してくださ
い。
SELECT *
FROM SYSIBM.SYSSTMT
WHERE SECTNO = 0
ORDER BY NAME, PLNAME, STMTNO, SEQNO;
パッケージから実行している場合、以下を使ってくださ
い。

システムの処置:
ん。

SELECT *
FROM SYSIBM.SYSPACKSTMT
WHERE SECTNO = 0
ORDER BY COLLID, NAME, VERSION, STMTNO, SEQNO;

プログラマーの応答: ケースごとに次のように行いま
す。

3 番目のケースでは、アプリケーションを検査して、呼
び出しパラメーター・リストが何らかの方法で変更され
ていないかどうかを判別してください。 通常、プリコ
ンパイラーの出力は変更すべきではありません。
SQLSTATE:
-147

58003
ALTER FUNCTION function-name
FAILED BECAUSE SOURCE
FUNCTIONS CANNOT BE ALTERED

このステートメントは実行できませ

1

すべての視点の除去、RLST 表の非活動化、ま
たは同義語の除去。

2

参照保全関係、ユーザー出口、またはグローバ
ル一時表を無効にする。

3

REORG INDEX、REORG TABLESPACE、また
は REBUILD INDEX を実行する。 索引が区
画に分割されている場合は、ユーティリティー
をすべての区画で実行してください。 このス
テートメントを再実行してください。

SQLSTATE:

42809

説明: この関数はソース関数であるので、変更すること
はできません。外部スカラー関数、または外部表関数の
みが変更可能です。
既存のソース関数を変更するには、その関数を除去し
第 2 章 SQL 戻りコード
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-150
-150

説明:

THE OBJECT OF THE INSERT,
DELETE, OR UPDATE STATEMENT IS
A VIEW OR TRANSITION TABLE FOR
WHICH THE REQUESTED
OPERATION IS NOT PERMITTED
次のいずれかが起こっています。

v 変換表がトリガー・アクションの INSERT、
UPDATE、または DELETE ステートメントで指定さ
れていました。 変換表は読み取り専用です。
v
INSERT、 UPDATE、または DELETE ステートメン
トに指定された視点は、それに対して要求された挿
入、更新、または削除操作を実行できないような方法
で定義されています。
以下の場合、視点への挿入は禁止されています。
– 視点定義に、結合、GROUP BY、または HAVING
文節が含まれている。
– 視点定義の SELECT 文節に、DISTINCT 修飾子、
算術式、ストリング式、組み込み関数、または定数
が含まれている。

場合、変換表に対する INSERT、UPDATE、または
DELETE での参照を除去してください。
SQLSTATE:

42807

|
|
|
|
|

-151

|
|

説明: 次のいずれかの理由で、指定された列を更新する
ことができません。

|
|

v 区分表の区分化キーで発生する列の値が更新できな
い。

|
|
|

v 対象となっている表が視点であり、指定された列が更
新できないような方法で (視点の定義に) 定義されて
いる。

|
|

v 対象となっている表が、更新できる列が 1 つもない
カタログ表である。

THE UPDATE STATEMENT IS
INVALID BECAUSE THE CATALOG
DESCRIPTION OF COLUMN
column-name INDICATES THAT IT
CANNOT BE UPDATED

| v 対象となっている列が ROWID 列である。

– 視点の 2 つ以上の列が同じ列から作り出されてい
る。

| v オブジェクト列が、AS IDENTITY および
GENERATED ALWAYS 属性を指定して定義されて
|
いる。
|

– 視点の基本表に、デフォルト値をもたず、その視点
に含まれていない列が入っている。

| v 列自体が更新できないため、カタログ表の指定された
列が更新できない。
|

以下の場合、視点の更新は禁止されています。

| 次のいずれかの理由で、視点の個々の列を更新すること
| ができません。

– 視点定義に、結合、GROUP BY、または HAVING
文節が含まれている。
– 視点定義の SELECT 文節に、DISTINCT 修飾子ま
たは関数が含まれている。
また、視点のある列が、算術式、定数、区分索引のキ
ーの一部である列、あるいは更新できないカタログ表
の列から作り出されたものである場合には、その列は
更新できません (つまり、その列の値は更新できませ
ん)。
以下の場合、視点に対する削除は禁止されています。
– 視点定義に、結合、GROUP BY、または HAVING
文節が含まれている。
– 視点定義の SELECT 文節に、DISTINCT 修飾子ま
たは組み込み関数が含まれている。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。データの挿入、更新、または削除は行われません。
プログラマーの応答: この視点に対して要求された機能
を実行することはできません。 視点の削除、更新、お
よび挿入の詳細については、 DB2 SQL 解説書 の第 5
章を参照してください。

| v その列が、SQL 関数、算術式、または定数から作り
出されている。
|
| v その列が、更新できない基礎視点の列に定義されてい
る。
|
| v その列が、読み取り専用視点に対して定義されてい
る。
|
| v 列の定義が、区分表の区分化キーにある列に対して行
われている。
|
| システムの処置: このステートメントは実行できませ
| ん。オブジェクト表または視点のデータは更新されませ
| ん。
|
|
|
|
|

プログラマーの応答: 要求された機能は、DB2 ではサ
ポートされません。 ROWID 列、 一致列、および区分
表および視点の列の更新機能の制約事項については、
DB2 SQL 解説書 の第 5 章の UPDATE ステートメン
トの説明を参照してください。

|

SQLSTATE:

CREATE TRIGGER ステートメントでエラーが発生した

38

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

42808

-152
-152

|
|
|
|

説明: ALTER TABLE ステートメントの DROP clause
が、DROP 文節の constraint-type と一致しない制約を除
去しようとしました。 clause は、以下のように、該当
する constraint-type を識別する必要があります。

|
|
|

REFERENTIAL CONSTRAINT
識別される制約は参照制約でなければなりませ
ん。

|
|
|

CHECK CONSTRAINT
識別される制約は検査制約でなければなりませ
ん。

|
|
|

PRIMARY KEY CONSTRAINT
識別される制約は 1 次キー制約でなければな
りません。

|
|
|

UNIQUE KEY CONSTRAINT
識別される制約は固有キー制約でなければなり
ません。
システムの処置: ALTER TABLE DROP ステートメン
トは実行できません。 どのオブジェクトも除去できま
せんでした。
プログラマーの応答: ALTER TABLE ステートメント
の正しい DROP 文節を使って、既存のオブジェクトを
除去してください。
SQLSTATE:
-153

SQLSTATE:

THE DROP clause CLAUSE IN THE
ALTER STATEMENT IS INVALID
BECAUSE constraint-name IS A
constraint-type

42809
THE STATEMENT IS INVALID
BECAUSE THE VIEW OR TABLE
DEFINITION DOES NOT INCLUDE A
UNIQUE NAME FOR EACH COLUMN

説明: CREATE VIEW または DECLARE GLOBAL
TEMPORARY TABLE ステートメントで指定された副
選択の結果表に重複列名または無名列 (定数、関数、ま
たは式からの列) が含まれている場合は、列名のリスト
を指定する必要があります。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された視点が作成されなかったか、宣言された
一時表 が宣言されませんでした。
プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、視点
の列に関する名前のリストを指定してください。
CREATE VIEW ステートメントまたは DECLARE
GLOBAL TEMPORARY TABLE ステートメントの構文
については、 DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してく
ださい。

-154

#
#
#
#
#

42908
THE STATEMENT FAILED BECAUSE
VIEW OR TABLE DEFINITION IS NOT
VALID

説明: 視点または表の定義がリモート・オブジェクトを
参照しているため、CREATE VIEW ステートメントで
定義された視点、CREATE TABLE ステートメントで定
義された表、または DECLARE GLOBAL TEMPORARY
TABLE ステートメントで宣言された表が無効です。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定されたオブジェクトが定義されていません。
プログラマーの応答: 視点、マテリアライズ照会表、ま
たは宣言済みグローバル一時表の定義に関する制限につ
いては、「DB2 SQL 解説書」の第 5 章を参照してくだ
さい。
SQLSTATE:
-156

42909
THE STATEMENT DOES NOT
IDENTIFY A TABLE

説明: ステートメント ALTER TABLE、DROP
TABLE、LOCK TABLE、CREATE INDEX、および
CREATE TRIGGER は、表にしか適用されません。 索
引およびトリガーは、表に関してのみ定義することがで
きます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された視点またはリモート・オブジェクトの変
更、除去、またはロックは行われません。あるいは、索
引またはトリガーは作成されません。
プログラマーの応答: ステートメントに指定した名前が
正しいかどうかを確かめてください。
SQLSTATE:
-157

42809
ONLY A TABLE NAME CAN BE
SPECIFIED IN A FOREIGN KEY
CLAUSE. object-name IS NOT THE
NAME OF A TABLE.

説明: 示されたオブジェクトが、CREATE または
ALTER TABLE ステートメントの FOREIGN KEY 文節
に指定されています。 FOREIGN KEY 文節には、表を
指定しなければなりません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 外部キー文節に表名を指定するよ
うにステートメントを訂正してください。
SQLSTATE:

42810
第 2 章 SQL 戻りコード
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-158
-158

説明:

THE NUMBER OF COLUMNS
SPECIFIED FOR THE VIEW IS NOT
THE SAME AS THE NUMBER OF
COLUMNS SPECIFIED BY THE
SELECT CLAUSE, OR THE NUMBER
OF COLUMNS SPECIFIED IN THE
CORRELATION CLAUSE IN A FROM
CLAUSE IS NOT THE SAME AS THE
NUMBER OF COLUMNS IN THE
CORRESPONDING TABLE, VIEW,
TABLE EXPRESSION, OR TABLE
FUNCTION
次の 2 つのケースがあります。

v CREATE VIEW ステートメントで視点に指定される
列名の数は、後続の AS SELECT 文節で指定される
エレメント (列名、SQL 関数、式など) の数と等しく
なければなりません。
v 相関文節に指定された列の数が、対応する表、視点、
表式、または表関数の列の数と同じではありません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントの構文を訂正し
て、対応するオブジェクト (表、視点など) の各列の列
名を指定するようにしてください。ステートメントの構
文については、DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照して
ください。
SQLSTATE:
-159

SQLSTATE:
-160

DROP OR COMMENT ON object
IDENTIFIES A(N) object-type1 RATHER
THAN A(N) object-type2

DROP VIEW ステートメントにオブジェクトとして指定
できるのは、視点だけです。 DROP ALIAS または
COMMENT ON ALIAS ステートメントにオブジェクト
として指定できるのは、別名だけです。 視点でも別名
でもない表を除去するには、DROP TABLE ステートメ
ントを使用しなければなりません。 表または視点に注
釈を付けるには、COMMENT ON TABLE ステートメン
トを使用しなければなりません。
システムの処置:
ん。

THE WITH CHECK OPTION CANNOT
BE USED FOR THE SPECIFIED VIEW

v 視点が読み取り専用として定義されている (たとえ
ば、その視点定義に DISTINCT GROUP BY または
JOIN が含まれている)。
v 視点定義に副照会が含まれている。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された視点は作成されません。
プログラマーの応答: 視点定義における WITH CHECK
OPTION の使用方法については、 DB2 SQL 解説書 の
第 5 章を参照してください。
SQLSTATE:
-161

42813
THE INSERT OR UPDATE IS NOT
ALLOWED BECAUSE A RESULTING
ROW DOES NOT SATISFY THE VIEW
DEFINITION

説明: WITH CHECK OPTION は、INSERT または
UPDATE ステートメントの対象となっている視点に使
用します。 したがって、その視点に行を挿入または更
新しようとした場合は、結果が視点定義に従ったものに
なるかどうかが検査されます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。挿入または更新は実行されず、対象となる視点 (お
よび元の基本表) の内容は変更されません。
プログラマーの応答: 視点定義を調べ、要求された
INSERT または UPDATE が拒否された理由を判別して
ください。 この状況はデータに依存している可能性が
あることに注意してください。
SQLSTATE:
-164

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: DROP VIEW、DROP ALIAS、ま
たは COMMENT ON ALIAS ステートメントを訂正し

42809

説明: 以下のいずれかの状況では、WITH CHECK
OPTION は視点定義に使用できません。

42811

説明: DROP VIEW ステートメント、DROP ALIAS ス
テートメント、または COMMENT ON ALIAS ステー
トメントで指定されたオブジェクトが、視点または別名
ではなく、表を示しています。
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て、視点名または別名を (適切な修飾子とともに) 正し
く指定するようにしてください。その表を除去したい
か、その表に注釈を付けたい場合は、 DROP TABLE
または COMMENT ON TABLE ステートメントを使用
してください。

44000
auth-id1 DOES NOT HAVE THE
PRIVILEGE TO CREATE A VIEW
WITH QUALIFICATION authorization-ID

説明: 許可 ID auth-id1 に、それ自体の許可 ID 以外の
修飾子を指定した視点を作成するのに必要な権限があり
ません。特に、修飾子 authorization-ID の視点を作成し
ようとしても拒否されます。
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-170
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された視点は作成されません。

|
|
|
|
|

プログラマーの応答: 自分以外の ID を修飾子として
使用して視点を作成しないようにしてください。他の許
可 ID の視点を作成できるのは、「SYSADM」権限また
は「DBADM」権限を持つ許可 ID のみです。 DBADM
特権は、この CREATE VIEW のベースとなる表を 1
つでも含むすべてのデータベースに対して、授与する必
要があります。
SQLSTATE:
-170

42502
THE NUMBER OF ARGUMENTS
SPECIFIED FOR function-name IS
INVALID

説明: SQL ステートメントに含まれているスカラー関
数 'function-name' の引き数が、多すぎるか少なすぎるか
のいずれかです。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントを訂正してくださ
い。スカラー関数 'function-name' に必要な引き数の数に
ついては、 DB2 SQL 解説書 の第 3 章を参照してくだ
さい。
SQLSTATE:
-171

42605
THE DATA TYPE, LENGTH, OR
VALUE OF ARGUMENT nn OF
function-name IS INVALID

説明: スカラー関数 function-name の引き数 nn のデー
タ・タイプ、長さ、または値のいずれかが正しくありま
せん。

|
|
|

エンコード・スキームが EBCDIC または ASCII の場
合、このエラーの考えられる理由は、グラフィック引き
数を予定していた組み込み関数に文字引き数が指定され
たか、文字引き数を予定していた組み込み関数にグラフ
ィック引き数が指定されたためです。 UNICODE エン
コード・スキームは、文字引き数とグラフィック引き数
の混合をサポートしています。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントを訂正してくださ
い。スカラー関数 function-name の引き数の規則につい
ては、DB2 SQL 解説書 の第 3 章を参照してくださ
い。
SQLSTATE:

42815

-173

UR IS SPECIFIED ON THE WITH
CLAUSE BUT THE CURSOR IS NOT
READ-ONLY

説明: カーソルが読み取り専用カーソルではありませ
ん。 WITH UR を指定できるのは、DB2 がカーソルが
読み取り専用であることを判別できる場合だけです。
システムの処置: ステートメントの実行が失敗します。
プログラマーの応答: カーソルを読み取り専用にしたつ
もりでも不確かである場合は、FOR FETCH ONLY 文
節を追加してください。 カーソルが更新可能である場
合、WITH 文節で指定する分離レベルを変更してくださ
い。
SQLSTATE:
-180

42801
THE DATE, TIME, OR TIMESTAMP
VALUE value IS INVALID

説明: DATE、TIME、または TIMESTAMP value の、
長さまたはストリング表記が、有効な形式ではありませ
ん。
value には次のいずれかが入ります。
v ホスト変数の場合は、入力ホスト変数の位置番号。位
置番号が判別できない場合は、ブランクが表示されま
す。
v 文字ストリング定数の場合は、文字ストリング定数。
表示される最大長は SQLERRM の長さです。
v 文字列の場合は、列名。 列が VIEW 列であり、対応
する基礎列がある場合は VIEW 列名が表示されま
す。列が VIEW 列であるが、対応する基礎列がない
場合は、ストリング ’*N’ が表示されます。
それ以外の場合は、value はストリング '*N' です。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: プログラムを訂正し、指定された
値が DATE、TIME、および TIMESTAMP の構文に適
合するようにしてください。 有効な DATE および
TIME の形式のリストについては、 DB2 SQL 解説書
の第 2 章を参照してください。
SQLSTATE:
-181

22007
THE STRING REPRESENTATION OF
A DATETIME VALUE IS NOT A VALID
DATETIME VALUE

説明: 日付 / 時刻のストリング表示が、受け入れ可能
な範囲内にないか、正しい形式でありません。 日付 /
時刻値の正しい範囲は、次のとおりです。
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-182
表 2.

-183

日付 / 時刻

数値範囲

年

0001〜9999

月

1〜12

日

4月、6月、9月、
11月

1〜30

2月

1〜28 (うるう年
の場合は 1〜29)

1月、3月、5月、7
月、8月、10月、
12月
時

1〜31

0〜24 (時の値が
24 の場合、時刻
を表す他の部分
はゼロです。
USA 時刻の場
合、最大時間は
12 です。)

分

0〜59

秒

0〜59

マイクロ秒

0〜999999

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 値が有効な範囲内で、かつ正しい
形式かどうかを確かめてください。 ストリング・デー
タ形式については、DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照
してください。
SQLSTATE:
-182

22007

説明: 算術演算の結果の日付またはタイム・スタンプ
が、有効な日付の範囲である 0001-01-01 から
9999-12-31 までの範囲内に入りません。
システムの処置:
ん。

SQLSTATE:
-184

プログラマーの応答:
い。
SQLSTATE:

42816

示された算術式を訂正してくださ

22008
AN ARITHMETIC EXPRESSION WITH
A DATETIME VALUE CONTAINS A
PARAMETER MARKER

説明: 指定された算術式の中に、日付 / 時刻値で誤っ
て使用されているパラメーター・マーカーが含まれてい
ます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答:
い。
SQLSTATE:

AN ARITHMETIC EXPRESSION WITH
A DATETIME VALUE IS INVALID

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: SQL ステートメントを検査し
て、問題の原因を判別できるかどうかを調べてくださ
い。問題がデータによって起きていることがあります。
その場合は、エラーの発生時に処理されたデータを調べ
る必要があります。

-185

説明: 指定された算術式に、正しくない日付 / 時刻値
またはラベル付き期間が含まれています。

AN ARITHMETIC OPERATION ON A
DATE OR TIMESTAMP HAS A
RESULT THAT IS NOT WITHIN THE
VALID RANGE OF DATES

示された算術式を訂正してくださ

42610
THE LOCAL FORMAT OPTION HAS
BEEN USED WITH A DATE OR TIME
AND NO LOCAL EXIT HAS BEEN
INSTALLED

説明: 日付 / 時刻値にローカル形式オプションが使用
されていますが、日付 / 時刻出口がインストールされて
いません。 インストール・アプリケーション・プログ
ラミングのデフォルト・パネルの LOCAL DATE
LENGTH または LOCAL TIME LENGTH では、日付 /
時刻の出口が与えられたことが示されているのに、実際
には DB2 から提供される出口が置き換えられていない
場合に、これが起こります。また、日付 / 時刻出口が置
き換えられていて、インストール・アプリケーション・
プログラミングのデフォルト・パネル上の対応する
LOCAL DATE LENGTH または LOCAL TIME
LENGTH がゼロ以外の値にセットされている場合に
も、起こります。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
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-186
プログラマーの応答: 日付または時刻出口のインストー
ルについて、システム・プログラマーと相談してくださ
い。
SQLSTATE:
-186

57008
THE LOCAL DATE LENGTH OR
LOCAL TIME LENGTH HAS BEEN
INCREASED AND EXECUTING
PROGRAM RELIES ON THE OLD
LENGTH

説明: 日付 / 時刻値にローカル形式オプションが使用
されていましたが、もっと長いローカル形式を作成する
ように日付 / 時刻出口ルーチンが変更されていること
を、 DB2 が検出しました。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: このエラーを受け取ったステート
メントがアプリケーション・プログラムに組み込まれて
いる場合は、アプリケーション・プランに対して
REBIND コマンドを実行する必要があります。 ステー
トメントが動的 SQL であった場合は、このステートメ
ントを再入力することができます。
SQLSTATE:
-187

22505
A REFERENCE TO A CURRENT
DATE/TIME SPECIAL REGISTER IS
INVALID BECAUSE THE MVS TOD
CLOCK IS BAD OR THE MVS
PARMTZ IS OUT OF RANGE

説明: DB2 が、無効な時刻 (TOD) を検出しました。
次の特殊レジスターの 1 つが参照されています。
CURRENT DATE、CURRENT TIME、CURRENT
TIMESTAMP、または CURRENT TIMEZONE のいずれ
かです。 CURRENT TIMEZONE が参照された場合は、
MVS パラメーターの PARMTZ が範囲外でした。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: CURRENT TIMEZONE の場合
は、MVS パラメーターの PARMTZ が -24 時から +24
時までの範囲内かどうかを確かめてください。 他の
CURRENT 特殊レジスターの場合は、MVS TOD が正
しくセットされているかどうかを調べてください。
SQLSTATE:

22506

-188

THE STRING REPRESENTATION OF
A NAME IS INVALID

説明: DESCRIBE ステートメントで参照されるホスト
変数に、名前の有効なストリング表記が含まれていませ
ん。 次のいずれかのエラー状態が発生しています。
v 変数の最初のバイトがピリオドまたはブランクであ
る。
v ID の数が 3 より多い。
v ID が長すぎる。
v 区切り ID に含まれていないピリオドの後に、ピリオ
ドまたはブランクが続いている。
v 区切り ID の後に、ピリオドまたはブランク以外の文
字が続いている。
v 区切り ID が、引用符で終わっていない。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: ホスト変数の値を訂正して、有効
なストリング表示による名前にしてください。
SQLSTATE:
-189

22503
CCSID ccsid IS UNKNOWN OR
INVALID FOR THE DATA TYPE OR
SUBTYPE

説明: 入力ホスト変数または結果列のサブタイプを判別
するために、指定された CCSID を用いて
SYSSTRINGS カタログ表にアクセスしましたが、次の
状況が存在します。
v その CCSID が、INCCSID または OUTCCSID の値
でないか、あるいは
v TRANSTYPE 列が、その CCSID を、CHARACTER
ではなく GRAPHIC としてクラス分けしている、ま
たは
v グラフィック CCSID がユーザーのシステム上で指定
されていない。
この一対の CCSID に対する変換が定義されているかど
うかを判別するために、一対の CCSID を用いて
SYSSTRINGS にアクセスしたときにも、このエラーが
起こることがあります。 この場合は、ストリングのデ
ータ・タイプとその CCSID の TRANSTYPE 種別が矛
盾していること (一方が GRAPHIC で、他方が
CHARACTER であること) がエラーの原因です。
このエラーは、DECP で指定された CCSID が
SYSSTRINGS の INCCSID または OUTCCSID 列内の
値として存在していない場合に起こります。

第 2 章 SQL 戻りコード

43

-190
このエラーが起こるもう 1 つの理由は、システムのイ
ンストール時にグラフィック CCSID が指定されなかっ
たのに、組み込まれているグラフィック関数の 1 つを
ユーザーが使用していることにあります。
システムの処置: このステートメントはバインドまたは
実行することができません。
プログラマーの応答: CCSSID が有効で、かつストリン
グのデータ・タイプと一致するようにしてください。
有効な CCSID が SYSSTRINGS の組み込み行にリスト
されていない場合は、ユーザー提供の行を挿入すること
によって、有効な CCSID を定義することができます。
有効な CCSID が、ユーザー提供の行に誤ってクラス分
けされている場合は、その行を更新することにより、誤
りを訂正することができます。 CCSID の詳細について
は、DB2 インストレーション・ガイド の付録を、
SYSSTRINGS カタログ表の詳細については、DB2 SQL
解説書 を参照してください。
システムのインストール時にグラフィック CCSID が指
定されていなかった場合、DECP を更新してグラフィッ
ク CCSID を組み込み、DB2 を立ち上げ直してくださ
い。
SQLSTATE:
-190

22522
ATTRIBUTES OF COLUMN
column-name IN TABLE table-name ARE
NOT COMPATIBLE WITH THE
EXISTING COLUMN

説明: ALTER ステートメントの中の指定された表の列
に指定されている属性が、既存の列の属性と矛盾してい
ます。 データのタイプまたは長さのいずれかが無効で
す。
v 列の新規に変更された長さが、その列の現在の長さと
は異っています。
v 既存の列が、VARCHAR データ・タイプではありま
せん。
システムの処置:
せん。

ALTER ステートメントは実行できま

プログラマーの応答:
定してください。
SQLSTATE:
-191

既存の列と互換性のある属性を指

42837
A STRING CANNOT BE USED
BECAUSE IT IS INVALID MIXED
DATA

説明: この演算では、混合データ文字ストリングを別の
コード化文字セットに変換する必要があります。 スト
リングが正しい形式の混合データの規則に従っていない
ので、ストリングを変換することができません。 たと
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えば、ストリングに、適切な対になっていない EBCDIC
シフト・コードが含まれています。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 意図した情報がストリングに含ま
れている場合は、列またはホスト変数の記述を、
MIXED DATA から BIT または SBCS DATA に変更
しなければなりません。列またはホスト変数の記述が正
しい場合は、ストリングに問題があり、正しい形式の混
合データの規則に従うようにストリングを変更しなけれ
ばなりません。 正しい形式の MIXED DATA に関する
詳細については、 DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照し
てください。
SQLSTATE:
-197

22504
QUALIFIED COLUMN NAMES IN
ORDER BY CLAUSE NOT PERMITTED
WHEN UNION OR UNION ALL
SPECIFIED

説明: 2 つ以上の表の結合および ORDER BY 文節の
両方を指定する SELECT ステートメントは、 ORDER
BY 文節で修飾列名を使用することはできません。
プログラマーの応答: ORDER BY 文節で修飾名が必要
ないように、ステートメントを変更してください。
システムの処置: このステートメントは実行されませ
ん。
SQLSTATE:
-198

42877
THE OPERAND OF THE PREPARE
OR EXECUTE IMMEDIATE
STATEMENT IS BLANK OR EMPTY

説明: PREPARE または EXECUTE IMMEDIATE ステ
ートメントのオブジェクトであるオペランド (ホスト変
数またはリテラル・ストリング) が、すべてブランクで
あるか、空のストリングであるかのいずれかです。 分
散機能が使用されている場合、第 2 版リリース 3 に組
み込まれた DBRM を、第 2 版リリース 2 システムで
使用することはできません。 このエラーが 第 2 版リ
リース 2 で発生し、第 2 版リリース 3 に DBRM が
組み込まれている場合、問題を訂正するには、プログラ
ムをプリコンパイルし直す必要があります。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: PREPARE または EXECUTE
IMMEDIATE ステートメントのオペランドに有効な
SQL ステートメントを指定するようにアプリケーショ
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ン・プログラムのロジックを訂正して、そのステートメ
ントを実行してください。
SQLSTATE:
-199

42617
ILLEGAL USE OF KEYWORD
keyword.TOKEN token-list WAS
EXPECTED

-204

説明: ルーチンが呼び出されました。 DB2 理由コード
rc のため、ルーチン呼び出しは受け入れられませんでし
た。
name

呼び出されたルーチンの名前。

rc

失敗の原因を説明する DB2 理由コード。 考
えられる値は、00E79000、00E79001、
00E79002、00E79003、00E79004、00E79005、
00E79006、00E79007、00E7900B、00E7900C で
す。

説明: ステートメントのキーワード 'keyword' の個所に
構文エラーがあります。
プログラマーのための助けとして、有効なトークンを部
分的にリストしたものが SQLERRM 内に 'token-list' と
して提供されています。 適合するトークンだけがリス
トされます。 リストのトークンの中には、DB2 で実行
されるステートメントでは有効でないものもあります。
それらのトークンは、他のデータベース管理システムへ
の送信には有効です。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントの示されたキーワ
ードの部分を調べてください。 コロンまたは SQL 区
切り文字が欠落している可能性があります。
SQLSTATE:
-203

42601
A REFERENCE TO COLUMN
column-name IS AMBIGUOUS

説明: FROM 文節で識別される複数の表または視点が
非修飾列名を持つ列を持っている場合、またはネストさ
れた表式の複数の列がその名前を持っている場合、非修
飾列名はあいまいになっています。
修飾子がネストされた表式の相関名を持ち、かつ列名が
固有でない場合のみ、修飾列名はあいまいです。
CREATE TRIGGER ステートメントの中のトリガー表の
列への参照は、それが古い変換変数を指しているのか、
または新しい変換変数を指しているのかを示す相関名を
使用していない場合には、あいまいです。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ネストされた表式の非固有列名に
よって問題が生じる場合、列名が固有になるようにネス
トされた表式を変更してください。 非修飾名を使うこ
とによって問題が生じる場合、表、視点、または相関名
を使ってそれを修飾してください。
SQLSTATE:

42702

name IS AN UNDEFINED NAME

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: オブジェクト名が SQL ステート
メントに正しく指定されているかどうか (必要なすべて
の修飾子も含めて) をチェックしてください。 正しく指
定されていた場合は、ステートメントを再実行依頼する
前に、そのオブジェクトがシステムに存在するかどうか
を確かめてください。
SOURCE 文節の中でデータ・タイプまたは関数が欠落
している場合は、オブジェクトが存在しないか、オブジ
ェクトはいずれかのスキーマに存在しているが、そのス
キーマがユーザーの現行パスにない場合が考えられま
す。
SQLSTATE:
-205

42704
column-name IS NOT A COLUMN OF
TABLE table-name

説明: 表または視点 'table-name' の中に、示された
'column-name' をもつ列が存在しません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: SQL ステートメントに列名およ
び表名が正しく指定されているかどうか (必要なすべて
の修飾子を含んでいるかどうか) を確かめてください。
SQLSTATE:
-206

42703
column-name IS NOT A COLUMN OF
AN INSERTED TABLE, UPDATED
TABLE, OR ANY TABLE IDENTIFIED
IN A FROM CLAUSE, OR IS NOT A
COLUMN OF THE TRIGGERING
TABLE OF A TRIGGER

説明: この戻りコードは、以下のいずれかのエラーを報
告するのに使用します。
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-208
プログラマーの応答: 示された列を結果表に追加する
か、またはその列を ORDER BY 文節から削除すること
によって、ステートメントの構文を訂正してください。
SQL SELECT の結果を順位付けるための ORDER BY
文節の使用の制約事項については、 DB2 SQL 解説書
の第 4 章を参照してください。

v INSERT または UPDATE ステートメントの場合は、
指定された列が、挿入または更新の対象として指定さ
れた表または視点の列でない。
v VALUES 文節を持つ INSERT の場合、参照されてい
る列があるが、VALUES 文節には列は許されない。
v SELECT または DELETE ステートメントの場合は、
指定された列が、ステートメントの FROM 文節で識
別されるいずれの表または視点の列でもない。

SQLSTATE:

42707

v 副選択の選択リストに、GROUP BY 文節の相関参照
があるか、あるいは検索条件に相関参照が使用されて
いない。

-212

v HAVING の中に未解決の修飾参照がある。

説明: CREATE TRIGGER ステートメントの
REFERENCING 文節が、同じ名前を複数の「古い」ま
たは「新規の」相関名、あるいは OLD_TABLE または
NEW_TABLE ID に指定しています。 name は複数回指
定された名前です。

v CREATE TRIGGER ステートメントの場合は、
– 「古い」または「新規の」相関名を使用して、列へ
の参照が行われている。その列名はトリガー表に定
義されていない。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。 トリガーは作成されませんでした。

– トリガー・アクションの中の SET 変換変数ステー
トメントの中での割り当ての左側が、古い変換変数
を指定している。そこでは新規の変換変数のみがサ
ポートされる。すなわち、トリガーは作成されなか
った。

プログラマーの応答: ステートメントを変更して、
REFERENCING 文節のすべての変換変数および表に固
有の名前を指定し、CREATE TRIGGER 要求を再実行依
頼してください。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。データの取り出し、挿入、または更新は行われず、
トリガーも作成されません。
プログラマーの応答: SQL ステートメントに列名と表
名が正しく指定されているかどうかを確かめてくださ
い。 SELECT ステートメントの場合は、必要なすべて
の表が FROM 文節内に指定されているかどうかを確か
めてください。
CREATE TRIGGER ステートメントの場合、新規の変換
変数のみが SET 変換変数ステートメントの中での割り
当ての左側に指定され、トリガー表の列へのすべての参
照は変換変数相関名で修飾されていることを確認してく
ださい。
SQLSTATE:
-208

42703
THE ORDER BY CLAUSE IS INVALID
BECAUSE COLUMN name IS NOT
PART OF THE RESULT TABLE

説明: ORDER BY リストに指定された列 ('name') が結
果表に現れないため (すなわち、 SELECT リストに指
定されていないため)、このステートメントは無効です。
select-statement の fullselect が subselect でないときに、
結果の順序付けに使用できるのは、その結果表の列のみ
です。
システムの処置:
ん。
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このステートメントは実行できませ

name IS SPECIFIED MORE THAN
ONCE IN THE REFERENCING
CLAUSE OF A TRIGGER DEFINITION

SQLSTATE:

|
|
|
|
|
|

-214

42712
AN EXPRESSION IN THE
FOLLOWING POSITION, OR
STARTING WITH
position-or-expression-start IN THE
clause-type CLAUSE IS NOT
VALID.REASON CODE = reason-code

説明: clause-type 文節の中の式 expression-start の最初
の部分が示す式は、以下のように reason-code が示す理
由によって、無効です。

|
|
|
|
|

v 1 - SELECT ステートメントの全選択が副選択でな
い。このタイプの SELECT ステートメントの
ORDER BY 文節では、式は使用できません。この理
由コードは、clause-type が ORDER BY の場合にの
み表示されます。

| v 2 - DISTINCT が選択文節に選択されていて、
ORDER BY 文節の列名が SELECT リストの列名と
|
厳密に一致できないか、sort-key-expression が ORDER
|
BY 文節で選択されている。この理由コードは、
|
clause-type が ORDER BY の場合にのみ表示されま
|
す。
|
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 以下のように、reason-code が示
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-216
v 列が抜けている。

す理由に基づいて SELECT ステートメントを変更して
ください。

v 列が間違った順序で定義されている。

| v 1 - ORDER BY 文節から式を除去する。結果の列の
参照を試みる場合は、ソート・キーを simple-integer
|
|
または simple-column-name フォームに変更してくだ
さい。詳細については、DB2 SQL 解説書の ORDER
|
BY 構文図を参照してください。
|

v 表に余分の列が含まれている。
v 列の名前、データ・タイプ、長さ、またはヌル属性が
原因で、列の記述が無効である。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。explain 情報は生成されません。

v 2 - 選択文節から DISTINCT を除去する。
SQLSTATE:

| -216
|
|
|
|
|
|
|
|
|

プログラマーの応答: 必要な explain 表の定義を訂正し
てください。 explain 表の定義に関する詳細について
は、DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してください。

42822
THE NUMBER OF ELEMENTS ON
EACH SIDE OF A PREDICATE
OPERATOR DOES NOT
MATCH.PREDICATE OPERATOR IS
operator.

SQLSTATE:
-221

説明: OPERATOR operator の左サイドで指定された式
の数が、全選択が戻す値の数、または演算子の右サイド
で指定された式の数と一致しません。式の数と演算子の
どちらかのサイドの値 / 式の数は、等しくなければなり
ません。

55002
“SET OF OPTIONAL COLUMNS” IN
EXPLANATION TABLE table-name IS
INCOMPLETE. OPTIONAL COLUMN
column-name IS MISSING

説明: EXPLAIN ステートメントでは、必要な explain
表が正しく定義されていると想定しています。 示され
たオプションの列が、示された explain 表の中に定義さ
れていません。 PLAN_TABLE は、いくつかの特定の形
式のうちの 1 つを持っている必要があります。 選択さ
れた形式は完全でなければなりません。PLAN_TABLE
定義の中の各列は、選択された形式に対して正しくなけ
ればなりません。 PLAN_TABLE に対して許可されてい
る形式は、DB2 SQL 解説書 の第 6 章に説明されてい
ます。

| システムの処置: このステートメントは実行されていま
| せん。
| プログラマーの応答: 式の数を変更して、全選択が戻す
| 値の数を一致させるか、あるいはその逆を行ってくださ
| い。
| SQLSTATE: 428C4

システムの処置:
-219

THE REQUIRED EXPLANATION
TABLE table-name DOES NOT EXIST

プログラマーの応答: 必要な explain 表の定義を訂正し
て、選択された形式のオプション列すべてまたは第 2
版リリース 2 のオプション列だけを含めるか、あるい
はオプション列をまったく含めないようにしてくださ
い。 explain 表の定義に関する詳細については、DB2
SQL 解説書 の第 5 章を参照してください。

説明: EXPLAIN ステートメントでは、explain 表が存
在し、かつそれが基本表として DB2 サブシステムに定
義されていないことを前提としています。 詳細につい
ては、DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してくださ
い。
システムの処置:
ん。

-220

SQLSTATE:

55002

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 必要な explain 表が存在するかど
うかを判別してください。 存在しない場合は、必要な
表を作成してください。
SQLSTATE:

explain 情報は生成されません。

42704
THE COLUMN column-name IN
EXPLANATION TABLE table-name IS
NOT DEFINED PROPERLY

説明: explain 表への行の挿入中に、エラーが発生しま
した。次のいずれかの理由により、その表が正しく定義
されていません。

| -222
|
|
|
|
|
|
|
|
|

AN UPDATE OR DELETE OPERATION
WAS ATTEMPTED AGAINST A HOLE
USING cursor-name

説明: DB2 は、SENSITIVE STATIC として定義された
カーソル cursor-name によって、位置付け更新または位
置付け削除を処理できませんでした。選択行は、削除ホ
ールか更新ホールのいずれかです。 DB2 は、カーソル
cursor-name の結果表の現在行を削除または更新しよう
として、基本表の対応する行を見付けられなかったとき
に、これらのホールを検出します。

| 削除ホールは、基本表の対応する行が削除されていたと
| きに発生します。
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-223
| 更新ホールは、基本表の対応する行が更新されていて、
| 更新行が、カーソルの SELECT ステートメントで指定
| された検索条件を満たさなくなったときに発生します。
|
|

システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。カーソルはホール上にあります。

| プログラマーの応答: 行の上にカーソルを位置するよう
| にするには、FETCH ステートメントを発行してくださ
| い。
| SQLSTATE: 24510
| -223
|
|

AN UPDATE OR DELETE OPERATION
WAS ATTEMPTED AGAINST AN
UPDATE HOLE USING cursor-name

|
|
|
|
|
|

説明: DB2 が、位置付け UPDATE または位置付け
DELETE を、その直前の検索条件を満たさなくなった行
で試みたときに、update hole を検出しました。結果表
に行が存在し、行が SELECT ステートメントの検索条
件を満たさなくなったような基本表で、結果の行が更新
されたときに、update hole が作成されます。

|
|
|

cursor-name
位置付け更新または位置付け削除に使用するカ
ーソルの名前。

|
|

システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。カーソルは表の上にあります。

|
|
|
|

プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムを
訂正して、このエラー状態を処理するか、分離レベルを
変更して、カーソル操作の際に基本行を更新できないよ
うにします。

|

SQLSTATE:

| -224
|
|

24511
THE RESULT TABLE DOES NOT
AGREE WITH THE BASE TABLE
USING cursor-name

| 説明: DB2 が、位置付け UPDATE または位置付け
| DELETE を、その直前の条件を満たさなくなった行で試
| みました。行が、結果表に挿入されたときと位置付け更
| 新または位置付け削除が実行されたときの間で更新され
| たため、結果表の行の列値が、基本表の行の現行値と一
| 致しません。
|
|
|

cursor-name
位置付け更新または位置付け削除に使用するカ
ーソルの名前。

|
|

システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。カーソルは同じ行にあります。

| プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムを
| 訂正して、このエラー状態を処理するか、分離レベルを
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|
|

変更して、カーソル操作の際に基本行を更新できないよ
うにします。

|

SQLSTATE:

#| -225
#
#
#
|
|
|
|
|
|
|
|
|

24512
FETCH STATEMENT FOR cursor-name
IS NOT VALID BECAUSE THE
CURSOR IS NOT DEFINED AS
SCROLL

説明: カーソル cursor-name の FETCH ステートメン
トに使用できないキーワードが含まれていたため、DB2
はそのステートメントを処理できませんでした。キーワ
ード NEXT は、スクロールできないカーソルの場合の
み指定することができます。キーワード PRIOR、
FIRST、 LAST、 ABSOLUTE、 RELATIVE、
CURRENT、 BEFORE、および AFTER は、 SCROLL
属性で宣言されていないカーソルには使用することがで
きません。

| cursor-name
FETCH ステートメントに使用するカーソルの
|
名前。
|
| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。
|
|
|
|

プログラマーの応答: FETCH ステートメントを訂正し
て、使用できないキーワードを除くか、DECLARE
CURSOR ステートメントを訂正して、該当する
SCROLL オプションを組み込んでください。

| SQLSTATE: 42872
#| -228
#
|
|
|
|

FOR UPDATE CLAUSE SPECIFIED
FOR READ-ONLY CURSOR cursor-name

説明: カーソルが INSENSITIVE SROLL オプションに
よって読み取り専用で宣言されましたが、SELECT ステ
ートメントには、FOR UPDATE 文節が含まれていまし
た。

| cursor-name
FETCH に使用するカーソルの名前。
|
| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。
|
|
|
|
|
|
|

プログラマーの応答: 読み取り専用のスクロール可能カ
ーソルを定義するには INSENSITIVE SCROLL を指定
しますが、FOR UPDATE 文節は指定しないでくださ
い。更新できるスクロール可能カーソルを定義するに
は、SENSITIVE SCROLL を指定します。 DECLARE
CURSOR を適切に行うように、アプリケーション・プ
ログラムを訂正してください。

| SQLSTATE: 42620

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

-229
-229

v 表スペースが区画に分割され、LOCKPART YES で定
義されている場合は、ロックする区画を識別する
PART 文節を指定してください。

THE LOCALE locale SPECIFIED IN A
SET LOCALE OR OTHER
STATEMENT THAT IS LOCALE
SENSITIVE WAS NOT FOUND

v 表スペースが区画に分割されているが、LOCKPART
YES 属性がない場合は、 ALTER TABLESPACE を
使用して LOCKPART 属性を YES に変更してくださ
い。

説明: ステートメントが、DB2 が認識できないかまた
は利用できないロケールを参照しようと試みました。
locale は、SET CURRENT LOCALE ステートメントに
指定されたロケール、またはロケールへのアクセスが試
みられたときに有効であったロケールのいずれかです。
システムの処置:
ん。

-240

42708
THE PART CLAUSE OF A LOCK
TABLE STATEMENT IS INVALID

説明: 次のいずれかの理由のため、LOCK TABLE ステ
ートメントが無効です。
v 表が常駐する表スペースが区画に分割されていない
か、 LOCKPART YES 属性がなく、PART 文節が指
定されている。
v PART 文節で指定された整数が、表スペースの区画を
示していない。
システムの処置:
できません。

SQLSTATE:

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントが SET LOCALE
ステートメントであった場合、正しい (DB2 が認識でき
て、利用できる) ロケールを再指定してください。 ロケ
ールの詳細については、SQL 解説書の第 3 章を参照し
てください。 ステートメントが SET LOCALE 以外の
ものであった場合、そのステートメントはロケール依存
のインターフェースを含んでいます (UPPER 関数がロ
ケール依存のインターフェースの例です)。 「SELECT
CURRENT LOCALE FROM SYSIBM.SYSDUMMY1」を
実行して、ユーザーのプログラムが使用している
LOCALE の値を判別してください。 このメッセージを
もたらす可能性のある理由には、不正確な LOCALE バ
インド・オプション、またはインストール時に指定した
不正確な LOCALE デフォルト値 (ロケール値は、ロケ
ール依存のインターフェースで必要とされるまで妥当性
検査されません) があります。 ロケールは、本質的に動
的であり、いつでも追加、作成、または削除が可能であ
るので、使用されるまでは妥当性検査されません。した
がって、インストール時またはバインド実行時には有効
でないロケールを指定することはありえます。
SQLSTATE:

v 区画に分割されていない場合は、PART 文節を指定し
てはなりません。

LOCK TABLE ステートメントは実行

プログラマーの応答: 指定された表が LOCKPART
YES で定義された区分表スペースに常駐しているかど
うかを判別してください。

| -243
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

428B4
SENSITIVE CURSOR cursor-name
CANNOT BE DEFINED FOR THE
SPECIFIED SELECT STATEMENT

説明: カーソル cursor-name は SENSITIVE として定
義されますが、SELECT ステートメントの内容では、
DB2 が、カーソルの結果表を用いて一時表を作成する
必要があり、カーソル外で行われた変更が必ず見えるよ
うにすることはできません。この結果は、結果表を読み
取り専用にする照会の内容からもたらされます。この場
合は、カーソルを INSENSITIVE に定義する必要があり
ます。

| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。
| プログラマーの応答: 照会の内容を読み取り専用でない
| ように変更するか、カーソルのタイプを INSENSITIVE
| に変更します。
| SQLSTATE: 36001
| -244
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

SENSITIVITY sensitivity SPECIFIED ON
THE FETCH IS NOT VALID FOR
CURSOR cursor-name

説明: FETCH で指定された感度オプションが、カーソ
ル cursor-name で有効な感度オプションと矛盾していま
す。カーソルが INSENSITIVE と宣言された場合、
FETCH ステートメントは INSENSITIVE 以外を指定す
ることができません。カーソルが SENSITIVE と宣言さ
れた場合、FETCH ステートメントは INSENSITIVE ま
たは SENSITIVE と指定することも、何も指定しないこ
ともできます。

| sensitivity
FETCH ステートメントに感度を指定しまし
|
た。
|
| cursor-name
FETCH ステートメントに使用するカーソルの
|
名前。
|

第 2 章 SQL 戻りコード

49

-245
| スクロール不能カーソルの場合は、感度オプションを指
| 定することができません。

プログラマーの応答: 名前を訂正して、ステートメント
再実行してください。

| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。

SQLSTATE:

| プログラマーの応答: ホスト変数を、ゼロの位取りの正
| 確な数値になるように変更します。

-300

| SQLSTATE: 42618
| -245
|

THE INVOCATION OF FUNCTION
ROUTINE-NAME IS AMBIGUOUS

| 説明: 関数の呼び出しが未確定のとき、DB2 がこのエ
| ラーを出しました。これが発生するのは、タイプ無しパ
| ラメーター・マーカーが関数に渡され、関数解決の際に
| 解決すべき候補関数が複数になる可能性があるときで
| す。
|
|

システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

| プログラマーの応答: 問題を修正して、再試行してくだ
| さい。 これには、SQL ステートメントを変更し、関数
| の定義を変更するか、ユーザーの現行パスに変更する必
| 要があります。関数解決の詳細については、「アプリケ
| ーション・プログラミングおよび SQL ガイド」を参照
| してください。
| SQLSTATE: 428F5
-250

THE LOCAL LOCATION NAME IS
NOT DEFINED WHEN PROCESSING A
THREE-PART OBJECT NAME

説明: ローカル・ロケーション名が定義されないかぎ
り、3 つの部分からなるオブジェクト名 (表、視点、ま
たは別名) は使用できません。

SQLSTATE:
-251

42718
TOKEN name IS NOT VALID

説明: ロケーション名 には英字の拡張子を入れること
はできません。 (米国の標準の英字の拡張子は、#、
@、$ です。)
システムの処置:
ん。
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このステートメントは実行できませ

THE STRING CONTAINED IN HOST
VARIABLE OR PARAMETER
position-number IS NOT
NUL-TERMINATED

説明: ホスト変数またはパラメーターが無効です。
SQLDA 内のその項目は、position-number によって示さ
れます。 ホスト変数またはパラメーターは、C ストリ
ング変数で、以下のいずれかです。
v ストアード・プロシージャーまたは関数への入力パラ
メーターとして使用される。
v ストアード・プロシージャーまたは関数からの出力パ
ラメーターとして戻される。
v 組み込み SQL ステートメント中の入力変数として参
照される。
v 動的 SQL ステートメントのパラメーター・マーカー
の値を提供するために使用される。
変数のデータ・タイプが文字ストリングである場合、そ
れは X’00’ を含んでいないため、無効です。 変数のデ
ータ・タイプが漢字ストリングである場合、それは
X’0000’ を含んでいないため、無効です。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: ストリングの終わりにヌル終了符
を追加してください。
SQLSTATE:
-301

システムの処置: ローカル DB2 用に登録したロケーシ
ョン名を使用して、DB2 分散データ機能 (DDF) をイン
ストールまたは再インストールしてください。
プログラマーの応答: ローカル・ロケーション名を定義
し、その機能を再試行してください。

42602

22024
THE VALUE OF INPUT HOST
VARIABLE OR PARAMETER NUMBER
position-number CANNOT BE USED AS
SPECIFIED BECAUSE OF ITS DATA
TYPE

説明: DB2 はデータを受け取りましたが、データ・タ
イプが要求された操作と矛盾するため、ステートメント
で指定されたとおりに使えませんでした。
position-number は、 (INSERT、 UPDATE、 DELETE、
SELECT、 VALUE INTO、または SET 割り当てステー
トメントの結果としてメッセージが出される場合) ホス
ト変数番号、または (CALL ステートメントの結果また
は関数の呼び出しとしてメッセージが出される場合) パ
ラメーター番号のいずれかを示しています。
システムの処置:
ん。
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このステートメントは実行できませ

-302
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラム関
数またはストアード・プロシージャーを訂正してくださ
い。 ステートメント中で指定されたパラメーターまた
は入力ホスト変数が、使用方法と矛盾しないようにして
ください。
SQLSTATE:
-302

42895
THE VALUE OF INPUT VARIABLE OR
PARAMETER NUMBER position-number
IS INVALID OR TOO LARGE FOR
THE TARGET COLUMN OR THE
TARGET VALUE

説明: DB2 が、無効なデータか、または表の対応する
列または対応するターゲット値に入れるには大きすぎる
データを受け取りました。 position-number は、
(INSERT、UPDATE、DELETE、SELECT、VALUES
INTO、または SET 割り当てステートメントの結果とし
てメッセージが出される場合) ホスト変数番号、または
(CALL ステートメントの結果または関数の呼び出しと
してメッセージが出される場合) パラメーター番号のい
ずれかを示しています。
次のいずれかが起こっています。
v 列がストリングとして定義されており、ホスト変数ま
たはパラメーターに含まれているストリングが列に対
して長すぎる。
v 列が数値として定義されており、ホスト変数またはパ
ラメーターに含まれている数値が列の定義に比べて大
きすぎる。
v ホスト変数が 10 進数として定義されているが、含ま
れている 10 進データが正しくない。
v ターゲット値がストリング定数であるが、ホスト変数
またはパラメーターに含まれているストリングがター
ゲット値としては長すぎる。
v ターゲット値が数値定数であるが、ホスト変数に含ま
れている数値がターゲット値としては大きすぎる。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

-303

A VALUE CANNOT BE ASSIGNED TO
OUTPUT HOST VARIABLE NUMBER
position-number BECAUSE THE DATA
TYPES ARE NOT COMPARABLE

説明: 出力 SQLDA 内の項目が position-number で示さ
れている出力ホスト変数にを使用して
CALL、FETCH、VALUES INTO、または SET
host-variable ステートメントを実行することができませ
ん。 この変数のデータ・タイプが、対応する
SELECT、VALUES INTO、または SET host-variable ス
テートメントのリスト・エレメントのデータ・タイプと
互換性がないためです。 出力ホスト変数とそれに対応
するリスト・エレメントは、以下のカテゴリーのいずれ
かでなければなりません。
v 両方とも数値である。
v 両方とも文字ストリングである (ユニコードを使用し
ていない場合)。
v 両方とも漢字ストリングである (ユニコードを使用し
ていない場合)。
v 両方とも 行 ID である。
さらに、日付 / 時刻およびタイム・スタンプ値の場合、
ホスト変数は適切な長さの文字ストリング変数でなけれ
ばなりません。
システムの処置: CALL、FETCH、SELECT、VALUES
INTO、または SET host-variable ステートメントは、実
行することができません。 データは取り出されませ
ん。
プログラマーの応答: 表定義が現行のものであるかどう
か、およびホスト変数が正しいデータ・タイプであるか
どうかを確かめてください。
SQLSTATE:
-304

42806
A VALUE WITH DATA TYPE data-type1
CANNOT BE ASSIGNED TO A HOST
VARIABLE BECAUSE THE VALUE IS
NOT WITHIN THE RANGE OF THE
HOST VARIABLE IN POSITION
position-number WITH DATA TYPE
data-type2

プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムま
たはストアード・プロシージャーを訂正してください。
その値の列のタイプおよび長さ、または入力ホスト変数
またはパラメーター position-number のデータ・タイプ
と内容を検査してください。 ホスト変数またはパラメ
ーターの値が列に収まるように、または有効な 10 進数
データを含むようにしてください。 有効な 10 進デー
タは、システム /370 パック 10 進数です。

説明: ホスト変数リストまたは位置番号
position-number の構造体を指定した CALL、 FETCH、
SELECT、 VALUES INTO、または SET 割り当てステ
ートメントが失敗しました。データ・タイプ data-type2
をもつホスト変数が、データ・タイプ data-type1 の取り
出された値を収容できる大きさでないことが原因です。

SQLSTATE: ターゲットに対して数値が大きすぎる 場
合は 22003。それ以外の場合は 22001。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。データは取り出されません。 ステートメントが
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-305
FETCH であった場合、カーソルはオープン状態のまま
です。

SQLSTATE:

プログラマーの応答: 表定義が現行のものであるかどう
か、およびホスト変数が正しいデータ・タイプであるか
どうかを確かめてください。 SQL データ・タイプの範
囲については、SQLCODE -405 の説明を参照してくだ
さい。

-310

SQLSTATE:
-305

22003
THE NULL VALUE CANNOT BE
ASSIGNED TO OUTPUT HOST
VARIABLE NUMBER position-number
BECAUSE NO INDICATOR VARIABLE
IS SPECIFIED

説明: FETCH、SELECT、VALUES INTO、または SET
割り当てステートメントの結果として、出力 SQLDA の
項目番号 'position-number' によって指定された出力ホス
ト変数に挿入されるヌル値が取り出されましたが、対応
する標識変数が与えられていません。 列がヌル値を戻
す場合は、標識変数を与えなければなりません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。データは取り出されません。
プログラマーの応答: ステートメントの対象である表の
定義を調べ、ヌル値が取り出される可能性のあるすべて
のホスト変数に標識変数を与えるように、アプリケーシ
ョン・プログラムを訂正してください。 これには、ヌ
ル値を含めることができる列のホスト変数、および結果
表が空となる可能性のある列関数の結果を受け取るホス
ト変数も含まれます。
SQLSTATE:
-309

DECIMAL HOST VARIABLE OR
PARAMETER number CONTAINS
NON-DECIMAL DATA

説明: DB2 が、(ホスト変数の形式で) アプリケーショ
ンから、あるいは (関数またはストアード・プロシージ
ャーとの間で受け渡しされたパラメーターの形式で) 関
数またはストアード・プロシージャーから非 10 進デー
タを受け取りました。
number (FETCH、INSERT、UPDATE、DELETE、
SELECT、VALUES INTO、または SET 割り当
てステートメントの結果としてメッセージが出
される場合) ホスト変数番号、または (関数の
呼び出しまたは CALL ステートメントの結果
としてメッセージが出される場合) パラメータ
ー番号のいずれかを示します。
システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムま
たはストアード・プロシージャーを訂正してください。
すべての 10 進変数またはパラメーターに、有効なシス
テム/370 パック 10 進数が含まれるようにしてくださ
い。
SQLSTATE:
-311

22002
A PREDICATE IS INVALID BECAUSE
A REFERENCED HOST VARIABLE
HAS THE NULL VALUE

22512

22023
THE LENGTH OF INPUT HOST
VARIABLE NUMBER position-number IS
NEGATIVE OR GREATER THAN THE
MAXIMUM

説明: SQLDA 内の項目が position-number で示されて
いる、入力ホスト・ストリング変数の長さ指定を評価し
結果、負であったか、最大値を超えていることがわかり
ました。

説明: 以下のような述部に現れるホスト変数がヌル値を
持っているため、

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

column-name = host-variable

プログラマーの応答: プログラムを訂正して、すべての
ホスト・ストリング変数の長さが負でないように、また
は許可される最大長を超えないようにしてください。

ステートメントは処理できませんでした。 実際には指
定の列にヌルを含めることができる場合でも、ホスト変
数に NULL が含まれているときは、このような述部は
許可されません。
システムの処置:
ん。

SQLSTATE:

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントを含むプランまた
はパッケージを再バインドしてください。 説明されて
いる状態は、DB2 第 2 版リリース 3 およびそれ以降
のリリースではエラーではありません。
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22501

-312
-312

variable-name IS AN UNDEFINED OR
UNUSABLE HOST VARIABLE OR IS
USED IN A DYNAMIC SQL
STATEMENT OR A TRIGGER
DEFINITION

-314

THE STATEMENT CONTAINS AN
AMBIGUOUS HOST VARIABLE
REFERENCE

説明: SQL ステートメントでホスト変数 variable-name
が使用されていますが、

説明: ステートメントで使用されているホスト変数が、
このアプリケーション・プログラムで 2 度以上定義さ
れているため、定義されたホスト変数のどれを使うかで
混乱が生じています。

v SQL ステートメントが準備ステートメントである
か、または

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

v ホスト変数の属性が静的 SQL ステートメントの使用
法と矛盾しているか、または

プログラマーの応答: ホスト変数を固有のものにする
か、または修飾を用いてどのホスト変数定義を使用する
かを示してください。

v アプリケーション・プログラムでその変数が宣言され
ていないか、または
v その変数が CREATE TRIGGER ステートメントで起
動されている SQL ステートメントの 1 つに使用さ
れている。
システムの処置:
ん。

SQLSTATE:
-327

THE ROW CANNOT BE INSERTED
BECAUSE IT IS OUTSIDE THE
BOUND OF THE PARTITION RANGE
FOR THE LAST PARTITION

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:

以下を確認してください。

42714

v その変数が SQL ステートメントで許可されること。

説明: 行を挿入する場合は、新しい行に対する計算され
た区分キー値が、 (CREATE INDEX ステートメントの
VALUES 文節で指定された) 区画の範囲内になければな
りません。

v アプリケーション・プログラムにその変数の宣言が含
まれていること。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

v 変数の属性がステートメントでの用法と適合している
こと。

プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、区分
表スペースの最後の区画の境界の範囲内にある区分キー
の値を指定してください。

v SQL ステートメントに指定された変数名のつづりが
正しいこと。

SQLSTATE:

42618

SQLSTATE:
-313

THE NUMBER OF HOST VARIABLES
SPECIFIED IS NOT EQUAL TO THE
NUMBER OF PARAMETER MARKERS

説明: EXECUTE または OPEN ステートメントに指定
されたホスト変数の数が、作成された SQL ステートメ
ントに現れるパラメーター・マーカー (疑問符) の数と
同じではありません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムを
訂正して、EXECUTE または OPEN ステートメントに
指定されるホスト変数の数が、作成された SQL ステー
トメントに現れるパラメーター・マーカーの数と同じに
なるようにしてください。 入力パラメーター・マーカ
ーの予定数を決めるときは、DESCRIBE INPUT SQL ス
テートメントを使用することができます。
SQLSTATE:

07001

-330

22525
A STRING CANNOT BE USED
BECAUSE IT CANNOT BE
TRANSLATED.REASON reason-code,
CHARACTER code-point, HOST
VARIABLE position-number

説明: この操作ではストリングを異なるコード化文字セ
ットに変換しなければなりませんが、変換エラーが生じ
ました。 エラーのタイプは、reason-code で示されてい
ます。
8

長さ例外 (たとえば、PC MIXED データに必要
な拡張がストリングの最大長を超えている)。

12

無効なコード・ポイント (たとえば、
SYSSTRINGS の ERRORBYTE オプションの
使用)。

16

書式例外 (たとえば、無効な MIXED デー
タ)。
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-331
20

変換手順エラー (たとえば、出口で、ストリン
グの長さ制御フィールドが無効な値にセットさ
れる)。

24

wchar_t ホスト変数に含まれるストリングの中
で SBCS 文字が見つかった。

v 16 は、書式例外 (たとえば、無効な MIXED デー
タ)。
v 20 は、変換手順エラー (たとえば、出口で、ストリ
ングの長さ制御フィールドが無効な値にセットされ
る)。
'reason-code' が 12 の場合、'code-point' は無効な 'code
point' です。 それ以外の場合、'code-point' はブランク
になります。 'position-number' は、その出力変数の
SQLDA 内での順序です。

reason-code が 12 の場合、 code-point は無効なコー
ド・ポイントです。 それ以外の場合、code-point はブラ
ンクであるか、または出口から戻された追加の
reason-code のいずれかです。 ストリングが入力ホスト
変数の値である場合、 position-number は、その変数の
SQLDA 内での順序です。 ストリングがホスト変数の値
でない場合、position-number はブランクになります。

システムの処置:
ん。

プログラマーの応答: 'reason-code' が 8 のときは、ス
トリングの変換時に起こる拡張を見越して、結果列の最
大長を拡張しておかなければなりません。 'reason-code'
が 12 のときは、 'code-point' を受け入れるように変換
表を変更するか、またはデータを変更して 'code-point'
を排除する必要があります。 'reason-code' が 16 で、ス
トリングが MIXED データとして記述されている場合
は、その記述を変更するか、または正しい形式の
MIXED データの規則に従うようにストリングを変更し
なければなりません。 'reason-code' が 20 のときは、変
換手順を訂正する必要があります。 これらの訂正処置
に代わる方法として、標識変数を与えることにより、エ
ラーではなくヌル値と警告が戻されるようにすることが
できます。 コード化文字セットの詳細については、DB2
SQL 解説書 の第 2 章を参照してください。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: reason-code に基づいて、以下の
いずれかのアクションを取ってください。
v reason-code が 8 のときは、ストリングの変換時に起
こる拡張を見越して、ホスト変数の最大長を拡張して
おかなければなりません。
v reason-code が 12 ならば、変換テーブルを変更して
code-point を受け入れるか、データを変更して
code-point を除去してください。
v reason-code が 16 で、ストリングが MIXED データ
として記述されている場合は、その記述を変更する
か、または正しい形式の混合データの規則に従うよう
にストリングを変更しなければなりません。
v reason-code が 20 のときは、変換プロシージャーを
訂正する必要があります。
v reason-code が 24 のときは、漢字ストリングから
SBCS 文字を削除する必要があります。
SQLSTATE:
-331

22021
A STRING CANNOT BE ASSIGNED
TO A HOST VARIABLE BECAUSE IT
CANNOT BE TRANSLATED.REASON
reason-code, CHARACTER code-point,
POSITION position-number

説明: この操作では、ストリングをホスト変数のコード
化文字セットに変換しなければなりませんが、変換エラ
ーが生じました。 エラーのタイプは、'reason-code' で示
されています
v 8 は、長さ例外 (たとえば、PC MIXED データに必
要な拡張により、ストリングの最大長を超えてしま
う)。

SQLSTATE:

|
|
|
|

-332

22021
CHARACTER CONVERSION
BETWEEN CCSID from-ccsid TO to-ccsid
REQUESTED BY reason-code IS NOT
SUPPORTED

| 説明: この操作では 2 つの異なる CCSID 間の変換が
| 必要でしたが、変換サポートは見つかりませんでした。
| from-ccsid は、変換されるストリングのコード化文字セ
| ットを示します。
| to-ccsid は、変換されなければならないコード化文字セ
| ットを示します。
| reason code は、DB2 から戻された理由コードを記述し
| ます。DB2 から戻され、理由コードは 'DSN' で始ま
| り、変換が要求されたコンテキストを示します。'DSN'
| で始まる値以外の値は、他の DB2 プラットフォームか
| ら戻されており、それについてはそのプラットフォーム
| の資料に記述されています。
システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。

v 12 は、無効な 'コード・ポイント' (たとえば、
SYSSTRINGS の ERRORBYTE オプションの使用)。

|
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このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 変換要求が正しい場合、変換サポ
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-333
| ートの追加方法に関する情報については DB2 インスト
| レーション・ガイドの付録 B を参照してください。
SQLSTATE:
-333

SQLSTATE:
-339

57017
THE SUBTYPE OF A STRING
VARIABLE IS NOT THE SAME AS
THE SUBTYPE KNOWN AT BIND
TIME AND THE DIFFERENCE
CANNOT BE RESOLVED BY
TRANSLATION

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: DB2 第 2 版リリース 2 サブシ
ステムに結び付くステートメントをアプリケーションか
ら取り除いてください。

プログラマーの応答: SQLDA 内の CCSID を変更し
て、ホスト変数のサブタイプが、バインド時のホスト変
数またはパラメーター・マーカーのサブタイプと一致す
るようにしてください。 エラーの入力データがパラメ
ーター・マーカーの場合は、DESCRIBE INPUT SQL ス
テートメントを使用して、予想される
SQLTYPE、SQLLEN および CCSID を判別することが
できます。コード化文字セットの詳細については、DB2
SQL 解説書 の第 2 章を参照してください。
SQLSTATE:

システム・プログラマーの応答: アプリケーションで第
2 版リリース 2 サブシステムのデータを参照する必要
がある場合は、第 2 版リリース 2 の DB2 サブシステ
ムを、文字変換がサポートされる第 2 版リリース 3 に
マイグレーションしなければなりません。
SQLSTATE:

56082

56010
-350

-338

THE SQL STATEMENT CANNOT BE
EXECUTED FROM AN ASCII BASED
DRDA APPLICATION REQUESTOR TO
A V2R2 DB2 SUBSYSTEM

説明: アプリケーションは、DB2 第 2 版リリース 3
のデータベース・サーバーに接続されています。 SQL
ステートメントは、第 2 版リリース 2 レベルにある別
の DB2 サブシステムを参照する別名または 3 部分名
を使用しています。 DB2 第 2 版リリース 2 では、文
字変換はサポートされません。 ASCII DRDA リクエス
ターから EBCDIC 第 2 版リリース 2 の DB2 サーバ
ーに対して SQL ステートメントを実行するには文字変
換が必要となるので、データ保全性上の理由から、第 2
版リリース 2 の DB2 へのアクセスは拒否されます。

説明: 実行時の SQLDA 内の CCSID が、バインド時
のホスト変数またはパラメーター・マーカーのサブタイ
プと矛盾しています。 実行時の記述が BIT であるの
に、バインド時の記述が BIT でないか、または実行時
の記述が BIT でないのに、バインド時の記述が BIT で
あるかのいずれかです。
システムの処置:
ん。

42972

AN ON CLAUSE IS INVALID

説明: この戻りコードは、以下のいずれかに違反してい
ることを示しています。
v 述部の一方の式が、関連する結合演算子、全結合のオ
ペランド表のいずれかの列のみを参照し、述部のもう
一方の式が他のオペランド表の列のみを参照する必要
がある。
v ON 文節で VALUE または COALESCE 関数が許可
されるのは、結合演算子が FULL OUTER JOIN また
は FULL JOIN のときだけである。

INVALID SPECIFICATION OF A
LARGE OBJECT COLUMN

| 説明: 次のいずれかの理由のため、ALTER TABLE、
| CREATE TABLE、または CREATE INDEX ステートメ
| ントが無効です。
| v LOB 列を一時表に追加できません。
| v LOB 列を EDITPROC で定義された表に追加できま
せん。
|
| v PRIMARY KEY 文節は、基本キーの列として LOB 列
を指定できません。
|
|
|

v UNIQUE 文節は、LOB 列を固有キーの列として指定
することはできません。

v 副照会は ON 文節では許可されない。

|
|

v referential-constraint KEY 文節は、外部キーの列とし
て LOB 列を指定できません。

システムの処置:
ん。

|
|

v CREATE INDEX ステートメントは、索引キーの列と
して LOB 列を指定できません。

|

v LOB 列を references 文節で指定できません。

v FULL OUTER JOIN または FULL JOIN では、’=’
以外の演算子は、許可されない。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 構文を訂正して、構文が ON 文
節内で上記の項目のいずれにも違反しないようにしてく
ださい

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
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-351
DBCLOB 列を保管しますが、関連する LOB 表スペ
ース が LOG YES 属性を用いて定義されています。

プログラマーの応答: 構文を訂正し、ステートメントを
再実行依頼してください。
SQLSTATE:
-351

v LOB 表スペースの ALTER TABLESPACE ステート
メントは、LOG YES 文節を指定していますが、 LOB
表スペースの中の補助表は、長さが 1 ギガバイトを
超える BLOB または CLOB 列、あるいは長さが
500 メガバイト文字を超える DBCLOB 列を保管して
います。

42962
AN UNSUPPORTED SQLTYPE WAS
ENCOUNTERED IN POSITION
position-number OF THE SELECT-LIST

説明: position-number は、サポートされないデータ・
タイプを持つ SQLDA の中の最初のエレメントのポジシ
ョンです。アプリケーション・リクエスターまたはアプ
リケーション・サーバーのいずれも、このタイプをサポ
ートしていません。このエラーは、クライアント / サー
バー環境においてのみ発生します。
システムの処置:
ん。

SQLSTATE:

-352

56084
AN UNSUPPORTED SQLTYPE WAS
ENCOUNTERED IN POSITION
position-number OF THE INPUT-LIST

説明: OPEN、EXECUTE、FETCH、または CALL ステ
ートメントの 入力 SQLDA の中に、ポジション
position-number のパラメーターとして、サポートされな
い SQLTYPE が含まれています。position-number は、
サポートされないデータ・タイプを持つ SQLDA の中の
最初のエレメントのポジションです。 アプリケーショ
ン・リクエスターまたはアプリケーション・サーバーの
いずれも、このデータ・タイプをサポートしていませ
ん。 このエラーは、クライアント / サーバー環境にお
いてのみ発生します。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: SQLDA を変更して、サポートさ
れないデータ・タイプを除外してください。
SQLSTATE:
-355
説明:

56084
A LOB COLUMN IS TOO LARGE TO
BE LOGGED

次のいずれかが発生しています。

v 補助表の CREATE TABLE ステートメントは、長さ
が 1 ギガバイトを超える BLOB、CLOB、または

56

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: LOB 表スペースの属性を LOG
NO に変更するか、または基本表を除去して、それをロ
グ記録用に許容できる長さの列にして再作成してくださ
い。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントを変更して、サポ
ートされないデータ・タイプを除外してください。
SELECT ステートメントについては、選択リストの中の
サポートされないデータ・タイプを持つすべての列の名
前を除去してください。
SQLSTATE:

システムの処置:
ん。

42993

|
|

-359

|
|
|
|

説明: INSERT ステートメントが、一致列の表に対して
実行されましたが、一致列のデータ・タイプの使用可能
なすべての値が、すでに割り当て済みでした (NO
CYCLE が有効であると仮定した場合)。

THE RANGE OF VALUES FOR THE
IDENTITY COLUMN IS EXHAUSTED

| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。
|
|
|
|
|

プログラマーの応答: 広範囲の値をサポートする一致列
のデータ・タイプを使用するように、表を再定義しま
す。たとえば、現在 SMALLINT が指定されているなら
ば、一致列のデータ・タイプを INTEGER に変更してく
ださい。

| SQLSTATE: 23522
|
|

-372

|

説明:

|

v 複数の ROWID 列の表を作成する。

|
|

v ROWID 列をすでに持っている表に、ROWID 列を追
加する。

|

v 複数の一致列の表を作成する。

|

v 一致列をすでに持っている表に、一致列を追加する。

|
|

システムの処置:
せん。

|
|
|
|
|

プログラマーの応答: CREATE TABLE ステートメン
トの場合は、行 ID データ・タイプまたは AS
IDENTITY 属性を持つための列を 1 つだけ選択してく
ださい。 ALTER TABLE ステートメントの場合は、こ
の表に、ROWID 列または一致列がすでに存在していま

ONLY ONE ROWID OR IDENTITY
COLUMN IS ALLOWED IN A TABLE
以下のいずれかが、試みられました。
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このステートメントは実行されていま

-373
| す。データ・タイプ行 ID または AS IDENTITY 属性
| のもう一つの列を、表に追加しようとしないでくださ
| い。
| SQLSTATE: 428C1
| -373
|

DEFAULT CANNOT BE SPECIFIED
FOR IDENTITY COLUMN column-name

| 説明: DEFAULT 文節は、IDENTITY 列として識別さ
| れた列に指定することはできません。
| システムの処置: このステートメントは実行できませ
| ん。
| プログラマーの応答: DEFAULT 文節を除去して、ス
| テートメントを再実行依頼してください。
| SQLSTATE: 42623
-390

THE FUNCTION function-name,
SPECIFIC NAME specific-name, IS NOT
VALID IN THE CONTEXT IN WHICH
IT OCCURS

説明: ある関数が、使用されているコンテキストでは無
効な特定の関数に変じてしまいました。 specific-name
が空ストリングである場合は、その関数は function-name
によって識別されている組み込み関数に変じてしまいま
した。次のような状態が考えられます。
v スカラー関数または列関数が、表関数のみが許される
場所 (照会の FROM 文節の中など) で参照されてい
る。
v 表関数が、スカラー関数または列関数のみが許される
場所 (式の中、または CREATE FUNCTION ステー
トメントの SOURCE 文節の中など) で参照されてい
る。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 正しい関数名および引き数が指定
されていること、および SQL パスに正しい関数が定義
されているスキーマが含まれていることを確認してくだ
さい。関数名、引き数、SQL パス (SET CURRENT
PATH または PATH バインド・オプションを使用して)
を変更するか、あるいは関数が使用されるコンテキスト
を変更する必要がある場合があります。関数の使用につ
いては、DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してくださ
い。
SQLSTATE:

42887

-392

SQLDA PROVIDED FOR CURSOR
cursor HAS BEEN CHANGED FROM
THE PREVIOUS FETCH

説明: アプリケーションが DB2 規則 を使用して実行
されていて、LOB データを、1 つの FETCH ステート
メントの中の LOB として、またもう 1 つの FETCH
ステートメントの中のロケーターとして戻すように要求
しました。 これは許可されません。
システムの処置: このステートメントは実行されず、接
続は終了します。
プログラマーの応答: DB2 規則 を使用しないか、また
は連続するフェッチの間でデータ・タイプ・コードを、
SQLDA の中の LOB からロケーターへ (またはその逆)
変更しないようなアプリケーションに変更してくださ
い。
SQLSTATE:
-396

42855
object-type object-name ATTEMPTED TO
EXECUTE AN SQL STATEMENT
DURING FINAL CALL PROCESSING

説明: object-name という名前のユーザー定義関数が呼
び出され、最終呼び出し処理の間に SQL ステートメン
ト (CLOSE CURSOR 以外) を実行しようと試みまし
た。しかし、このステートメントは許可されません。
システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
ません。
プログラマーの応答: 関数の定義を、最終呼び出し処理
の間は SQL ステートメントを発行しないように変更し
てください。
SQLSTATE:
-397

38505
THE OPTION GENERATED IS
SPECIFIED WITH A COLUMN THAT
IS NOT A ROW ID OR DISTINCT
TYPE BASED ON A ROW ID

説明: CREATE または ALTER TABLE ステートメン
トで、行 ID でもなく、行 ID に基づく特殊タイプでも
ないデータ・タイプを持つ列に対して GENERATED が
指定されました。 GENERATED は、行 ID のデータ・
タイプ、または行 ID に基づく特殊タイプを持つ列に対
してのみ指定することができます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: ステートメントを訂正してくださ
い。 GENERATED 文節を除去するか、またはオブジェ
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-398
クトのデータ・タイプが行 ID であることを確認してく
ださい。

システムの処置:
ん。

SQLSTATE:

プログラマーの応答: この索引を作成しなければならな
い場合、カタログ上の別のユーザー定義の索引を消去し
なければなりません。 その索引を消去した後、このス
テートメントを実行することができます。

-398

428D3
A LOCATOR WAS REQUESTED FOR
HOST VARIABLE NUMBER
position-number BUT THE VARIABLE IS
NOT A LOB

説明: ロケーターがホスト変数番号 position-number か
ら戻されるようにアプリケーションが要求しました。
ロケーターは、LOB データと一緒にしか使用すること
はできません。要求されたデータは LOB ではありませ
ん。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: LOB データを戻すようにステー
トメントを変更するか、またはターゲットのホスト変数
をロケーターではないように変更してください。
SQLSTATE:
-399

428D2
ATTEMPTED TO INSERT AN INVALID
VALUE INTO A ROWID COLUMN

説明: 表へ挿入するときに、ROWID 列に指定した値が
無効でした。有効なのは、以前に DB2 によって生成さ
れた行 ID 値のみです。
システムの処置: INSERT は実行されません。
プログラマーの応答: ROWID 列への挿入のためのどん
な値も生成しようとしないでください。 ROWID 列へ
の挿入はデータ伝搬 (DB2 が以前に行 ID 値を生成して
いる) の目的でサポートされています。 DB2 が以前に
生成した行 ID 値のみが、行 ID 列への挿入のための値
として使用することができます。あるいは、ROWID 列
に DEFAULT を指定して行を挿入するか、または挿入
列リストから ROWID 列を除去してください。

|
|
|
|

この状態を解決する方法としては、OVERRIDING 文節
を使用することも考えられます。 OVERRIDING USER
VALUE 文節の詳細については、DB2 SQL 解説書 の
INSERT を参照してください。
SQLSTATE:
-400

22511
THE CATALOG HAS THE MAXIMUM
NUMBER OF USER DEFINED
INDEXES

説明: カタログ・データベースには、ユーザー定義の索
引を 100 個だけ作成できます。
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SQLSTATE:

# -401
#
#

このステートメントは実行できませ

54027
THE OPERANDS OF AN ARITHMETIC
OR COMPARISON OPERATION ARE
NOT COMPARABLE

# 説明: SQL ステートメントで使用されている算術演算
# に数値オペランドと非数値オペランドが混在している
# か、比較演算のオペランド間に互換性がありません。
#
#
#
#
#
#
#

このエラーの理由の 1 つは、比較演算に文字 とグラフ
ィック の両方のオペランドが含まれていることです。
EBCDIC および ASCII のデータの場合、これらのオペ
ランドを組み合わせて使用することはできません。
Unicode データの場合は、列のいずれかにフィールド手
順が存在していると、これらのオペランドを組み合わせ
て使用することはできません。

# システムの処置: このステートメントは実行できませ
# ん。
#
#
#
#

プログラマーの応答: すべてのオペランドのデータ・タ
イプを調べ、それらのデータ・タイプが比較可能で、か
つステートメントでの用法と適合するようにしてくださ
い。

#
#
#
#

SQL ステートメントのすべてのオペランドが正しい場
合は、視点にアクセスしているのであれば、視点定義の
すべてのオペランドのデータ・タイプを調べてくださ
い。

# SQLSTATE: 42818
-402

AN ARITHMETIC FUNCTION OR
OPERATOR arith-fop IS APPLIED TO
CHARACTER OR DATETIME DATA

説明: 算術関数または演算子 arith-fop に非数値オペラ
ンドが指定されています。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: SQL ステートメントの構文を調
べ、指定した関数または演算子のすべてのオペランドが
数値オペランドになるように訂正してください。
SQLSTATE:
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42819

-404
-404

THE SQL STATEMENT SPECIFIES A
STRING THAT IS TOO LONG

説明: INSERT、 UPDATE、 CALL、 VALUES
INTO、 SET、パラメーター、ホスト変数、または変換
変数ステートメントが指定した値の長さが、ターゲット
列に保管できる最大長ストリングを超えています。
システムの処置:
ん。

-405

THE NUMERIC LITERAL literal
CANNOT BE USED AS SPECIFIED
BECAUSE IT IS OUT OF RANGE

説明: 示された数値リテラルが、正しい範囲内にありま
せん。
SQL 値の正しい範囲は、次のとおりです。
v FLOAT 値の場合は、5.4E-79 〜 7.2E+75
v DECIMAL 値の場合は、 -(1031 -1) 〜 +(10 31 -1)
v INTEGER の場合は、-2147483648 〜 2147483647
v 短精度整数 (SMALLINT) 値の場合は、-32768 〜
+32767
このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: リテラルの値を小さくして、この
データ・タイプに適した大きさにする必要があります。
SQLSTATE:
-406

42820

説明: SQL ステートメントの処理中に得られた値また
は計算された値が、そのオブジェクト列のデータ・タイ
プの範囲を超えています。 オブジェクト列で生じた値
が範囲外であったか、または実行された SQL 操作がオ
ブジェクト列の値に適したものでなかったために、この
問題が起こったものと思われます。
このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:

AN UPDATE, INSERT, OR SET
VALUE IS NULL, BUT THE OBJECT
COLUMN column-name CANNOT
CONTAIN NULL VALUES

説明: 次の条件のうちの 1 つが発生しています。
v NOT NULL として定義された列で、NULL 挿入また
は更新値が指定されました。
v デフォルト値をもたない列で挿入値が指定されません
でした。

v 挿入値は DEFAULT でした。しかしオブジェクト列
は、表定義に WITH DEFAULT がなくて、NOT
NULL として宣言されていました。 その結果、
NULL のデフォルト値をその列に挿入することができ
ません。
v ヌル挿入値が、ROWID 列に指定されました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。エラーが検出された SQL ステートメントの構文に
応じて、 'column-name' が SQLCA に戻される場合があ
ります。
プログラマーの応答: オブジェクト表の定義を調べ、表
のどの列が NOT NULL 属性をもつか、または ROWID
のタイプをもつかを判別し、それに従って SQL ステー
トメントを訂正してください。
SQLSTATE:
-408

A CALCULATED OR DERIVED
NUMERIC VALUE IS NOT WITHIN
THE RANGE OF ITS OBJECT
COLUMN

システムの処置:
ん。

-407

22003

v SET 変換変数ステートメントが、NOT NULL として
定義された列に NULL 値を指定しました。

22001

システムの処置:
ん。

SQLSTATE:

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ターゲット列、パラメーター、ホ
スト変数、または変換変数の長さを調べ、ストリングの
長さが最大長を超えないように、プログラムまたは
SQL ステートメントを訂正してください。 たとえば、
SUBSTR 関数を使用して、ストリングを短くできます。
SQLSTATE:

囲については、 SQLCODE -405 の説明を参照してくだ
さい。

数値データ・タイプに許される範

23502
THE VALUE IS NOT COMPATIBLE
WITH THE DATA TYPE OF ITS
TARGET

説明: SQL ステートメントによって、列、パラメータ
ー、ホスト変数、または変換変数に割り当てられる値の
データ・タイプが、割り当てターゲットの宣言されたデ
ータ・タイプと互換性がありません。両方とも、以下で
なければなりません。
v 数値
v 文字
v グラフィック
v 日付または文字
v 時刻または文字
v タイム・スタンプまたは文字
v 行 ID
v 同じ特殊タイプ
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-409
|
|
|
|
|

ただし、フィールド手順をもつ文字列には、日付、時
刻、またはタイム・スタンプを割り当てることはできま
せん。また、ユニコードを使用している場合には、文字
およびグラフィック・データ・タイプは互換性があるこ
とに注意してください。

-411

CURRENT SQLID CANNOT BE USED
IN A STATEMENT THAT
REFERENCES REMOTE OBJECTS

この SQLCODE は、必要な割り当て規則検査に失敗し
たすべてのステートメントに対して出されます。

説明: CURRENT SQLID 特殊レジスターへの参照は、
リモート・サーバーとは別の場所にあるオブジェクトの
3 部分名または別名を含んでいるステートメントでは無
効です。

システムの処置:
ん。

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: オブジェクト表、プロシージャ
ー、ユーザー定義関数、またはホスト変数の現行定義を
調べ、オブジェクトに割り当てられたホスト変数または
リテラル値が正しいデータ・タイプを持つようにしてく
ださい。場合によっては、CHAR または DECIMAL な
どの関数を使用して、値を適正なデータ・タイプに変換
することができます。
SQLSTATE:
-409

説明: ステートメントの COUNT または COUNT_BIG
関数のオペランドが、SQL 構文に違反しています。よ
くあるエラーとしては、列名または他の式に DISTINCT
が付いていないことが挙げられます。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 構文を訂正し、ステートメントを
再実行依頼してください。 COUNT または
COUNT_BIG 関数のオペランドの正しいフォームについ
ては、DB2 SQL 解説書の第 3 章を参照してください。
SQLSTATE:
-410

説明: 指定された浮動小数点リテラルの長さが、30 文
字を超えています。浮動小数点リテラルの最大長は、30
文字です。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答:
さい。
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SQLSTATE:
-412

示されたリテラルを訂正してくだ

56040
THE SELECT CLAUSE OF A
SUBQUERY SPECIFIES MULTIPLE
COLUMNS

説明: この SQL ステートメントの中で用いられている
文脈では、副照会の SELECT 文節に指定できる列は 1
つだけです。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: SQL ステートメントの構文を訂
正してください。副照会の構文に関する制約事項につい
ては、DB2 SQL 解説書 の第 4 章を参照してくださ
い。
SQLSTATE:
-413

42607
THE FLOATING POINT LITERAL literal
CONTAINS MORE THAN 30
CHARACTERS

SQLSTATE:

プログラマーの応答: CURRENT SQLID への参照また
はリモート・オブジェクトへの参照のいずれかを取り除
いてください。

42821
INVALID OPERAND OF A COUNT
FUNCTION

このステートメントは実行できませ

42823
OVERFLOW OCCURRED DURING
NUMERIC DATA TYPE CONVERSION

説明: SQL ステートメントの処理中に、ある数値タイ
プを別の数値タイプに変換する際にオーバーフロー条件
が起こりました。 SQL の標準規則に従って数値は変換
されます。
システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。データの取り出し、更新、または削除は行
われません。
プログラマーの応答: SQL ステートメントの構文をテ
ストして、エラーの原因を判別してください。問題がデ
ータに依存している場合は、エラーが起こった時点で処
理されていたデータをテストする必要があります。
SQLSTATE:

42820
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22003

-414
-414

A LIKE PREDICATE IS INVALID
BECAUSE THE FIRST OPERAND IS
NOT A STRING

説明: LIKE 述部の最初のオペランドのデータ・タイプ
は、文字ストリングまたは漢字ストリングでなければな
りません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 各オペランドのデータ・タイプが
文字ストリングまたは漢字ストリングになるようにし
て、その述部を指定し直してください。
SQLSTATE:
-415

42824
THE CORRESPONDING COLUMNS,
column-number, OF THE OPERANDS
OF A UNION OR A UNION ALL DO
NOT HAVE COMPARABLE COLUMN
DESCRIPTIONS

説明: UNION または UNION ALL のオペランドの対
応列の列記述は、比較可能でなければなりません。
UNION または UNION ALL のオペランドの
'column-number' 番目の列が、この要件を満たしていませ
ん。両方の列がともに数値、文字、漢字、日付、時刻、
またはタイム・スタンプでなければ、列は比較できませ
ん。 それらがグループ内に混在していてはなりませ
ん。対応する列にフィールド・プロシージャーがある場
合は、両方のフィールド・プロシージャーが同じでなけ
ればなりません。
システムの処置:
ん。

-416

42825
AN OPERAND OF A UNION
CONTAINS A LONG STRING COLUMN

説明: SQL ステートメントに指定された UNION を実
行することができません。ユニオンに参加する表の 1
つが長ストリング列 (たとえば、 255 を超える長さの
VARCHAR 列) を含んでいるためです。 UNION のオ
ペランドに、長いストリング列を含むことはできませ
ん。
システムの処置:
ん。

SQLSTATE:
-417

このステートメントは実行できませ

42907
A STATEMENT STRING TO BE
PREPARED INCLUDES PARAMETER
MARKERS AS THE OPERANDS OF
THE SAME OPERATOR

説明: PREPARE の対象として指定されたステートメン
ト・ストリングに、同じ演算子のオペランドとしてパラ
メーター・マーカーが使用されている述部または式が含
まれています。たとえば、
? > ?
この構文は許可されません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: この構文エラーが起こらないよう
に、アプリケーション・プログラムのロジックを訂正し
てください。 作成すべき SQL ステートメント内での
パラメーター・マーカーの正しい使用法に関する詳細に
ついては、 DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してくだ
さい。
SQLSTATE:
-418

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 示された列のデータ・タイプを調
べ、すべての対応列が比較可能な列記述をもつように、
UNION または UNION ALL ステートメントを訂正し
てください。
SQLSTATE:

プログラマーの応答: 暗黙の機能は、DB2 によってサ
ポートされません。長ストリング列の操作に関する制約
事項については、 DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照し
てください。

42609
A STATEMENT STRING TO BE
PREPARED CONTAINS AN INVALID
USE OF PARAMETER MARKERS

説明: パラメーター・マーカーは、SELECT リストの
中で使用したり、スカラー関数の単独の引き数として使
用したり、連結演算の中で使用したりすることはできま
せん。 また、パラメーター・マーカーは、EXECUTE
IMMEDIATE SQL ステートメントのストリング式の中
で使用することもできません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: このエラーが起こらないように、
アプリケーション・プログラムのロジックを訂正してく
ださい。 SQL ステートメント内でのパラメーター・マ
ーカーの正しい使用法および EXECUTE IMMEDIATE
SQL ステートメントの制約事項の詳細については、DB2
SQL 解説書 の第 5 章を参照してください。
SQLSTATE:

42610
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-419
-419

THE DECIMAL DIVIDE OPERATION IS
INVALID BECAUSE THE RESULT
WOULD HAVE A NEGATIVE SCALE

説明: この 10 進除算は、結果の位取りが負となるため
無効です。
10 進除算の結果の位取りを計算するために内部的に使
用される式は、 DB2 SQL 解説書 の第 2 章に説明され
ています。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。データの取り出し、更新、または削除は行われませ
ん。
プログラマーの応答: 10 進除算に関与した可能性のあ
るすべての列の精度と位取りを調べてください。 この
計算では、整数値または短精度整数値が 10 進数に変換
される可能性があることに注意してください。
SQLSTATE:
-420

42911
THE VALUE OF A STRING
ARGUMENT WAS NOT ACCEPTABLE
TO THE function-name FUNCTION

説明: ストリング引き数が、関数の要件に適合していま
せん。 たとえば、DECIMAL 関数に渡された文字スト
リングが、 SQL 整数または 10 進定数を構成する規則
に適合していません。
システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。
プログラマーの応答: DB2 SQL 解説書 で指定されて
いる関数の要件に適合するように、引き数値を変更して
ください。
SQLSTATE:
-421

説明: UNION または UNION ALL の各オペランド
は、列数が同じでなければなりません。
システムの処置:
ん。

説明: 結果セット・ロケーター・ホスト変数、LOB ロ
ケーター・ホスト変数、または SQL ステートメントの
ロケーター変数リスト内の位置 position-# に指定された
表ロケーターの指定値が、それぞれ有効な結果セット・
ロケーター、 LOB ロケーター変数、または表ロケータ
ーを示していません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 結果セット・ロケーターの場合、
エラーの原因として 2 つの共通の原因があります。
v 結果セット・ロケーターとして使用されたホスト変数
に、有効な結果セット・ロケーター値が割り当てられ
ていなかった。 結果セット・ロケーター値が、
DESCRIBE PROCEDURE および ASSOCIATE
LOCATORS ステートメントによって戻されます。
ホスト変数の値は、これらのステートメントのいずれ
かから獲得してください。
v 基礎となる SQL カーソルがオープンしている場合に
のみ、結果セット・ロケーター値が有効になる。 コ
ミットまたはロールバック操作によって SQL カーソ
ルがクローズされると、カーソルと関連付けられた結
果セット・ロケーターは無効になります。
LOB ロケーターの場合、エラーの原因としていくつか
の共通の原因があります。
v LOB ロケーターとして使用されたホスト変数に、有
効な LOB 値が割り当てられていなかった。
v コミット操作またはロールバック操作あるいは SQL
FREE LOCATOR ステートメントがロケーターを解放
した。

# 表ロケーターの場合は、表ロケーターとして使用された
# ホスト変数に有効な表ロケーター値が割り当てられてい
# ないときに、このエラーがよく発生します。
SQLSTATE:
-426

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 各オペランドの列数が正確に同じ
になるように、SQL ステートメントを訂正してくださ
い。
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#
#
#
#
#
#

INVALID VALUE FOR LOCATOR IN
POSITION position-#

22018
THE OPERANDS OF A UNION OR
UNION ALL DO NOT HAVE THE
SAME NUMBER OF COLUMNS

SQLSTATE:

-423

42826

0F001
DYNAMIC COMMIT NOT VALID AT
AN APPLICATION SERVER WHERE
UPDATES ARE NOT ALLOWED

説明: 更新が許可されていないロケーションとの接続中
に、DRDA プロトコルを使用して実行しているアプリケ
ーションが動的 COMMIT ステートメントを出そうとし
ていたか、ストアード・プロシージャーが
COMMIT_ON_RETURN を出そうとしました。 動的
COMMIT または COMMIT_ON_RETURN を出すことが
できるのは、更新が許可されるロケーションに接続され
ているときだけです。
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-427
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。COMMIT は実行されません。
プログラマーの応答: これらの環境で作業をコミットす
るには、IMS または CICS プロトコルを使用する必要
があります。
SQLSTATE:
-427

2D528
DYNAMIC ROLLBACK NOT VALID AT
AN APPLICATION SERVER WHERE
UPDATES ARE NOT ALLOWED

説明: DRDA プロトコルを使用して実行中のアプリケ
ーションが、更新が許可されないロケーションに接続さ
れているときに、動的 ROLLBACK ステートメントを
出そうとしました。 動的 ROLLBACK を出すことがで
きるのは、更新が許可されるロケーションに接続されて
いるときだけです。

v 表へ INSERT される値
v 別のコンテキストのキャスト関数または調整関数への
入力
value が 'for bit data' サブタイプを持つ場合は、value
は引用符で囲まれ、後ろに X が付く 16 進数ストリン
グとして印刷されます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: value は、SQL ステートメント
内のリテラル・ストリングである場合は、その使用目的
には長すぎます。 value がリテラル・ストリングでない
場合は、SQL ステートメントを調べて、変換が行われ
ている場所を判別してください。変換への入力が長過ぎ
るか、またはターゲットが短過ぎるかのいずれかです。
問題を訂正して、ステートメントを再実行してくださ
い。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。ROLLBACK は実行されません。

SQLSTATE:

プログラマーの応答: これらの環境で作業をロールバッ
クするには、IMS または CICS プロトコルを使用する
必要があります。

-435

SQLSTATE:
-430

2D529
routine-type routine-name (SPECIFIC
NAME specific-name) HAS
ABNORMALLY TERMINATED

説明: ルーチン routine-name (ストアード・プロシージ
ャーまたは関数) に制御が渡っている時に、異常終了が
起こりました。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ストアード・プロシージャーまた
は関数を修正する必要があります。 ルーチンの作成者
またはデータベース管理者に連絡してください。 この
ルーチンは、修正されるまで、使用しないでください。
SQLSTATE:
-433

38503
VALUE value IS TOO LONG

説明: 値 value には、システムの (組み込み) キャスト
関数または調整関数による切り捨てが必要でしたが、こ
の関数は何らかの方法で値を変換するために呼び出され
ました。この値が使用されている場所では、切り捨ては
許可されません。 変換される値は以下のいずれかで
す。
v ユーザー定義関数 (UDF) への引き数

38xxx
AN INVALID SQLSTATE sqlstate IS
SPECIFIED IN THE FUNCTION
RAISE_ERROR OR IN A SIGNAL
SQLSTATE STATEMENT

説明: RAISE_ERROR 関数に指定されている
SQLSTATE、またはトリガー定義の SIGNAL
SQLSTATE ステートメントに指定されている
SQLSTATE が、アプリケーションが定義した
SQLSTATE のための規則に合致しません。
システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

プログラマーの応答: RAISE_ERROR 関数または
SIGNAL ステートメントに指定されている SQLSTATE
を訂正してください。 SQLSTATE は、厳密に 5 文字
を含んでいる文字ストリングでなければなりません。
それは、5 の長さで定義されているタイプ CHAR また
は 5 以上の長さで定義されているタイプ VARCHAR
のものでなければなりません。 SQLSTATE 値は、以下
に示すように、アプリケーション定義の SQLSTATE の
ための規則に従わなければなりません。
v 各文字は、数字のセット (「0」から「9」まで) また
はアクセント記号のない大文字 (「A」から「Z」ま
で) からの文字でなければなりません。
v SQLSTATE クラス (最初の 2 文字) は
「00」、「01」または「02」であってはなりません。
これらはエラー・クラスではないからです。
v SQLSTATE クラス (最初の 2 文字) が文字「0」から
「6」または「A」から「H」までの文字で始まる場

v UPDATE ステートメントの SET 文節への入力
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-438
合、サブクラス (最後の 3 文字) は「I」から「Z」ま
での範囲にある文字で始まらなければなりません。
v SQLSTATE クラス (最初の 2 文字) が文字「7」、
「8」、「9」または「I」から「Z」までの文字で始ま
る場合、サブクラス (最後の 3 文字) は「0」から
「9」または「A」から「Z」までの任意の文字でかま
いません。
SQLSTATE:
-438

APPLICATION RAISED ERROR WITH
DIAGNOSTIC TEXT: text

RAISE_ERROR 関数または SIGNAL
SQLSTATE ステートメントの呼び出しによっ
て提供される診断テキスト。

システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

プログラマーの応答: アプリケーション提供の診断テキ
ストを使用して (提供されていれば)、エラーの原因を判
別してください。
SQLSTATE:
-440

アプリケーション定義の行先
NO routine-type BY THE NAME
routine-name HAVING COMPATIBLE
ARGUMENTS WAS FOUND

説明: これは、参照を設定するために使用できる関数ま
たはストアード・プロシージャーを DB2 が検出できな
いときに、ルーチン (ストアード・プロシージャーまた
は関数) routine-name への参照の中で起きます。 これが
起きる理由はいくつかあります。
v routine-name の指定が正確でないか、またはデータベ
ースに存在しない。
v 修飾された参照が行われたが、修飾子が間違ってつづ
られた。
v ユーザーの現行パスに、必要とする関数が属するスキ
ーマが入っていず、非修飾の参照が使用された。
v 引き数の数が違っている。
v 関数に対して、1 つまたは複数の引き数のデータ・タ
イプが不正確である。
v ルーチンの呼び出し元が、ルーチンを実行することを
許可されていない。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:
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SQLSTATE:
-441

428B3

説明: このエラーは、RAISE_ERROR 関数の実行の結
果、または SIGNAL SQLSTATE ステートメントの結果
起きたものです。
text

さい。 SQL ステートメントの変更、新規のルーチンの
追加、またはユーザーの現行パスの変更が必要となりま
す。
42884
INVALID USE OF ’DISTINCT’ OR
’ALL’ WITH SCALAR FUNCTION
function-name

説明: キーワード「DISTINCT」または「ALL」が、関
数 function-name への参照の中の括弧内で検出され、そ
の関数はスカラー関数として解析されました。 キーワ
ード「DISTINCT」または「ALL」のスカラー関数での
使用は無効です。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: スカラー関数を使用している場
合、キーワード「DISTINCT」または「ALL」を除去し
てください。
列関数を使用している場合、関数の解析に問題がありま
す。 現行パスをチェックして、必要な関数がスキーマ
のいずれかにあるかどうか調べてください。また、
SYSIBM.SYSROUTINES カタログもチェックして、関数
名のつづりと、パラメーターの数およびタイプを調べて
ください。
SQLSTATE:

# -443
#
#
#

42601
ROUTINE routine-name (SPECIFIC
NAME specific-name) HAS RETURNED
AN ERROR SQLSTATE WITH
DIAGNOSTIC TEXT msg-text

# 説明: フォーム 38xxx の SQLSTATE が、メッセー
# ジ・テキスト msg-text と一緒に、ルーチン routine-name
# によって戻されました。
3 番目の文字が 5 (例: 「385xx」) ではない場合、障害
の理由を示すために、関数によって SQLSTATE 値の最
後の 3 文字が選択されました。フォーム 385xx の
SQLSTATE 値は、別の SQLCODE で IBM によって発
行されます。
システムの処置: 外部関数における処置をロールバック
する必要があります。
プログラマーの応答: 関数の作成者またはデータベース
管理者に連絡してください。 問題が解決されるまで、
この関数は使用しないでください。

# SQLSTATE: 38xxx (ルーチンから戻された
# SQLSTATE)。

問題を修正して、再試行してくだ
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#
#
#
#
#
#
#
#

USER PROGRAM name COULD NOT
BE FOUND

説明: DB2 は ストアード・プロシージャーに対する
SQL CALL ステートメントを受け取ったか、またはユ
ーザー定義関数の呼び出しを含む SQL ステートメント
を受け取り、要求されたプロシージャー名に関連する
SYSIBM.SYSROUTINES カタログ表の行を見つけまし
た。 しかし、SYSIBM.SYSROUTINES 行の
EXTERNAL_NAME 列に示された MVS ロード・モジ
ュール を検出できませんでした。

# name
#

見つからなかった MVS ロード・モジュールの
名前。

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

#
#
#
#

プログラマーの応答: SYSIBM.SYSROUTINES 表にあ
る EXTERNAL_NAME 列の値が正しくない場合、
ALTER FUNCTION または ALTER PROCEDURE ステ
ートメントを使用して値を訂正してください。

#
#
#
#
#

EXTERNAL_NAME 列値が正しければ、MVS リンケー
ジ・エディターを使用して、ご使用のシステムで使用す
るストアード・プロシージャーのいずれかの MVS ロー
ド・ライブラリーに、必要な MVS ロード・モジュール
を作成します。
このエラーは、APF 許可のない WLM 管理ストアー
ド・プロシージャーを呼び出し、 DB2 ロード・ライブ
ラリーが、LINKLIST からロードされるために
STEPLIB 連結内にない場合にも、起こる可能性があり
ます。この場合、ストアード・プロシージャー・プログ
ラムを APF 許可付きで稼働させたい場合は、それを
AC=1 で、MVS APF 許可ライブラリー内にリンク・エ
ディットします。ストアード・プロシージャー・プログ
ラムを APF 許可付きで稼働させたくない場合は、 DB2
ロード・ライブラリーを、WLM 管理アドレス・スペー
スの始動に使用する JCL の STEPLIB 連結に追加して
ください。
SQLSTATE:
-449

42724
CREATE OR ALTER STATEMENT
FOR FUNCTION OR PROCEDURE
routine-name CONTAINS AN INVALID
FORMAT OF THE EXTERNAL NAME
CLAUSE OR IS MISSING THE
EXTERNAL NAME CLAUSE

説明: routine-name の CREATE FUNCTION、CREATE
PROCEDURE、ALTER FUNCTION、または ALTER
PROCEDURE ステートメントの EXTERNAL NAME 文
節にエラーが検出されました。あるいは、その文節が必
要であるが、指定されていません。

| v LANGUAGE JAVA または COMPJAVA ストアー
ド・プロシージャー、あるいは LANGUAGE JAVA
|
ユーザー定義関数の場合、名前を指定する必要があ
|
り、その名前は以下のフォームの有効な
|
external-java-routine-name を含んでいる必要がありま
|
す。
|
|

jar-name:package-id...class-id.method-id(method-signature)

|

– ブランクは含めません。

|
|

– LANGUAGE COMPJAVA の場合、jar-name は指
定しません。

|
|
|

– method-name は package-ids、class-id、 および
method-id のリストから成り、254 バイトより長く
することはできません。

#
#
#
#
#

– LANGUAGE JAVA の場合は、class-id の前に、
package-ids を指定しないことも、1 つ以上指定す
ることもできます。 LANGUAGE COMPJAVA の
場合は、class-id の前に、package-id を少なくとも
1 つ指定する必要があります。

|
|
|
|

– method-signature はオプションであり、コンマで区
切られた Java データ・タイプ のリストです。指
定された場合、method-signature は 1024 バイトよ
り長くすることは できません。

|
|
|
|

– 複数の string が指定された場合、
external-java-routine-name に対して連結した すべ
ての string 合計の長さは 1305 以上にはできませ
ん。

|
|
|
|
|
|

v JAVA または COMPJAVA 以外の言語を持つ外部ル
ーチンの場合、外部名は、文字と数字からなる短い
ID でなければなりません。 先頭文字は、文字でなけ
ればなりません。 (これは MVS でのロード・モジュ
ールの命名規則です。）このエラーの考えられる原因
は、名前の中にブランクが入っていることです。

|
|
|
|
|
|
|

文節が省略されている場合は、外部名はデフォルトで
function-name になります。 しかし、CREATE
FUNCTION または CREATE PROCEDURE について
は、関数名またはプロシージャー名が 8 文字を超え
る場合、EXTERNAL NAME 文節を、外部名として有
効な短い ID を指定するために、明示的に指定する必
要があります。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: SQL ステートメントの構文を訂
正してください。EXTERNAL NAME 文節については、
DB2 SQL 解説書 を参照してください。

| ユーザーの処置: LANGUAGE が JAVA または
| COMPJAVA の場合、以下の原因が考えられます。
| v EXTERNAL NAME 文節を省略している。
| v ブランクを含んでいる。
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-450
| v 名前の始まりか終わりに '!' がある。
| v 無効な external-java-routine-name を指定している。
SQLSTATE:
-450

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

42878
USER-DEFINED FUNCTION OR
STORED PROCEDURE name,
PARAMETER NUMBER parmnum,
OVERLAYED STORAGE BEYOND ITS
DECLARED LENGTH.

説明: 特定の関数 name またはストアード・プロシー
ジャー name から戻ったときに、DB2 は、パラメータ
ーの宣言された長さを超えるオーバーレイ・ストレージ
を検出しました。 パラメーター番号がストアード・プ
ロシージャーまたは関数に指定されています。 これは
許可されません。
システムの処置:
ん。

-451

39501
THE data-item DEFINITION, IN THE
CREATE FUNCTION FOR function-name
CONTAINS DATA TYPE type WHICH
IS NOT APPROPRIATE FOR AN
EXTERNAL FUNCTION WRITTEN IN
THE GIVEN LANGUAGE

説明: function-name のための CREATE FUNCTION ス
テートメントの data-item 部分にエラーが生じました。
CREATE FUNCTION ステートメントに無効な type、ま
たはその無効な type に基づく特殊タイプが含まれてい
ました。
システムの処置:
ん。

-453

-454

42815
THERE IS A PROBLEM WITH THE
RETURNS CLAUSE IN THE CREATE
FUNCTION STATEMENT FOR
function-name

42880
THE SIGNATURE PROVIDED IN THE
CREATE FUNCTION STATEMENT FOR
function-name MATCHES THE
SIGNATURE OF SOME OTHER
FUNCTION ALREADY EXISTING IN
THE SCHEMA

説明: シグニチャーは、関数名 (function-name)、関数に
定義されたパラメーター数、およびパラメーターのタイ
プの順序付けされたリストで構成されています (タイプ
のいずれのパラメーターにも関係なく)。 この場合、ス
キーマの中にすでに関数があって、その既存の関数が、
作成される関数と同じシグニチャーを持っています。
関数の固有性の詳細については、SQL 解説書を参照し
てください。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 既存の関数が必要な機能をすでに
提供しているかどうかを判別してください。提供してい
なければ、新規の関数のシグニチャーを変更する必要が
あります (たとえば関数名の変更)。
SQLSTATE:
-455

ステートメントを訂正してくださ

説明: ユーザー定義関数 function-name の結果をキャス
トする問題が識別されました。 CAST FROM データ・
タイプは RETURNS データ・タイプへキャストできな
ければならないのに、キャストできません。 データ・
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SQLSTATE:

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:
い。
SQLSTATE:

プログラマーの応答: RETURNS または CAST FROM
文節を変更して、CAST FROM データ・タイプが
RETURNS データ・タイプへキャストできるようにして
ください。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 関数の作成者またはデータベース
管理者に連絡してください。 修正されるまで、この関
数は使用しないでください。
SQLSTATE:

タイプ間のキャストの詳細については、 SQL 解説書 を
参照してください。

42723
IN CREATE FUNCTION FOR
function-name, THE SCHEMA NAME
schema-name1 PROVIDED FOR THE
SPECIFIC NAME DOES NOT MATCH
THE SCHEMA NAME schema-name2 OF
THE FUNCTION

説明: SPECIFIC 名が 2 部構成の名前として指定され
ている場合、schema-name1 部分は、function-name の
schema-name2 部分と同じでなければなりません。
function-name の schema-name2 部分は、直接指定されて
いたり、またはステートメントの許可 ID にデフォルト
として使用されていたりする場合があることに注意して
ください。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
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-456
プログラマーの応答:
い。
SQLSTATE:
-456

ステートメントを訂正してくださ

42882
IN CREATE FUNCTION FOR
function-name, THE SPECIFIC NAME
specific-name ALREADY EXISTS IN THE
SCHEMA

説明: SPECIFIC 名が function-name の CREATE
FUNCTION ステートメントの中で specific-name として
明示的に指定されました。しかし、この名前は、スキー
マ内の別の関数の SPECIFIC 名としてすでに存在してい
ます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答:
ください。
SQLSTATE:
-457

新規の SPECIFIC 名を選択して

42710
A FUNCTION OR DISTINCT TYPE
CANNOT BE CALLED name SINCE IT
IS RESERVED FOR SYSTEM USE

説明: ユーザー定義の関数または特殊タイプを作成また
は参照することができません。というのは、選択された
名前がシステムの使用のために予約されているからで
す。
キーワードとして使用されている名前の多くが、システ
ム使用のために予約されています。これらの名前は、区
切り ID の場合であっても、ユーザー定義関数としても
特殊タイプ名としても使用することはできません。それ
らの名前には以下のものがあります。
=

<

>

¬=
ALL
EXCEPT
IN
NULL
SOME
UNKNOWN

|
|

AND
EXISTS
IS
ONLY
TABLE

¬>
ANY
FALSE
LIKE
OR
TRUE

>=
¬>
BETWEEN
FOR
MATCH
OVERLAPS
TYPE

<=
DISTINCT
FROM
NOT
SIMILAR
UNIQUE

組み込みデータ・タイプの名前は、特殊タイプの名前
(たとえば、CHAR) として使用することはできません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行されませ

プログラマーの応答: システム使用のために予約されて
いない名前を関数または特殊タイプに選択してくださ
い。
SQLSTATE:

42939

| -458
|
|
|
|
|
|
|
|
|

IN A REFERENCE TO FUNCTION
function-name BY SIGNATURE, A
MATCHING FUNCTION COULD NOT
BE FOUND

説明: シグニチャーによる関数 function-name への参照
において、一致する関数を検出することはできませんで
した。 問題は、データ・タイプまたはパラメーターの
他の属性のいくつかにある可能性があります。 デー
タ・タイプによっては、データ・タイプのほかに以下の
ような属性があります。

| v 長さ、精度、または位取り
|
|
|
|
|

データ・タイプの長さ、精度、または位取り属性を指
定する必要はないが、どれかが指定された場合は、
SYSPARMS で定義されている既存の関数の、対応す
るパラメーターの指定と厳密に一致しなければなりま
せん。

|
|
|
|
|

1<=n<=21 は REAL を意味し、22<=n<=53 は
DOUBLE を意味するので、FLOAT(n) のタイプは n
の定義済みの値に一致する必要はありません。 タイ
プが REAL か DOUBLE であるかによって、突き合
わせが行われます。

|

しかし、データ・タイプの一致で十分です。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

これを示すために、長さ、精度、または位取りの指定
が可能なデータ・タイプに対して、空の括弧のセット
を指定する必要があります。 たとえば、CREATE
FUNCTION ステートメントでパラメーターが
CHAR(12) として定義された関数が存在すると想定し
て、シグニチャーによるその関数への参照は、このパ
ラメーターを CHAR(12) または CHAR() として指定
することができます。 CHAR() 構文によって、一致
する関数を検出するにあたって、長さ、精度、位取り
属性を気にかける必要はないということができます。

|
|
|

パラメーター値が、異なるデータ・タイプ (REAL ま
たは DOUBLE) を示すため、FLOAT() を使用するこ
とはできません。

|
|
|
|
|
|
|
|
|

しかし、長さ、精度、位取り、または空括弧のいずれ
も指定されなかった場合は、通常のデフォルト・ルー
ルが適用されます。 たとえば、CHAR の指定は、
CREATE TABLE ステートメントでの場合と同じよう
に、CHAR(1) という結果になります。 さらに、長
さ、精度、または位取りのこの暗黙的な指定は、
SYSPARMS で定義されている既存の関数の、対応す
るパラメーターの指定に厳密に一致しなければなりま
せん。

| v サブタイプ、またはエンコード・スキーム
|
|
|
|

データベースの中の既存の関数を識別するために、サ
ブタイプまたはエンコード・スキーム (CCSID 文節)
を指定する必要はありません。 しかし、サブタイプ
またはエンコード・スキームが指定された場合は、
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67

-461
|
|
|

SYSPARMS で定義されている既存の関数の、対応す
るパラメーターの指定と厳密に一致しなければなりま
せん。

SQLSTATE:
-463

EXTERNAL ROUTINE routine-name
(SPECIFIC NAME specific-name) HAS
RETURNED AN INVALID SQLSTATE
sqlstate, WITH DIAGNOSTIC TEXT text

| 非修飾の関数名。
| v 関数での EXECUTE に対する ALTER FUNCTION、
DROP FUNCTION、 COMMENT ON FUNCTION、
|
GRANT および REVOKE ステートメントについて
|
は、非修飾関数名がステートメント許可 ID によって
|
暗黙的に修飾されます。これが、問題のある関数を検
|
出できるスキーマです。
|

説明: ユーザー定義関数またはストアード・プロシージ
ャーが戻すことのできる有効な SQLSTATE は、38xxx
(エラー)、38502 (エラー) および 01Hxx (警告) です。
ユーザー定義関数またはストアード・プロシージャー
routine-name が、メッセージ・テキスト text と一緒に無
効な SQLSTATE sqlstate を戻しました。 ユーザー定義
関数またはストアード・プロシージャーがエラーです。

| v CREATE FUNCTION ステートメントの SOURCE 文
節においては、修飾は SQL パスから来ます。 この
|
場合、パス全体の中に一致する関数はありません。
|
|
|
|
|
|
|
|

システムの処置:
ませんでした。

注: 関数は、 COALESCE、 NULLIF、
RAISE_ERROR、または VALUE 組み込み関数を
ソースとすることはできません。また、
COUNT、 COUNT_BIG、 CHAR、および STRIP
組み込み関数をソースとする方法にも、これらが
受け入れるキーワードのいくつかが理由となっ
て、制約があります。

SQLSTATE:

プログラマーの応答: 以下の処置が考えられます。
v 正しいスキーマを組み込むように SQL パスを変更す
る。
v パラメーターの属性を変更する。
v SPECIFIC 名を使用して、シグニチャーの代わりに関
数を参照する。

-469

A VALUE WITH DATA TYPE
source-data-type CANNOT BE CAST TO
TYPE target-data-type

説明: データ・タイプ target-data-type へキャストされ
るべき source-data-type のデータ・タイプを持っている
第 1 オペランドを持つ CAST が、ステートメントに含
まれています。 これはサポートされません。

SYSIBM.SYSPARMS の ORDINAL フィールド
にあるパラメーター番号。
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システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: SQL CALL ステートメントが間
違ってコーディングされている場合、 SQL アプリケー
ションを修正して、SQL CALL ステートメントに出力
ホスト変数を指定してください。

ステートメントを処理することができ

プログラマーの応答: CAST の指定を訂正して、ソー
スおよびターゲットのタイプのサポートされている組み
合わせを指定してください。

SQL CALL STATEMENT MUST
SPECIFY AN OUTPUT HOST
VARIABLE FOR PARAMETER number

number

ソースまたはターゲットのデータ・タイプを変更して、
キャストがサポートされるようにしてください。 事前
定義の (組み込み) データ・タイプまたはユーザー定義
の特殊タイプが関係するキャストについては、SQL 解
説書を参照してください。
システムの処置:
ませんでした。

39001

説明: DB2 はストアード・プロシージャーの SQL
CALL ステートメントを受け取りました。要求されたプ
ロシージャー名と関連がある SYSIBM.SYSROUTINES
カタログ表の行を DB2 が見つけました。 しかし、
SYSIBM.SYSPARMS 表で、パラメーター number が
OUT または INOUT パラメーターとして識別されてい
ます。 OUT または INOUT として定義されたパラメー
ターには、SQL CALL ステートメントで、ホスト変数
が指定されなければなりません。

| SQLSTATE: 42883
-461

ステートメントを実行することができ

プログラマーの応答: ユーザー定義関数またはストアー
ド・プロシージャーを訂正する必要があります。 警告
の意味を知るには、データベース管理者または関数の作
成者に連絡してください。 呼び出しているアプリケー
ションにとっての、SQLSTATE の重要度は、関数の作
成者に教えてもらうことができます。

| システムの処置: このステートメントは実行できませ
| ん。
|
|
|
|
|
|

42846

|
|
|

SYSIBM.SYSPARMS 表が誤った情報を含んでいる場
合、ストアード・プロシージャーのカタログ定義を置き
換えるには DROP PROCEDURE および CREATE
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| PROCEDURE ステートメントを使用する必要がありま
| す。
SQLSTATE:
-470

42886
SQL CALL STATEMENT SPECIFIED A
NULL VALUE FOR INPUT
PARAMETER number, BUT THE
STORED PROCEDURE DOES NOT
SUPPORT NULL VALUES.

説明: DB2 は、ストアード・プロシージャーの SQL
CALL ステートメントを受け取り、入力パラメーター・
リスト中にヌル値を見つけました。 ストアード・プロ
シージャーが、SYSIBM.SYSROUTINES カタログ表の中
で PARAMETER_STYLE に GENERAL を指定して定義
しています。これはルーチンがヌル値を受け入れないと
いうことを指定しています。

#
#
#
#
#

コンパイル済み Java ストアード・プロシージャーの入
力パラメーターが持つ Java 基本タイプがヌル値に設定
できない場合は、LANGUAGE 値が JAVA または
COMPJAVA であるストアード・プロシージャーを呼び
出すと、この SQLCODE を受け取ります。

MVS システム・コンソール上に表示されることがあり
ます。
プログラマーの応答: DB2 理由コードによって説明さ
れている状態を訂正してください。
SQLSTATE:
-472

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答:
発行してください。
SQLSTATE:
-473

SYSIBM.SYSPARMS の ORDINAL フィールド
にあるパラメーター番号。

プログラマーの応答: ストアード・プロシージャーがヌ
ル値を受け取らないときは、呼び出し元アプリケーショ
ンを変更して、非ヌル値を指定してください。
ストアード・プロシージャーでヌル値を受け入れる必要
がある場合は、 ALTER PROCEDURE ステートメント
を使用して、ストアード・プロシージャーの
PARAMETER STYLE を DB2SQL または GENERAL
WITH NULLS に変更してください。
SQLSTATE:

| -471
|
|

39004
INVOCATION OF FUNCTION OR
PROCEDURE name FAILED DUE TO
REASON rc

| 説明: ルーチンが呼び出されました。 DB2 理由コード
| rc のため、ルーチン呼び出しは受け入れられませんでし
| た。
|

name

呼び出されたルーチンの名前。

|

rc

失敗の原因を説明する DB2 理由コード。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。エラーを説明している DSNX9xx メッセージが、

CURSOR cursor-name WAS LEFT
OPEN BY EXTERNAL FUNCTION
function-name (SPECIFIC NAME
specific-name)

説明: 関数のプログラムが、指定されたカーソルをクロ
ーズしませんでした。 カーソルをクローズするように
関数のプログラムを変更してください。

number

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

55023

必要なときにステートメントを再

24517
A USER DEFINED DATA TYPE
CANNOT BE CALLED THE SAME
NAME AS A SYSTEM PREDEFINED
TYPE (BUILT-IN TYPE)

説明: 作成しようとするデータ・タイプの名前が、シス
テム定義のデータ・タイプと同じ非修飾名を持っている
か、または BOOLEAN です。これは許されません。区
切り文字を追加しても、名前は有効になりません。以下
の名前は制限されています。
BLOB
CHAR
CHARACTER CLOB
DEC
DECIMAL
INT
INTEGER
ROWID
SMALLINT
VARGRAPHIC
システムの処置:
ませんでした。

DATE
DOUBLE
NUMERIC
TIME

DBCLOB
FLOAT
GRAPHIC
REAL
TIMESTAMP VARCHAR

ステートメントを処理することができ

プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、新規
のユーザー定義タイプの名前に別の ID を使用してくだ
さい。
SQLSTATE:
-475

42918
THE RESULT TYPE type-1 OF THE
SOURCE FUNCTION CANNOT BE
CAST TO THE RETURNS TYPE type-2
OF THE USER-DEFINED FUNCTION
function-name

説明: ソースされたユーザー定義関数の CREATE
FUNCTION が有効であるためには、ソース関数の結果
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-476
タイプ (type-1) は、作成される関数の RETURNS タイ
プ (type-2) にキャスト可能でなければなりません。これ
らのデータ・タイプの間に、サポートされているキャス
トがありません。 データ・タイプ間のキャストの詳細
については、DB2 SQL 解説書 を参照してください。

に依存するオブジェクトのタイプです。 type2 は以下の
いずれかです。
v FUNCTION
v PROCEDURE
v TABLE

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 示されている RETURNS デー
タ・タイプまたは SOURCE 関数を変更して、SOURCE
関数の結果タイプが RETURNS データ・タイプへキャ
ストできるようにしてください。
SQLSTATE:

42866

v VIEW
v TRIGGER (トリガー・パッケージの場合)
v CHECK CONSTRAINT (object_name が表名を含む)
v DEFAULT (object_name が表名を含む)
DROP

type1 が FUNCTION であるとすると、DROP
の場合の依存性は以下のようになります。
v 別の関数がこの関数をソースとしている。

-476

REFERENCE TO FUNCTION
function-name WAS NAMED WITHOUT
A SIGNATURE, BUT THE FUNCTION
IS NOT UNIQUE WITHIN ITS SCHEMA

説明: シグニチャーのない関数への参照は許されていま
す。ただし、名前付き関数 function-name は、スキーマ
内では固有でなければなりませんが、固有になっていま
せん。
関数での EXECUTE に対する ALTER FUNCTION、
DROP FUNCTION、 COMMENT ON FUNCTION、
GRANT および REVOKE ステートメントにおいて、非
修飾参照がステートメント許可 ID によって修飾される
ことにも注意してください。これが、問題を検出できる
スキーマです。 CREATE FUNCTION ステートメント
の SOURCE 文節においては、修飾は CURRENT PATH
から来ます。 この場合、この名前の関数を含むパスの
中の最初のスキーマは、同じ名前で他の関数を持ってい
ました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 次のいずれかによって参照を訂正
してください。
v シグニチャーを完成する
v 必要な関数の SPECIFIC 名を使用する
v CURRENT PATH を変更する
SQLSTATE:
-478

42725
DROP OR REVOKE ON OBJECT
TYPE type1 CANNOT BE PROCESSED
BECAUSE OBJECT name OF TYPE
type2 IS DEPENDENT ON IT

説明: この type1 に依存するものが存在するため、要
求された処置を処理することはできません。type2 は、
DROP または REVOKE にからむ type1 オブジェクト

70

v 視点がこの関数を使用している。
v トリガー・パッケージがこの関数を使用して
いる。
v 検査制約またはユーザー定義のデフォルトに
おいて、表がこの関数を使用している。
依存性は、特殊タイプに対して生成された cast
関数 のうちの 1 つに対するものである場合が
あります。 type1 が DISTINCT TYPE であると
すると、DROP の場合の依存性は以下のように
なります。
v 関数のパラメーターが、この特殊タイプとし
て定義されている。
v 表の列が、この特殊タイプとして定義されて
いる。
v ストアード・プロシージャーのパラメーター
が、この特殊タイプとして定義されている。
type1 が PROCEDURE であるとすると、DROP
の場合の依存性は以下のようになります。
v トリガー定義がこのストアード・プロシージ
ャーの名前を持つ CALL ステートメントを
含んでいる。
REVOKE
type1 が FUNCTION であるとすると、
REVOKE の場合の依存性は以下のようになり
ます。
v 取り消される側が所有する関数がこの関数を
ソースとしている。
v 取り消される側が所有する視点がこの関数を
使用している。
v 取り消される側が所有するトリガー・パッケ
ージがこの関数を使用している。
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v 検査制約またはユーザー定義のデフォルト
で、取り消される側が所有する表がこの関数
を使用している。
type1 が DISTINCT TYPE であるとすると、
REVOKE の場合の依存性は以下のようになり
ます。
v 取り消される側が所有する関数のパラメータ
ーが、この特殊タイプとして定義されてい
る。
v 取り消される側が所有する表の列が、この特
殊タイプとして定義されている。
v 取り消される側が所有するストアード・プロ
シージャーのパラメーターが、この特殊タイ
プとして定義されている。
type1 が PROCEDURE であるとすると、
REVOKE の場合の依存性は以下のようになり
ます。
v 取り消される側が所有するトリガー定義が、
このストアード・プロシージャーの名前を持
つ CALL ステートメントを含んでいる。
SYSADM が取り消されるときにも、この SQLCODE が
発行されることがあります。 SYSADM が取り消される
とき、REVOKE ステートメントのカスケードが、依存
性が原因で REVOKE を正常に処理できない場合があり
ます。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: このオブジェクトへの依存性を除
いて、要求を再発行してください。
SQLSTATE:
-480

42893
THE PROCEDURE procedure-name HAS
NOT YET BEEN CALLED

説明: DESCRIBE PROCEDURE または ASSOCIATE
LOCATORS ステートメントで識別されたプロシージャ
ーがアプリケーション・プロセス内でまだ呼び出されて
いませんでした。または、プロシージャーが呼び出され
ているが、ステートメントの前に明示コミットまたは暗
黙コミットが起こりました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: CALL ステートメントでプロシ
ージャー名の指定に使用する構文が、 ASSOCIATE
LOCATOR または DESCRIBE PROCEDURE (あるいは
その両方) の構文名と同じになるように、ステートメン
トを訂正してください。プロシージャーを呼び出すのに
非修飾名を使用する場合は、その 1 部構成名をもう一

度ステートメントでも使用する必要があります。 CALL
ステートメントが 3 部構成名を使って作成されてお
り、現行サーバーが 3 部構成名の場所と同じである場
合は、 ASSOCIATE LOCATOR または DESCRIBE プ
ロシージャーではその場所を省略することができます。
ステートメントを再実行してください。
SQLSTATE:
-482

51030
THE PROCEDURE procedure-name
RETURNED NO LOCATORS

説明: ASSOCIATE LOCATORS ステートメントで示さ
れているプロシージャーが、結果セット・ロケーターを
戻しませんでした。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: DESCRIBE PROCEDURE ステー
トメントを使用することによって、示されているプロシ
ージャーから結果セット・ロケーターが戻されているか
どうかを判別してください。
SQLSTATE:
-483

51030
IN CREATE FUNCTION FOR
function-name STATEMENT, THE
NUMBER OF PARAMETERS DOES
NOT MATCH THE NUMBER OF
PARAMETERS OF THE SOURCE
FUNCTION

説明: 別の関数をソースとするユーザー定義関数
function-name を作成しようとしました。 次の状況の 1
つが判明しました。
v SOURCE 文節が関数名 (入力パラメーター・リスト)
を使用してソース関数を識別し、リスト内のタイプ数
が作成中の関数のパラメーターの数と異なります。
v SOURCE 文節が異なる構文を使用してソース関数を
識別し、その関数のタイプ数が作成中の関数のパラメ
ーター数と異なります。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: SOURCE 関数と作成中の関数の
パラメーターの数は同じでなければなりません。 次の
ことを行うために、SOURCE 関数の識別パラメーター
を変更する必要があります。
v 入力パラメーター・リストを修正する
v 関数名または関数固有名を訂正して適切な関数を示す
正しい関数が呼び出されるように現行パスを訂正する必
要がある場合もあります。
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-487
SQLSTATE:

| -487
|
|
|
|

42885
object-type object-name ATTEMPTED TO
EXECUTE AN SQL STATEMENT
WHEN THE DEFINITION OF THE
FUNCTION OR PROCEDURE DID NOT
SPECIFY THIS ACTION

| 説明: ユーザー定義関数またはストアード・プロシージ
| ャー object-name が呼び出され、 SQL ステートメント
| を実行するように試みましたが、この関数またはプロシ
| ージャーは NO SQL オプションが指定されて作成され
| ています。
|
|
|
|
|

ネストされた関数やプロシージャーの環境では、 SQL
オプションは、事実上、ネストされた関数およびプロシ
ージャーの階層で指定された、最も限定的な SQL オプ
ションです。 SQL データ・アクセス・オプションで
は、事実上データを変更することができません。

|
|

システムの処置:
ません。

|
|
|
|
|

プログラマーの応答: ALTER ステートメントを使用し
て、関数またはプロシージャーを変更し、SQL ステー
トメントを使用できるようにするか、障害のある SQL
ステートメントを、外部関数または外部プロシージャー
から除去します。

|

SQLSTATE:

| -490
|
|
|
|

この SQL ステートメントは実行でき

38001
NUMBER number DIRECTLY
SPECIFIED IN AN SQL STATEMENT
IS OUTSIDE THE RANGE OF
ALLOWABLE VALUES IN THIS
CONTEXT (minval, maxval)

|
|
|
|
|
|

説明: 番号 (number) が指定されましたが、それが指定
されたコンテキストで無効です。このコンテキストでの
最小許容値は minval です。このコンテキストでの最大
許容値は maxval です。 n は minval と maxval (minval
=< n =< maxval) で指定された範囲内になければなりま
せん。

|
|

システムの処置:
せん。

|
|

プログラマーの応答: n の値を、ステートメントの有効
値に変更してください。

|

SQLSTATE:

このステートメントは実行されていま

428B7

| -491
|
|
|
|
|
|
|

CREATE STATEMENT FOR
USER-DEFINED FUNCTION
function-name MUST HAVE A RETURNS
CLAUSE AND: THE EXTERNAL
CLAUSE WITH OTHER REQUIRED
KEYWORDS; THE RETURN
STATEMENT AND PARAMETER
NAMES; OR THE SOURCE CLAUSE

説明: 関数 function-name の CREATE に必要な文節が
ありません。

| v EXTERNAL 関数の場合は、EXTERNAL および、以
下のいずれかを指定します。
|
– LANGUAGE
|
– PARAMETER STYLE
|
| v SQL FUNCTION の場合は、RETURN ステートメン
ト、およびパラメーターごとにパラメーター名を指定
|
します。
|
| v ユーザー定義の SOURCE FUNCTION の場合は、
SOURCE クラスを指定します。
|
システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

| プログラマーの応答: 欠落した文節またはステートメン
| トを追加して、失敗したステートメントを再実行してく
| ださい。
SQLSTATE:
-492

42601
THE CREATE FUNCTION FOR
function-name HAS A PROBLEM WITH
PARAMETER NUMBER number.IT MAY
INVOLVE A MISMATCH WITH A
SOURCE FUNCTION

説明: 関数 function-name の number の位置にあるパラ
メーターがエラーです。 ソース関数の number の位置
にあるパラメーターを、作成中の関数の対応パラメータ
ーにキャストすることはできません。
作成中の関数のそのパラメーターが表パラメーター で
ある場合は、ソース関数の対応パラメーターも表パラメ
ーター でなければなりません。さらに、両方の表パラ
メーターの列番号も同じでなければなりません。
作成中の関数のそのパラメーターが表パラメーターでな
い場合は、ソース関数の対応パラメーターも表パラメー
ターであってはなりません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:

以下の訂正が考えられます。

v 別のソース関数を示す。
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v 作成中関数のパラメーター・データ・タイプを変更し
て、ソース関数のデータ・タイプをこのデータ・タイ
プにキャストできるようにする。
SQLSTATE:
-495

42879
ESTIMATED PROCESSOR COST OF
estimate-amount1 PROCESSOR
SECONDS (estimate-amount2 SERVICE
UNITS) IN COST CATEGORY
cost-category EXCEEDS A RESOURCE
LIMIT ERROR THRESHOLD OF limitamount SERVICE UNITS

説明: 動的な INSERT、 UPDATE、 DELETE、または
SELECT SQL ステートメントを準備した結果、リソー
ス限定テーブル (RLST) で指定されたエラーしきい値を
超えるコスト推定値になりました。このエラーは、DB2
コスト区分値が 『B』であり、 RLST の
RLF_CATEGORY_B 列で指定されたデフォルト・アク
ションがエラーを発行するとなっている場合にも発行さ
れます。
estimate_amount1
準備された INSERT、UPDATE、DELETE、ま
たは SELECT ステートメントが実行された場
合のコスト推定値 (プロセッサー秒数)。
estimate_amount2
準備された INSERT、UPDATE、DELETE、ま
たは SELECT ステートメントが実行された場
合のコスト推定値 (サービス単位)。
cost-category
この SQL ステートメントの DB2 のコスト区
分。この値は A または B です。
limit-amount
RLST の RLFASUERR 列で指定されたエラー
しきい値 (サービス単位)。

22 レコードを検査して、この SQL ステートメントが
コスト区分 『B』 に入れられている理由を確認してく
ださい。プログラムを変更できないか、または統計を取
得できない場合は、 RLST の RLF_CATEGORY_B 列
の値を、ステートメントの実行を許可する 『Y』 に変
更するか、エラーの代わりに警告を戻す 『W』 に変更
するように管理者に要請してください。
ユーザーの処置: SQL ステートメントがプロセッサ
ー・リソースを消費しすぎるために警告が出される場合
は、効率よく実行されるステートメントに書き直してく
ださい。別の選択肢は RLST のエラーしきい値を増加
させるように管理者に要請することです。
SQLSTATE:
-496

57051
THE SQL STATEMENT CANNOT BE
EXECUTED BECAUSE IT
REFERENCES A RESULT SET THAT
WAS NOT CREATED BY THE
CURRENT SERVER

説明: SQL ステートメントを実行することができませ
ん。現行のサーバーがストアード・プロシージャーを呼
び出したサーバーと異なるためです。 SQL ステートメ
ントは、以下のステートメントにすることができます。
v ALLOCATE CURSOR
v DESCRIBE CURSOR
v FETCH (割り当て済みカーソルを使用)
v CLOSE (割り当て済みカーソルを使用)
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 失敗した SQL ステートメントを
実行する前に、結果セットを作成したストアード・プロ
シージャーを呼び出したサーバーに接続してください。
SQLSTATE:

51033

システムの処置: 動的な
INSERT、UPDATE、DELETE、または SELECT ステー
トメントの準備は失敗しました。

-497

THE MAXIMUM LIMIT OF INTERNAL
IDENTIFIERS HAS BEEN EXCEEDED
FOR DATABASE database-name

プログラマーの応答: コスト区分値が 『B』 であるた
めに SQLCODE が戻された場合は、ステートメントが
パラメーター・マーカーを使用しているか、または一部
の統計が参照されたテーブルおよび列で使用できない可
能性があります。管理者が参照テーブルに対しユーティ
リティー RUNSTATS を実行したことを確認してくださ
い。ステートメントが実行されるときに UDF が呼び出
されるか、または、INSERT、UPDATE、または
DELETE ステートメントの場合、変更テーブルにおいて
トリガーが定義されている可能性があります。このステ
ートメントの DSN_STATEMNT_TABLE または IFCID

説明: データベースの場合に、内部 ID 限度を超えた
ため、SQL ステートメントを実行することができませ
ん。このエラーの原因は、以下のいずれかによります。
(1) CREATE DATABASE ステートメントで、65279
DBID の限度を超過している。 (2) 他のすべてのステー
トメントで、そのデータベースで、65279 OBID の限度
を超えている。
システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
ません。
プログラマーの応答: (1) DBID の限界を超えた場合
は、未使用のすべてのデータベースを DROP させ、
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COMMIT を実行してください。 (2) OBID の限界を超
えた場合は、データベース内の未使用のすべてのオブジ
ェクトを DROP させ、 COMMIT を実行し、別のデー
タベースを指定するか、または MODIFY ユーティリテ
ィーを実行して未使用の OBID を再利用してくださ
い。
SQLSTATE:

も使用する必要があります。 CALL ステートメントが
3 部構成名を使って作成されており、現行サーバーが 3
部構成名の場所と同じである場合は、 ASSOCIATE
LOCATOR または DESCRIBE プロシージャーではその
場所を省略することができます。
SQLSTATE:
-500

-499

CURSOR cursor-name HAS ALREADY
BEEN ASSIGNED TO THIS OR
ANOTHER RESULT SET FROM
PROCEDURE procedure-name.

説明: SQL ステートメント ALLOCATE CURSOR を
使用することによって、カーソルを結果セットに割り当
てようとしましたが、次のいずれかの状態でした。
v ALLOCATE CURSOR ステートメントで指定された
結果セット・ロケーター変数が、カーソル
cursor-name にすでに割り当てられていた。
v ALLOCATE CURSOR ステートメントで指定された
カーソル cursor-name が、ストアード・プロシージャ
ー procedure-name から結果セットにすでに割り当て
られていた。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ALLOCATE CURSOR ステート
メントで指定されたターゲット結果セットがカーソルに
すでに割り当てられているかどうかを判別してくださ
い。
結果セットがカーソル cursor-name にすでに割り当てら
れている場合は、他のターゲット結果セットを選択する
かストアード・プロシージャー procedure-name を再度
呼び出して、ASSOCIATE LOCATOR および
ALLOCATE CURSOR ステートメントを再発行してくだ
さい。
結果セットがカーソルにまだ割り当てられていない場合
は、 ALLOCATE CURSOR ステートメントで指定され
たカーソル cursor-name がストアード・プロシージャー
procedure-name から結果セットにすでに割り当てられて
います。カーソル cursor-name を他の結果セットに割り
当てることはできないので、 ALLOCATE CURSOR ス
テートメントで異なるカーソル名を指定しなければなり
ません。
CALL ステートメントでプロシージャー名の指定に使用
する構文が、 ASSOCIATE LOCATOR または
DESCRIBE PROCEDURE (あるいはその両方) の構文名
と同じになるように、ステートメントを訂正してくださ
い。プロシージャーを呼び出すのに非修飾名を使用する
場合は、その 1 部構成名をもう一度ステートメントで
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24516

54041
THE IDENTIFIED CURSOR WAS
CLOSED WHEN THE CONNECTION
WAS DESTROYED

説明: FETCH、UPDATE、DELETE、または CLOSE
ステートメントで識別されているのは、 WITH HOLD
オプションを用いて定義されたクローズ状態のカーソル
です。 カーソルがクローズされたのは、それが依存し
ている接続がコミット操作中に破壊されたときです。ア
プリケーション・プロセスにより接続が解放状態に置か
れたため、あるいはアプリケーション・プランが
DISCONNECT(AUTOMATIC) オプションによってバイ
ンドされたため、接続が破壊されました。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 次のように、必要なカーソルと接
続の状態に応じて、訂正処置は異なります。
v カーソルをクローズ状態に置きたい場合は、カーソル
がクローズ状態で参照されないように、アプリケーシ
ョン・プログラムを変更してください。
v カーソルをオープン状態にしたいが、接続がアプリケ
ーション・プログラムによって解放状態に置かれた場
合は、カーソルが明示的にクローズされるまで接続が
解放状態に置かれないように、プログラムを変更して
ください。
v カーソルをオープン状態にしたいが、接続が
DISCONNECT(AUTOMATIC) オプションの結果とし
て解放状態に置かれた場合は、
DISCONNECT(CONDITIONAL) を使用してプランを
再バインドしてください。
アプリケーション内のエラーを訂正し、プランを再バイ
ンドして、ジョブを再実行依頼してください。
SQLSTATE:
-501

24501
THE CURSOR IDENTIFIED IN A
FETCH OR CLOSE STATEMENT IS
NOT OPEN

説明: アプリケーション・プログラムが次のいずれかの
処理を試みましたが、
1.

カーソルを使用した FETCH、または

2.

カーソルの CLOSE
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指定されたカーソルはオープン状態になっていません。
システムの処置:
ん。

|

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: カーソルをクローズさせるような
SQL 戻りコードが前に出されていないかどうかを調べ
てください。 コミットおよびロールバック操作は、カ
ーソルをクローズさせます。 SQLCODES -404、 -652、
-679、 -802, -901、 -904、-909、-910、-911、および
-913 の場合、カーソルは強制的にクローズします。カー
ソルのクローズ後、取り出しや、カーソルをクローズす
るステートメントで、この SQLCODE -501 を受け取り
ます。
前に SQL 戻りコードが出されていなかった場合は、
FETCH または CLOSE ステートメントの実行時にカー
ソルがオープン状態となるように、アプリケーション・
プログラムのロジックを訂正してください。
SQLSTATE:
-502

24501
THE CURSOR IDENTIFIED IN AN
OPEN STATEMENT IS ALREADY
OPEN

説明: アプリケーション・プログラムが、すでにオープ
ン状態のカーソルに対して OPEN ステートメントを実
行しようとしました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。カーソルは不変です (すなわち、 '再オープン' され
ることはありません)。
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムの
ロジックを訂正して、すでにオープン状態のカーソルに
対して OPEN ステートメントを実行しないようにして
ください。
SQLSTATE:
-503

24502
A COLUMN CANNOT BE UPDATED
BECAUSE IT IS NOT IDENTIFIED IN
THE UPDATE CLAUSE OF THE
SELECT STATEMENT OF THE
CURSOR

説明: アプリケーション・プログラムが (カーソルを使
用して)、カーソル宣言の FOR UPDATE 文節で識別さ
れていなかったオブジェクト表の列の値を更新しようと
しました。
更新すべき列は、カーソル宣言の FOR UPDATE 文節
内において識別されるようにしておく必要があります。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。オブジェクト表のデータは更新されません。
プログラマーの応答:

アプリケーション・プログラムを

訂正してください。 列を更新する必要がある場合は、
その列の名前をカーソル宣言の FOR UPDATE 文節に
追加しなければなりません。
SQLSTATE:
-504

42912
THE CURSOR NAME cursor-name IS
NOT DEFINED

説明: カーソル cursor-name が SQL ステートメントで
参照されましたが、次のいずれかの状態でした。
v 参照前にアプリケーション・プログラムで
(DECLARE CURSOR ステートメントを使用して) カ
ーソル cursor-name が宣言されなかったか、
(ALLOCATE CURSOR ステートメントを使用して)
割り振られませんでした。
v 位置づけられた UPDATE または DELETE ステート
メントでカーソル cursor-name を参照しましたが、割
り当て済みカーソルに対してサポートされた操作では
ありません。
v カーソル cursor-name が割り振られましたが、
cursor-name を指定した CLOSE カーソル・ステート
メントが出され、カーソルの参照前にカーソルの割り
振りが解除されました。
v カーソル cursor-name が割り振られましたが、
ROLLBACK 操作が実行され、このカーソルの参照前
にカーソルの割り振りが解除されました。
v カーソル cursor-name が割り振られましたが、ストア
ード・プロシージャー内で宣言され関連付けられたカ
ーソルが WITH HOLD 宣言されず、 COMMIT 操作
が実行されてこのカーソルの参照前にカーソルの割り
振りが解除されました。 COMMIT 操作は、明示的
(COMMIT ステートメント) であるか、または暗黙的
(このカーソルの参照前に COMMIT_ON_RETURN =
’Y’ として定義されたストアード・プロシージャーが
呼び出された) であるかのいずれかです。
v カーソル cursor-name が割り振られましたが、カーソ
ルが割り振られたために関連するストアード・プロシ
ージャーが再度呼び出され、新しい結果セットが戻さ
れ、カーソル cursor-name の割り振りが解除されまし
た。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムが
完全であり、カーソル宣言時または割り当て時にスペル
の誤りがないことを検査してください。 カーソルの宣
言または割り当ては、アプリケーション・プログラム内
でカーソルを参照する SQL ステートメントの前になけ
ればなりません。
cursor-name が <UNKNOWN> である場合は、カーソル
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は正常に宣言または割り振られていません。 これは
SQL (DB2) の使用時に起こり、プリコンパイル中に警
告メッセージが出されます。 DECLARE CURSOR また
は ALLOCATE CURSOR ステートメントの警告メッセ
ージに対するプリコンパイル出力を検査して、当該ステ
ートメントを訂正してください。
割り当て済みカーソルの場合、カーソルが正常に割り当
てられたために暗黙的または明示的な COMMIT、
ROLLBACK、または CLOSE が実行された場合は、ア
プリケーション・プログラムのロジックを変更して以下
のいずれかを実行してください。
v COMMIT、ROLLBACK、または CLOSE 操作後に、
関連するストアード・プロシージャーを再度呼び出し
て、 ASSOCIATE LOCATORS および ALLOCATE
CURSOR ステートメントを再発行する。
v COMMIT の場合は、ストアード・プロシージャー内
の関連するカーソルを WITH HOLD 宣言し、
COMMIT 操作によってカーソルの割り振りが解除さ
れないようにする。
割り当て済みカーソルの場合、関連するストアード・プ
ロシージャーが再度呼び出され、カーソルが割り当てら
れたために新しい結果セットが戻された場合は、
ASSOCIATE LOCATORS および ALLOCATE CURSOR
ステートメントを再発行してください。
SQLSTATE:
-507

34000
THE CURSOR IDENTIFIED IN THE
UPDATE OR DELETE STATEMENT IS
NOT OPEN

説明: 指定されたカーソルがオープン状態でないとき
に、アプリケーション・プログラムが UPDATE または
DELETE WHERE CURRENT OF カーソル・ステートメ
ントを実行しようとしました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。更新または削除は実行されません。
プログラマーの応答: カーソルをクローズさせるような
SQL 戻りコードが前に出されていないかどうかを調べ
てください。 SQLCODE -404、 -652、 -679、 -901、
-904、 -909、 -910、 -911、および -913 は、強制的に
カーソルをクローズさせます。 カーソルがクローズさ
れた後で、カーソルの取り出しまたはクローズを行うス
テートメントを出すと、 SQLCODE -501 が出されま
す。 更新または削除を行うと、この SQLCODE -507
が出されます。 アプリケーション・プログラムのロジ
ックを訂正して、 UPDATE または DELETE ステート
メントが実行される時点で指定のカーソルがオープン状
態になるようにしてください。
SQLSTATE:
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-508

THE CURSOR IDENTIFIED IN THE
UPDATE OR DELETE STATEMENT IS
NOT POSITIONED ON A ROW

説明: 指定されたカーソルがオブジェクト表の行に位置
づけられていないときに、アプリケーション・プログラ
ムが UPDATE または DELETE WHERE CURRENT OF
カーソル・ステートメントを実行しようとしました。
カーソルを、更新または削除する行に位置づける必要が
あります。
この SQL コードを実行できるのは、同じアプリケーシ
ョン・プログラムの別のカーソルが行を削除したか、索
引列を更新したために、カーソルがその行の位置にない
場合です。これには、保管点へのロールバックの結果行
われる、削除および、索引列更新が含まれます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。データの更新または削除は行われません。
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムの
ロジックを訂正して、 UPDATE または DELETE ステ
ートメントが実行される前に、オブジェクト表の意図し
た行にカーソルが正しく位置づけられるようにしてくだ
さい。 FETCH により SQLCODE=100 が戻された場合
は、カーソルは行に位置づけられていないことに注意し
てください。
SQLSTATE:
-509

24504
THE TABLE IDENTIFIED IN THE
UPDATE OR DELETE STATEMENT IS
NOT THE SAME TABLE DESIGNATED
BY THE CURSOR

説明: アプリケーション・プログラムが UPDATE また
は DELETE WHERE CURRENT OF カーソル・ステー
トメントを実行しようとしましたが、そのステートメン
トで指定された表が、そのカーソルの宣言で指定された
表の名前と一致していません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。更新または削除は実行されません。
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムを
訂正して、UPDATE または DELETE ステートメントで
識別される表が、カーソルの宣言で識別された表と同じ
になるようにしてください。
SQLSTATE:

24501
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-510
-510

THE TABLE DESIGNATED BY THE
CURSOR OF THE UPDATE OR
DELETE STATEMENT CANNOT BE
MODIFIED

説明: アプリケーション・プログラムが、更新または削
除できない表または視点に対して、 UPDATE または
DELETE WHERE CURRENT OF カーソル・ステートメ
ントを実行しようとしました。 読み取り専用視点から
削除したり、カーソルが FOR UPDATE 文節で定義さ
れていない場合に更新を行うと、これが起こる可能性が
あります。
ユーザーがカーソルを FOR FETCH ONLY として明示
的に宣言したため、または、アプリケーションが
CURRENTDATA (NO) でバインドされてカーソルがあ
いまいであるために、表がリモート・ロケーションに存
在して DB2 がブロック取り出しを行ったときにもこの
エラー・コードが戻されます。
DB2 が並列処理を利用して DELETE WHERE
CURRENT OF カーソル・ステートメントで指定された
カーソルに関連する SELECT ステートメントを実行し
た場合、またはカーソルが位置付けられてから
(CURRENTDATA(NO) でバインドしたアプリケーショ
ンの未確定カーソルに対する ISO(cs) のセマンティクス
に従って) 他のアプリケーションによって変更されてい
ないことを DB2 が保証できない行に対して DELETE
WHERE CURRENT OF が実行された場合にも、このエ
ラー・コードが戻されます。
システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。オブジェクト表のデータの更新または削除
は行われません。
プログラマーの応答: 要求された UPDATE または
DELETE は実行できません。 視点に対する UPDATE
および DELETE 操作の使用に関する制約事項について
は、 DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してください。
リモート表の場合は、DECLARE CURSOR を修正し
て、PLAN を再バインドしてください。
並列処理を使用するカーソルの場合、静的 SQL の
DEGREE(1) BIND オプションを使うか、または動的
SQL の CURRENT DEGREE 特殊レジスターを '1' に
設定することによって、並列照会処理を使用不可にして
ください。
CURRENTDATA(NO) でバインドしたアプリケーション
内のカーソルがあいまいな場合は、カーソルがあいまい
でないようにするか (FOR UPDATE OF で宣言する)、
アプリケーションを CURRENTDATA(YES) で再バイン
ドしてください。
SQLSTATE:

42828

-511

THE FOR UPDATE CLAUSE CANNOT
BE SPECIFIED BECAUSE THE TABLE
DESIGNATED BY THE CURSOR
CANNOT BE MODIFIED

説明: SELECT ステートメントの結果表を更新するこ
とができません。 SELECT のFROM 文節で 2 つ以上
の表または視点が指定されていたり、 SELECT リスト
に組み込み関数または DISTINCT が含まれていたり、
あるいは、ステートメントに ORDER BY、GROUP
BY、または HAVING 文節が含まれている場合に、これ
が起こることがあります。 また、FROM 文節で視点が
指定され、その視点を更新できない場合にも、このエラ
ーが起こることがあります。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定されたカーソルは、アプリケーション・プログ
ラムの中で未定義のままです。
プログラマーの応答: 結果表に対して指定通りの更新を
実行することはできません。 視点の更新に関する制約
事項については、DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照し
てください。
SQLSTATE:
-512

42829
STATEMENT REFERENCE TO
REMOTE OBJECT IS INVALID

説明: 以下の条件のうちの 1 つが存在しています。
v ステートメントが複数のロケーションを参照してい
る。
v リモート参照を含むステートメントが、動的
EXPLAIN ステートメントまたは EXPLAIN(YES) オ
プションのいずれかによって EXPLAIN されてい
る。
v 別名が正しく使用されていない。
v DB2 専用プロトコルではサポートされないステート
メント内で、 3 部分名が暗黙的または明示的に使用
されている。
v 3 部分名がトリガー・ステートメントで暗黙的または
明示的に使用されている。

| v A PREPARE ステートメントが ATTRIBUTES 文節を
含んでいる。これは DB2 専用プロトコルによってサ
|
ポートされていません。
|
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: オブジェクトをステートメントか
ら有効に除去できない場合は、必要なデータを入手する
他の方法をデータベース管理者に尋ねてください。 リ
モート・オブジェクトの使用の詳細については、 DB2
SQL 解説書 の第 3 章を参照してください。
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-513
リモート・オブジェクト参照が起動された SQL ステー
トメント内にある場合は、代わりに、トリガーからユー
ザー定義関数またはストアード・プロシージャーを呼び
出し、この関数またはストアード・プロシージャーから
リモート・オブジェクトにアクセスすることができま
す。
SQLSTATE:
-513

56023
THE ALIAS alias-name MUST NOT BE
DEFINED ON ANOTHER LOCAL OR
REMOTE ALIAS

説明: 'alias-name' で示されたオブジェクトは、ローカ
ルまたはリモートの別名です。ローカル別名について別
名を定義することはできませんし、リモート別名にも別
名を定義してはなりません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: SQL ステートメントを訂正し
て、すべてのオブジェクト参照が基本表または視点を参
照するようにしてください。
SQLSTATE:
-514

42924
THE CURSOR cursor-name IS NOT IN
A PREPARED STATE

説明: アプリケーション・プログラムが、準備状態にな
っていないカーソル 'cursor-name' を使用しようとしま
した。 このカーソルは、(1) 一度も準備されたことがな
いステートメント、または (2) コミットまたは ロール
バック操作によって無効にされたステートメントと関連
付けられています。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ケース (1) の場合は、
'cursor-name' のオープンを試みる前に、このカーソルに
対する DECLARE CURSOR ステートメントで指定され
たステートメントを準備してください。 ケース (2) の
場合は、以下のいずれかを行ってください。
v DECLARE CURSOR の WITH HOLD オプションを
使用する。
v カーソルの使用を終えるまで、コミットまたはロール
バック操作を実行しない。
v コミットまたはロールバック後に再びステートメント
を準備する。
SQLSTATE:

78

-516

THE DESCRIBE FOR STATIC
STATEMENT DOES NOT IDENTIFY A
PREPARED STATEMENT

説明: 前もって正常に作成されていないステートメント
に対して、 DESCRIBE FOR STATIC を実行する試みが
行われました。 拡張動的 SQL をサポートしているア
プリケーション・リクエスター上で DESCRIBE を開始
する場合に、このエラーが起こる場合があります。 タ
ーゲット・ステートメントが DB2 (MVS/ESA 版) サブ
システム上で静的であるため、DESCRIBE ステートメン
トは失敗します。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムの
ロジックを訂正して、ステートメントの DESCRIBE
FOR STATIC が試みられる前にステートメントが正し
く準備されるようにしてください。DESCRIBE FOR
STATIC が拡張動的 SQL をサポートしているシステム
上で開始する分散要求である場合は、システム管理者に
連絡して、 DB2 サブシステム・パラメーター
DESCSTAT を YES に変更してこれらの DESCRIBE
FOR STATIC 要求を静的 SQL に対して行うことができ
るようにしてください。
SQLSTATE:
-517

26501
CURSOR cursor-name CANNOT BE
USED BECAUSE ITS STATEMENT
NAME DOES NOT IDENTIFY A
PREPARED SELECT STATEMENT

説明: カーソル 'cursor-name' を指定通りに使用するこ
とができません。そのカーソルの宣言で指定された準備
済みステートメントが SELECT ステートメントでなか
ったためです。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: PREPARE ステートメントおよび
カーソル 'cursor-name' に対する DECLARE CURSOR
ステートメントの中で、ステートメント名が正しく指定
されているかどうかを確かめてください。 あるいは、
アプリケーション・プログラムのロジックを訂正して、
準備済み SELECT ステートメントだけをカーソル宣言
に関連づけて使用するようにしてください。
SQLSTATE:

26501
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07005

-518
-518

説明:

THE EXECUTE STATEMENT DOES
NOT IDENTIFY A VALID PREPARED
STATEMENT
以下のいずれかの状態です。

v EXECUTE ステートメントで指定されたステートメン
トが準備されていない。
v EXECUTE ステートメントで指定されたステートメン
トで、SELECT、VALUE INTO、またはステートメン
トを識別する。
v EXECUTE IMMEDIATE ステートメントで指定され
たステートメントで、SELECT、VALUE INTO、また
はステートメントを識別する。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントは、必ず準備した
うえで EXECUTE するようにしてください。 また、準
備するステートメントが、SELECT または VALUES
INTO ステートメントではないことを確かめてくださ
い。
SQLSTATE:
-519

07003
THE PREPARE STATEMENT
IDENTIFIES THE SELECT
STATEMENT OF THE OPENED
CURSOR cursor-name

説明: アプリケーション・プログラムが、指定されたカ
ーソルがすでにオープン状態のときに、そのカーソルに
対する SELECT ステートメントを PREPARE (実際に
は再 PREPARE) しようとしました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。カーソルは影響を受けません。
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムの
ロジックを訂正して、カーソルがオープン状態のときに
そのカーソルに対する SELECT ステートメントを再
PREPARE しないようにしてください。
SQLSTATE:
-525

説明:

24506
THE SQL STATEMENT CANNOT BE
EXECUTED BECAUSE IT WAS IN
ERROR AT BIND TIME FOR SECTION
= sectno PACKAGE = pkgname
CONSISTENCY TOKEN = X'contoken'

次のいずれかです。

v パッケージのバインド時にステートメントにエラーが
あったが、オプション SQLERROR(CONTINUE) が使

用されたために、このエラーが無視された。 エラー
があるため、ステートメントを実行することができな
い。
v ステートメントが、このロケーションでは実行可能ス
テートメントでないか、または DB2 アプリケーショ
ン・リクエスターによってしか実行可能でない (たと
えば、OS/2 で実行されているアプリケーションの
DECLARE TABLE によりこのメッセージが出されて
いる) 可能性がある。
変数は次のとおりです。
sectno セクション番号
pkgname
locid.collid.pkgid
contoken
16 進数の整合性トークン
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: この SQL ステートメントを示さ
れたロケーションで実行する予定でない場合は、エラー
のステートメントをそのロケーションで実行しないよう
に、プログラムを訂正してください。 次に、プリコン
パイル、コンパイル、およびバインドを行って、パッケ
ージを置き換えてください。 この SQL ステートメン
トが示されたロケーションで実行されることになってい
る場合は、バインド時に見つかった問題を訂正し、
ACTION(REPLACE) を指定した BIND を使用して、パ
ッケージをバインドし直してください。パッケージの複
数の版がバインドされていた場合は、次の SELECT ス
テートメントを実行して、どの版にエラーがあるかを判
別してください。SELECT VERSION FROM
locid.SYSIBM.SYSPACKAGE WHERE LOCATION = ' '
AND COLLID = 'collid' AND NAME = 'pkgid' AND
HEX(CONTOKEN) = 'contoken'
ここで、
locid

ロケーション名

collid

コレクション ID

pkgid

プログラム名

SQLSTATE:
-526

51015
THE REQUESTED OPERATION OR
USAGE DOES NOT APPLY TO table
type TEMPORARY TABLE table name

説明: DB2 では、実行される SQL ステートメント
が、 table name という 作成済み または 宣言済み 一
時表を参照することを前提としているので、ステートメ
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ントにある要求操作または使用は、一時表では許可され
ません。

ートメントは実行できません。オブジェクト表は変更さ
れません。

table type
CREATED または DECLARED

プログラマーの応答: まず外部キーの挿入値または更新
値を調べ、それを親表の親キー値それぞれと比較して、
問題の原因を判別してください。

CREATED は、CREATE GLOBAL
TEMPORARY TABLE ステートメントによっ
て定義された一時表用です。
DECLARED は、DECLARE GLOBAL
TEMPORARY TABLE ステートメントによっ
て定義された一時表用です。

SQLSTATE:
-531

table name
一時表の修飾名。
システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

プログラマーの応答: SQL ステートメントを変更し
て、オブジェクト参照が、示されているタイプの一時表
に対するものでないようにするか、 table type が宣言済
みで、table name に既存の永続的基本表を参照させるこ
とを目的としている場合は、以下のいずれかのアクショ
ンを行う必要があります。
v 別の修飾子を指定して、永続的基本表 table name を
再作成する。
v 同じアプリケーション・プロセスで、 table name に
対して DROP TABLE、さらに続けて COMMIT を実
行して宣言された一時表を除去し、あとで、同じアプ
リケーション・プロセスの同じ table name で、永続
的基本表を参照できるようにする。
v DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE ステート
メントをアプリケーション・プロセスから除去し、同
じ table name で永続的基本表を使用する。
SQLSTATE:

第 5 版 より前にバインドされたプランおよびパッケー
ジの場合は、 UPDATE 操作によって、オブジェクト表
の指定された行にある基本キーを更新しようとしました
が、指定された行の基本キーには、その基本キーと関連
する従属行があります。親行が従属行をもつ場合は、親
行の 1 次キーの値を更新することはできません。
システムの処置: この UPDATE ステートメントは実行
できません。 オブジェクト表は変更されません。
プログラマーの応答: オブジェクト表の親キーおよび従
属表の外部キーを調べ、親キーの指定された行の値を変
更する必要があるかどうかを判別してください。 これ
で問題が明らかにならない場合は、オブジェクト表と従
属表の内容を調べて、問題の原因を判別してください。
SQLSTATE:

23504

42995
THE INSERT OR UPDATE VALUE OF
FOREIGN KEY constraint-name IS
INVALID

説明: UPDATE または INSERT 操作で、オブジェクト
表の外部キーへの値の挿入が試みられました。しかし、
この値は、親表の親キーのどの値とも等しくありませ
ん。
行が従属表に挿入される場合は、外部キーの挿入値が、
関連する親表のある行の親キーの値と等しくなければな
りません。
外部キーの値が更新される場合は、外部キーの更新値
が、関連する親表のある行の親キーの値と等しくなけれ
ばなりません。
システムの処置: この UPDATE または INSERT ステ

80

PARENT KEY IN A PARENT ROW
CANNOT BE UPDATED BECAUSE IT
HAS ONE OR MORE DEPENDENT
ROWS IN RELATIONSHIP
constraint-name

説明: 第 5 版 で開始したバインドされたプランおよび
パッケージ、または動的 SQL の場合は、親キーの複数
行の更新によって、外部キーが従属している親キー値を
除去しようとしました。

-532
-530

23503

THE RELATIONSHIP constraint-name
RESTRICTS THE DELETION OF ROW
WITH RID X'rid-number'

説明: DELETE 操作で、オブジェクト表の指定された
親行および下層表のすべての関連する下層行を削除しよ
うとしました。 しかし、1 つまたは複数の下層表に関
して RESTRICT の削除規則が指定されています。
表の行は、RESTRICT または NO ACTION の削除規則
の関係において従属部分をもつため、または RESTRICT
または NO ACTION の削除規則の関係において従属し
ている行に削除がカスケードしているため、削除できま
せん。
システムの処置: この DELETE ステートメントは実行
できません。 オブジェクト表の内容は変更されませ
ん。
プログラマーの応答: すべての下層表の削除規則を調
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べ、問題の原因を判別してください。 関連する特定の
表は、'constraint-name' の関係から判別することができま
す。特定の下層行は、RID X'rid-number' で示されていま
す。
SQLSTATE:
-533

23504
INVALID MULTIPLE-ROW INSERT

説明: 副選択をもつ INSERT 操作で、自己参照表に複
数の行を挿入する試みが行われました。
INSERT 操作の副選択では、1 行のデータしか戻しては
なりません。
システムの処置: この INSERT ステートメントは実行
できません。 オブジェクト表の内容は変更されませ
ん。
プログラマーの応答: 副選択の検索条件を調べ、1 行だ
けのデータが選択されるようにしてください。
SQLSTATE:
-534

THE PRIMARY KEY CANNOT BE
UPDATED BECAUSE OF
MULTIPLE-ROW UPDATE

1 次キーを更新する UPDATE ステートメントを使用し
て、オブジェクト表の複数の行を更新することはできま
せん。
注: この SQLCODE は、第 5 版 より前にバインドさ
れたプランおよびパッケージに対してのみ出されま
す。 SQLCODE -534 は、動的 SQL または 第 5
版 以降のリリースでバインドされたプランおよび
パッケージには出されません。
システムの処置: この UPDATE ステートメントは実行
できません。 オブジェクト表の内容は変更されませ
ん。
プログラマーの応答: UPDATE ステートメントの検索
条件を調べ、オブジェクト表の 1 行だけが更新のため
に選択されるようにしてください。

-536

v CASCADE または SET NULL の削除規則の関係で、
'T' の従属表である。
v CASCADE または SET NULL の削除規則の関係で別
の表の従属表であり、'T' からの削除がその表にカス
ケードされる可能性がある。
システムの処置: この DELETE ステートメントを処理
することはできません。オブジェクト表の内容は変更さ
れません。
プログラマーの応答: 表が DELETE ステートメントの
影響を受ける可能性があるときは、 DELETE ステート
メントの副照会でその表を参照してはなりません。
SQLSTATE:
-537

21501

説明: UPDATE 操作で、オブジェクト表の複数の行の
1 次キーを更新する試みが行われました。

SQLSTATE:

された表は次のいずれかです。

21502
THE DELETE STATEMENT IS INVALID
BECAUSE TABLE table-name CAN BE
AFFECTED BY THE OPERATION

説明: 副照会で参照されている指示された表を用いた
DELETE 操作が試みられました。

42914
THE PRIMARY KEY CLAUSE, A
FOREIGN KEY CLAUSE, OR A
UNIQUE CLAUSE IDENTIFIES
COLUMN column-name MORE THAN
ONCE

説明: PRIMARY KEY、FOREIGN KEY、または
UNIQUE はそれぞれ、後ろに列名のリストを続けること
ができます。 このようなリストでは列名は 1 回だけし
か指定できませんが、ステートメントがこの規則に違反
しています。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、各列
に固有の名前を指定するようにしてください。
SQLSTATE:
-538

42709
FOREIGN KEY name DOES NOT
CONFORM TO THE DESCRIPTION OF
A PARENT KEY OF TABLE table-name

| 説明: 以下の理由の一つのために、示された外部キーの
| 定義が、示された表の親キーの記述と適合していませ
| ん。
| v 参照された親キーは、1 次キーまたは固有キーとして
定義されていません。
|
| v キーは、同じ列の数を持っていません。
| v キーの記述が同一ではありません。同一記述のオブジ
ェクトとしては、データ・タイプ、長さ属性、および
|
フィールド手順も含まれます。
|
| name は、外部キー文節に指定された制約名であるか、
| 制約名が指定されなかった場合は、この文節に指定され
| た最初の列名です。

'T' が DELETE のオブジェクト表である場合、その指示
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システムの処置:
できません。

|
|
|
|

プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、外部
キーの記述が 1 次キーまたは固有キーを参照するよう
に、または外部キーの記述が示された表の親キーの記述
に一致するようにしてください。
SQLSTATE:
-539

|
|
|
|
|

42830
TABLE table-name DOES NOT HAVE A
PRIMARY KEY

説明: 示されている表は 1 次キーを持っていないの
で、DB2 は CREATE または ALTER TABLE ステート
メントを実行することができません。したがって、1 次
キーを除去することも、表を参照制約の親として定義す
ることもできません。
システムの処置:
できません。

|
|
|
|

このステートメントを処理することは

このステートメントを処理することは

プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、1 次
キーを持つ表を参照するか、 FOREIGN KEY 文節で表
を参照する前に、ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY
で 1 次キーを定義してください。
SQLSTATE:
-540

-542

|
|

|
|
|
|

説明: このコードは、PRIMARY KEY、UNIQUE 制約
文節、または親キー (REFERENCES 文節経由) で識別
された列がヌル値を許可するように定義されていること
を報告するために使用されます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

| プログラマーの応答: PRIMARY KEY または UNIQUE
| 制約文節で識別された列の場合、ステートメントを訂正
| してやり直ししてください。
|
|
|
|

REFERENCES 文節で識別された列の場合は、親表を除
去してから、NOT NULL と定義された参照済みの列で
再作成してください。その後、ステートメントを再実行
します。
SQLSTATE:
-543

42888
THE DEFINITION OF TABLE table-name
IS INCOMPLETE BECAUSE IT LACKS
A PRIMARY INDEX OR A REQUIRED
UNIQUE INDEX

説明: 指定された表が、PRIMARY KEY 文節、
UNIQUE 文節、または GENERATED BY DEFAULT 属
性指定の ROWID 列によって定義されました。その定
義が不完全であるため、下記に対する固有索引が定義さ
れるまで、使用することができません。
v 基本キー (1 次索引)
v ROWID 列
v UNIQUE 文節（必要な固有索引）内のそれぞれの列
セットに対する

A ROW IN A PARENT TABLE
CANNOT BE DELETED BECAUSE
THE CHECK CONSTRAINT
check-constraint RESTRICTS THE
DELETION

システムの処置: DELETE ステートメントは実行され
ませんでした。 表の内容は変更されません。
プログラマーの応答: 従属表の外部キーと削除規則、お
よび競合する検査制約を検査してください。 競合しな
いように、削除規則または検査制約を変更してくださ
い。
SQLSTATE:

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

-544

プログラマーの応答: 表を参照する前に、その表に関す
る 1 次索引または必要な固有の索引を定義してくださ
い。
57001

42831

説明: ターゲット表は親表で、参照制約を使って SET
NULL の削除規則をもつ従属表に接続されているため、
削除操作は実行できません。 ただし、従属表で定義さ
れた検査制約は、列にヌル値が含まれないように制限し
ます。

FOREIGN KEY 文節または SQL 操作ステートメントの
中で、その表を使用する試みが行われました。

SQLSTATE:

column-name CANNOT BE A COLUMN
OF A PRIMARY KEY, A UNIQUE
CONSTRAINT, OR A PARENT KEY
BECAUSE IT CAN CONTAIN NULL
VALUES

23511
THE CHECK CONSTRAINT SPECIFIED
IN THE ALTER TABLE STATEMENT
CANNOT BE ADDED BECAUSE AN
EXISTING ROW VIOLATES THE
CHECK CONSTRAINT

説明: 既存の行が、ALTER TABLE ステートメントで
指定された検査制約に違反しています。
システムの処置:
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このステートメントは実行できませ

-545
ん。検査制約定義が表に追加されていません。 表定義
が変更されていません。

v 制約定義が、組み込み関数またはユーザー定義関数を
参照している。

プログラマーの応答: ALTER TABLE ステートメント
で指定された検査制約定義、および表中のデータを検査
して、 ALTER TABLE ステートメントが拒否された理
由を判別してください。

v 制約定義が、データの変換を必要とする cast 関数を
使用する。 検査制約に許可された唯一の関数は、デ
ータの変換を必要としない cast 関数です。

SELECT ステートメントを使って検査制約に違反した行
を判別し、 WHERE 文節の検査制約を無効にすること
ができます。 たとえば、次のように行います。
SELECT * FROM table WHERE (NOT (check-condition));
SQLSTATE:
-545

23512
THE REQUESTED OPERATION IS
NOT ALLOWED BECAUSE A ROW
DOES NOT SATISFY THE CHECK
CONSTRAINT check-constraint

説明: INSERT または UPDATE ステートメント上で、
表検査制約違反が生じました。結果の行が、表中の検査
制約定義に違反しました。
システムの処置: この INSERT または UPDATE ステ
ートメントは実行できません。 表の内容は変更されま
せん。
プログラマーの応答: SYSIBM.SYSCHECKS カタログ
表のデータおよび検査制約定義を調べて、 INSERT ま
たは UPDATE ステートメントが拒否された理由を判別
してください。検査制約を満たすには、データを変更し
なければなりません。
SQLSTATE:
-546

23513
THE CHECK CONSTRAINT
constraint-name IS INVALID

説明: CREATE TABLE または ALTER TABLE ステ
ートメントの検査制約は、以下のうち 1 つまたは複数
の理由で無効です。
v 制約定義が、フィールド・プロシージャーをもつ列を
参照している。
v 制約定義が、他のオペランドのデータ・タイプよりも
下位の階層の数値データ・タイプの列を参照してい
る。 階層は以下のとおり。
small integer < large integer < decimal
< single precision float < double precision float
v 制約定義が、他の列オペランドと同じではない数値デ
ータ・タイプをもつ列を参照する。

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行されませ

ALTER TABLE の場合、検査制約はオブジェクト表に
追加されません。表の定義は変更されません。
CREATE TABLE の場合、表は作成されません。
プログラマーの応答: 検査制約定義を訂正し、ステート
メントを再び実行してください。
SQLSTATE:
-548

42621
A CHECK CONSTRAINT THAT IS
DEFINED WITH column-name IS
INVALID

説明: CREATE TABLE または ALTER TABLE ステ
ートメントの検査制約は、以下のうち 1 つまたは複数
の理由で無効です。
v 制約定義が、フィールド・プロシージャーをもつ列を
参照している。
v 制約定義が、他のオペランドのデータ・タイプよりも
下位の階層の数値データ・タイプの列を参照してい
る。 階層は以下のとおり。
small integer < large integer < decimal
< single precision float < double precision float
v 制約定義が、他の列オペランドと同じではない数値デ
ータ・タイプをもつ列を参照する。
v 列および他のオペランドが文字ストリング・データ・
タイプではない場合、制約定義が、他のオペランドよ
りも長さが短い列を参照している。
v 制約定義が、ROWID 列をもつ列を参照している。
v 制約定義が、LOB 列をもつ列を参照している。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行されませ

ALTER TABLE の場合、検査制約はオブジェクト表に
追加されません。表の定義は変更されません。
CREATE TABLE の場合、表は作成されません。
プログラマーの応答: 検査制約定義を訂正し、ステート
メントを再び実行してください。
SQLSTATE:

42621

v 列および他のオペランドが文字ストリング・データ・
タイプではない場合、制約定義が、他のオペランドよ
りも長さが短い列を参照している。

第 2 章 SQL 戻りコード

83

-549
-549

システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
ません。

THE statement STATEMENT IS NOT
ALLOWED FOR object_type1 object_name
BECAUSE THE BIND OPTION
DYNAMICRULES(RUN) IS NOT IN
EFFECT FOR object_type2

プログラマーの応答: 以下のいずれかを実行して、エラ
ーを訂正してください。
v SQL ステートメントが組み込まれている場合、それ
を除去し、アプリケーション・プログラムを再びプリ
コンパイルおよびコンパイルし、 DYNAMICRULES
オプションを指定して BIND コマンドを再び出す。

説明: プログラムが、示された SQL ステートメントを
出そうとしました。この SQL ステートメントは、オプ
ション DYNAMICRULES(RUN) が有効でないプランま
たはパッケージから出すことができないいくつかの
SQL ステートメントのうちの 1 つです。この SQL ス
テートメントは以下のとおりです。

v 該当する場合、DYNAMICRULES(RUN) を使ってバイ
ンドされているパッケージまたはプランをもつ SQL
ステートメントを使用する。
v SQL ステートメントがバインドされるプランまたは
パッケージに、 DYNAMICRULES(RUN) オプション
をもつ REBIND コマンドを出す。

v 動的 GRANT ステートメント
v 動的 REVOKE ステートメント
v 動的 ALTER ステートメント

DYNAMICRULES オプションおよびその結果の予測に
ついての説明は、 DB2 コマンド解説書 の BIND
PACKAGE(DSN)、BIND PLAN(DSN)、REBIND
PACKAGE(DSN)、または REBIND PLAN(DSN) ステー
トメントを参照してください。 SQL ステートメントを
プログラムから除去するか、 DYNAMICRULES(RUN)
オプションを使ってプランまたはパッケージを再バイン
ドするかを判別してください。

v 動的 CREATE ステートメント
v 動的 DROP ステートメント
示された SQL ステートメントは以下のいずれかにバイ
ンドされています。
v オプション DYNAMICRULES(RUN) を指定してバイ
ンドされなかった名前付きプランまたはパッケージ。
v DYNAMICRULES オプションを使ってバインドされ
ていないが、 DYNAMICRULES(RUN) を使ってバイ
ンドされていないプランに追加されている名前付きパ
ッケージ。

SQLSTATE:
-551

statement
エラー状態の SQL ステートメント
object_type1
PACKAGE または DBRM

object_type1 が DBRM の場合、 object_name
は、書式 ’plan-name DBRM-name’ の DBRM
の名前です。

自分以外の auth-id から表を作成できるのは、許可 ID
が SYSADM、DBADM、または DBCTRL の場合だけで
す。自分以外の auth-id から視点を作成できるのは、許
可 ID が SYSADM の場合だけです。

object_type2
PLAN または PACKAGE

operation が ’GRANT ***’ のときは、GRANT ステー
トメントでキーワード ALL が使用されましたが、授与
者 auth-id が、授与すべき特権を所有していませんでし
た。

object_type1 が PACKAGE の場合、
object_type2 は、PACKAGE または PLAN (ど
ちらも RUN とは違う DYNAMICRULES 値を
使ってバインドされている) である可能性があ
ります。

84

auth-id DOES NOT HAVE THE
PRIVILEGE TO PERFORM
OPERATION operation ON OBJECT
object-name

説明: 許可 IDauth-id が、オブジェクト object-name に
operation を実行しようとしましたが、その操作を行う
適切な権限を与えられていません。 オブジェクトが読
み取り専用視点 (INSERT、 DELETE、または UPDATE
の) である場合、あるいは auth-id がそれ自身の許可 ID
以外の許可 ID を用いて表または視点を作成しようとし
た場合にも、このエラーが起こることがあります。

object_name
object_type1 が PACKAGE の場合、
object_name は、書式
’location-id.collection-id.package-id’ のパッケー
ジの名前です。

object_type1 が DBRM のとき、object_type2 は
PLAN です。

42509

|

DB2 が参照制約に関連する表を作成または変更してい
るときにこのエラーが起こった場合、このコードは、
FOREIGN KEY、DROP FOREIGN KEY、DROP
PRIMARY KEY、または DROP UNIQUE 操作を実行す
るのに必要な ALTER 特権をユーザーが持っていないこ

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

-552
とを示します。 object-name は、 CREATE または
ALTER TABLE ステートメントのオブジェクト表を識
別しているのであり、ユーザーが ALTER 特権を持って
いない表を指しているのではありません。
分散 SQL 要求でこのエラーが起こった場合は、次のと
おりです。
1. 要求側 DB2 またはサービス側 (応答側) DB2 のい
ずれかで許可 ID 変換が有効である場合、auth-id は
許可 ID に変換されます。 許可 ID の変換について
は、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版お
よび z/OS 版) 管理ガイド の第 3 部 (第 1 巻)を参
照してください。
2. SQL ステートメントで別名が使用された場合、
object-name は、解決済みのリモート表名または視点
名を表します。
操作が DROP PACKAGE の場合、オブジェクト名は、
コレクション ID、パッケージ名、および整合性トーク
ンからなります。 整合性トークンは、ユーザーが除去
権限をもっていないパッケージのバージョンを固有に識
別します。

#
#
#
#
#

ルーチンの呼び出し中にこのエラーが発生した場合は、
SQL パス内のいずれかの候補ルーチンに対する
EXECUTE 特権を許可 ID auth-id が持っていません。
object-name は、SQL パス内の候補ルーチンの名前で
す。
注: 第 5 版 からは、オブジェクトが存在せず、
CURRENT RULES 特殊レジスターが ’STD’ に設定
されている場合は、 SQLCODE -204 ではなく
SQLCODE -551 がランタイム・エラーとして戻され
ます。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

ご使用のシステムの処置: 許可に関する違反が試みられ
ていないかどうかを調べてください。
プログラマーの応答: 必要な操作を実行する権限が
auth-id に授与されていること、object-name が存在する
こと、および auth-id が別の許可 ID を使用して表を作
成しようとしていないことを確かめてください。
SQLSTATE:

42501

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
ご使用のシステムの処置: 許可に関する違反が試みられ
ていないかどうかを調べてください。
プログラマーの応答: 必要な操作を実行するのに必要な
権限がその許可 ID に与えられているかどうかを確かめ
てください。
SQLSTATE:
-553

auth-id DOES NOT HAVE THE
PRIVILEGE TO PERFORM
OPERATION operation

説明: 許可 ID 'auth-id' が、指定された操作 'operation'
を実行しようとしましたが、その操作を行う権限を与え
られていません。

auth-id SPECIFIED IS NOT ONE OF
THE VALID AUTHORIZATION IDS

説明: SQL SET CURRENT SQLID ステートメントで
'authorization-id' またはホスト変数の値として指定された
許可 ID が、ユーザーの 1 次許可 ID でも、関連する
2 次許可 ID の 1 つでもありません。
システムの処置: この SET CURRENT SQLID ステー
トメントは実行できません。 現行の SQL ID は変更さ
れません。
プログラマーの応答: ステートメント内のエラーを訂正
するか、またはセキュリティー管理者に連絡して、許可
ID をユーザーが使用できるように定義してもらってく
ださい。
SQLSTATE:
-554

42503
AN AUTHORIZATION ID CANNOT
GRANT A PRIVILEGE TO ITSELF

説明: 許可 ID が、その ID 自体が 'grantee' 許可 ID
リストの項目の 1 つとして指定されている GRANT ス
テートメントを実行しようとしました。
許可 ID が、それ自体に対して特権を GRANT するこ
とはできません。 ただし、SQLRULES(STD) が有効で
あるか、または CURRENT RULES に STD が含まれて
いる場合、自分への GRANT が許可されます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。特権は認可されません。
プログラマーの応答: GRANT ステートメントの使用に
関する制約事項については、 DB2 SQL 解説書 の第 4
章を参照してください。
SQLSTATE:

-552

42502

-555

42502
AN AUTHORIZATION ID CANNOT
REVOKE A PRIVILEGE FROM ITSELF

説明: 許可 ID が REVOKE ステートメントを実行し
ようとしましたが、そのステートメントには、その ID
自体が、取り消すべき許可 ID リストの項目の 1 つと
して指定されています。
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-556
許可 ID が、自分の特権を REVOKE することはできま
せん。 ただし、SQLRULES(STD) が有効であるか、ま
たは CURRENT RULES に STD が含まれている場合、
自分への REVOKE が許可されます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。特権は取り消されません。
プログラマーの応答: REVOKE ステートメントの使用
に関する制約事項については、 DB2 SQL 解説書 の第
5 章を参照してください。
SQLSTATE:
-556

ができます。 REVOKE ステートメントを訂正して、も
う一度実行してください。
SYSADM または SYSCTRL 権限をもつユーザーがこの
SQLCODE を受け取った場合は、 REVOKE ステートメ
ントから BY 文節が抜けている可能性があります。
SQLSTATE:
-557

42502
authid2 CANNOT HAVE THE privilege
PRIVILEGE on_object REVOKED BY
authid1 BECAUSE THE REVOKEE
DOES NOT POSSESS THE
PRIVILEGE OR THE REVOKER DID
NOT MAKE THE GRANT

42504
INCONSISTENT GRANT/REVOKE
KEYWORD keyword. PERMITTED
KEYWORDS ARE keyword-list

説明: GRANT または REVOKE ステートメントの、指
定された ’keyword’ の個所またはそれより前に、構文エ
ラーまたはつづり間違いがあります。 プログラマーの
助けとして、この文脈で許可されるキーワードのリスト
が ’keyword-list’ に示されています。
あるいは、

v 被取り消し者 Authid2 が、privilege を所有していな
い。

v GRANT または REVOKE ステートメントに指定され
た特権が、許可されない組み合わせになっています。
特権はすべて 1 つのタイプで統一されていなければ
ならず、また、 GRANT または REVOKE ステート
メントの形式と一致していなければなりません。

v 取り消し者 authid1 が、authid2 に特権を明示的に与
えていない。

v REVOKE UPDATE (column-list) は許可されません。
REVOKE UPDATE のみを使用できます。

v authid2 が、指定されたオブジェクトの所有者であ
る。

v キーワード DELETE、 INSERT、 SELECT、
TRIGGER、 UPDATE、 REFERENCES、および
ALTER を、補助表には指定できません。

説明: 次のいずれかの理由で、REVOKE ステートメン
トが失敗に終わりました。

v privilege が ' *** ' であるときは、 REVOKE ステー
トメントでキーワード ALL が使用されたが、被取り
消し者 authid2 が取り消すべきどのような特権も所有
していない。

システムの処置:
ん。

v 取り消し者 authid1 が ALL の場合、 BY ALL 文節
が REVOKE ステートメント中で使用されているが、
被取り消し者 authid2 は取り消すべき特権を所有して
いない。

SQLSTATE:

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: GRANT または REVOKE ステー
トメントの構文を訂正してください。

-558

42852
INVALID CLAUSE OR COMBINATION
OF CLAUSES ON A GRANT OR
REVOKE

許可 ID が SYSADM または SYSCTRL 権限をもち、
かつ BY 文節を指定している場合を除いて、許可 ID
は、他の許可 IDに 明示的に与えた 'privilege' だけしか
取り消すことができません。 また、いかなる許可 ID
であっても (SYSADM であっても)、オブジェクトの所
有者からオブジェクトに関する 'privilege' を取り消すこ
とはできません。

説明: GRANT または REVOKE ステートメントに指定
されたロケーション修飾子が無効です。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。どの許可 ID からも 'privilege' は取り消されませ
ん。

プログラマーの応答: GRANT ステートメントの有効な
キーワードについては、 DB2 SQL 解説書 の第 5 章を
参照してください。

プログラマーの応答: 適切な許可カタログ表を検査し
て、被取り消し者 authid2 が取り消すべき特権を所有し
ているかどうかを調べてください。 GRANTEE=authid2
および特権列 = 非ブランクを用いて、照会を行うこと

SQLSTATE:

86

システムの処置:
ん。
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このステートメントは実行できませ

56025

-559
-559

ALL AUTHORIZATION FUNCTIONS
HAVE BEEN DISABLED

説明: 許可メカニズムが DB2 サブシステムで使用不可
にされています。 したがって、GRANT および
REVOKE ステートメントは無視されます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。特権は認可または取り消されません。
プログラマーの応答: 許可メカニズムが DB2 サブシス
テムで使用可能にされるまで、 GRANT または
REVOKE ステートメントを実行してはなりません。
SQLSTATE:
-567

57002
bind-type AUTHORIZATION ERROR
USING auth-id AUTHORITY PACKAGE
= package-name PRIVILEGE = privilege

説明: 与えられた許可 ID は示された特権をもってい
ないため、示されたパッケージに対して示されたサブコ
マンドを呼び出すことはできません。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ (BIND |
REBIND | FREE)
auth-id パッケージ所有者の許可 ID
package-name
パッケージの名前
(location.collection.package.version)
privilege
保有されていない特権の名前
v BINDADD - ADD オプションを指定した
BIND を使用して新しいパッケージを作成す
る権限
v BIND - パッケージを BIND(REPLACE) ま
たは REBIND する権限
v COPY - 示されたパッケージから COPY す
る権限
v CREATE IN - 示されたコレクション内にパ
ッケージを作成する権限
システムの処置: 示されたパッケージのバインド、再バ
インド、または解放は行われません。
システム・プログラマーの応答: 示された特権を、パッ
ケージの所有者となる許可 ID に与える必要がありま
す。
SQLSTATE:

42501

-571

THE STATEMENT WOULD RESULT IN
A MULTIPLE SITE UPDATE

説明:
この SQLCODE は、次のような場合に出されます。
v IMS または CICS 環境で作動しているアプリケーシ
ョン・プログラムが、複数サイト更新機能がサポート
されないリモート・ロケーションにあるデータを変更
しようと試みた場合。
v アプリケーション・プログラムの、複数サイトでの更
新を引き起こすようなコミット有効範囲内に明示
SQL ステートメントがあるが、データが更新される
サイトの 1 つで複数サイト更新がサポートされない
場合。
アプリケーション・プログラムが、コミット有効範囲内
の 1 つのロケーションで明示的にデータを変更した場
合にも、この SQLCODE が出される可能性がありま
す。 次のような場合に、これが起こることがありま
す。
v アプリケーション・プログラムに関連するパッケージ
またはプランが無効にされている。
v パッケージまたはプランは、DB2 のあるリリースで
バインドされたが、前のリリースへの後退が行われて
いる。
上記に述べた状況では、ユーザーに代わって、明示的な
自動バインドが行われます。 自動バインドの結果とし
て、DB2 カタログが更新されます。 自動バインドが行
われたとき、この SQLCODE が出される条件となるの
は、次のとおりです。
v データが変更された 1 つのサイトで、複数サイト更
新がサポートされない。
v 自動バインドが、アプリケーション・プログラムが明
示的にデータを変更したところとは別のサイトで行わ
れている。
v 自動バインド時に、アプリケーション・プログラム内
の SQL ステートメントを処理するためにロックが保
持されている。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答:
v 複数サイト更新をサポートしないロケーションを参照
するアプリケーションの場合は、すべてのデータ変更
要求を、特定のコミット有効範囲内では 1 つのロケ
ーションに限定するようにしてください。
v リモート・データベース・システムが複数サイト更新
をサポートしない IMS または CICS 環境で作動中の
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-573
プログラムの場合は、すべての SQL ステートメント
を読み取り専用アクセスにしなければなりません。
v 自動バインドによってこの SQLCODE が出された場
合は、プランまたはパッケージを REBIND してくだ
さい。
SQLSTATE:

# -573
#
#
#
|
|
|
|
|

25000
THE PRIMARY KEY, FOREIGN KEY,
UNIQUE, OR PARTITIONING KEY
CLAUSE IDENTIFIES COLUMN
column-name MORE THAN ONCE

説明: PRIMARY KEY、FOREIGN KEY、UNIQUE、ま
たは PARTITIONING KEY はそれぞれ、後ろに列名の
リストを続けることができます。 このようなリストで
は列名は 1 回だけしか指定できませんが、ステートメ
ントがこの規則に違反しています。

# システムの処置: このステートメントは実行できませ
# ん。
# プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、各列
# に固有の名前を指定するようにしてください。
# SQLSTATE: 42709
| -574
|
|
|

THE SPECIFIED DEFAULT VALUE OR
IDENTITY ATTRIBUTE VALUE
CONFLICTS WITH THE DEFINITION
OF COLUMN column-name

|
|

説明: column-name に指定されたデフォルト値が次のい
ずれかの理由で無効です。

|
|
|

v 定数がこのデータ・タイプの定数のフォーマットに合
っていないか、値の長さまたは精度が誤っているた
め、この値を列に割り当てることができない。

|
|

v 浮動小数点定数が指定されているが、列は浮動小数点
データ・タイプではない。

| v 10 進定数が指定されており、列に割り当てられると
きに非ゼロの桁が切り捨てられる。
|
| v 値が 255 バイトより大きく、ストリング用の引用
符、16 進定数用の X などの接頭部文字、完全修飾関
|
数名、および括弧を含む。
|
| v USER か CURRENT SQLID のいずれかの特殊レジス
ターが指定され、文字ストリング・データ・タイプの
|
長さ属性が 8 未満。
|
| v システム生成の cast 関数は指定されたが、列がユー
ザー定義特殊タイプで定義されていない。
|
| v サポートされていない関数が指定された。 データ・
タイプが特殊タイプである場合にのみ、関数を指定す
|
ることができます。この場合、指定した関数は、この
|

88

|
|

特殊タイプに関連付けられたシステム生成の cast 関
数のいずれかでなければなりません。

| v LOB 列に NULL 以外の値で WITH DEFAULT が指
定された。
|
| v DECIMAL データ・タイプの一致列の START WITH
または INCREMENT BY オプションに、非ゼロ・ス
|
ケールの値が指定された。
|
| システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
| ません。
| プログラマーの応答: この列の定義に有効なデフォルト
| 値を指定してください。
SQLSTATE:

| -577
|
|
|
|

42894
object-type object-name ATTEMPTED TO
MODIFY DATA WHEN THE
DEFINITION OF THE FUNCTION OR
PROCEDURE DID NOT SPECIFY THIS
ACTION

| 説明: 現在の環境で、SQL ステートメントはデータを
| 変更することができません。以下のいずれかの状態が発
| 生しています。
| v ユーザー定義関数またはストアード・プロシージャー
object-name が呼び出され、データの変更が試みられ
|
ましたが、関数またはプロシージャーの定義が
|
MODIFIES SQL オプションなしに行われました。
|
|
|
|
|
|

v ユーザー定義関数またはストアード・プロシージャー
object-name が呼び出され、データ定義ステートメン
トの実行が試みられましたが、関数またはプロシージ
ャーの定義が MODIFIES SQL オプションなしに行わ
れました。

|
|
|
|

v READS SQL DATA、CONTAINS SQL、または NO
SQL により定義された関数またはプロシージャー
が、MODIFIES SQL DATA で定義された別の関数ま
たはプロシージャーの呼び出しを試みました。

|
|
|
|
|

ネストされた関数やプロシージャーの環境では、 SQL
オプションは、事実上、ネストされた関数およびプロシ
ージャーの階層で指定された、最も限定的な SQL オプ
ションです。 SQL データ・アクセス・オプションで
は、事実上、データを変更することができません。

|
|

システムの処置: この SQL ステートメントは失敗しま
した。

|
|
|
|
|

プログラマーの応答: ALTER ステートメントを使用し
て、関数またはプロシージャーを変更し、ステートメン
トがデータを変更できるようにするか、失敗した SQL
ステートメントを、外部関数または外部プロシージャー
から除去します。

|

SQLSTATE:

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

38002

-579
| -579
|
|
|

object-type object-name ATTEMPTED TO
READ DATA WHEN THE DEFINITION
OF THE FUNCTION OR PROCEDURE
DID NOT SPECIFY THIS ACTION

-581

説明: CASE 式が、互換性のない結果式 (THEN およ
び ELSE キーワードに続く式) を持つ CASE 式がステ
ートメント内にあります。 CASE 条件の結果データ・
タイプがすべて以下のいずれかでないため、結果式 の
データ・タイプが、非互換である場合があります。
v 文字
v 図形
v 数字
v 日付
v 時刻
v タイム・スタンプ

| 説明: 現在の環境で、SQL ステートメントはデータを
| 読み取ることができません。以下のいずれかの状態が発
| 生しています。
| v ユーザー定義関数またはストアード・プロシージャー
|
object-name が呼び出され、データの読み取りが試み
|
られましたが、関数またはプロシージャーの定義が
|
READS SQL DATA または MODIFIES SQL DATA
|
オプションなしに行われました。
| v CONTAINS SQL または NO SQL により定義された
関数またはプロシージャーが、READS SQL DATA
|
|
で定義された別の関数またはプロシージャーの呼び出
|
しを試みました。
|
|
|
|
|

ネストされた関数やプロシージャーの環境では、 SQL
オプションは、事実上、ネストされた関数およびプロシ
ージャーの階層内で指定された、最も限定的な SQL オ
プションです。 SQL データ・アクセス・オプションで
は、事実上、データを読み取ることができません。

|
|

システムの処置:
た。

|
|
|
|
|

プログラマーの応答: ALTER ステートメントを使用し
て、関数またはプロシージャーを変更し、ステートメン
トがデータを読み取れるようにするか、失敗した SQL
ステートメントを、外部関数または外部プロシージャー
から除去します。

|

SQLSTATE:
-580

|
|
|
|

ユニコードでエンコードされている場合、文字およびグ
ラフィック・データ・タイプは互換性を持ちます。ユニ
コードの詳細については DB2 SQL 解説書 を参照して
ください。
システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。
プログラマーの応答:
正してください。

SQL ステートメントは失敗しまし

SQLSTATE:
-582

38004

42804
THE SEARCH-CONDITION IN A
SEARCHED-WHEN-CLAUSE CANNOT
BE A QUANTIFIED PREDICATE, IN
PREDICATE, OR AN EXISTS
PREDICATE.

システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。

説明: キーワード NULL でコーディングされている結
果式 (THEN および ELSE キーワードに続く式) をすべ
て含むステートメントに CASE 式が含まれています。

プログラマーの応答: 検索条件 を訂正してください。
SQLSTATE:

42625

このステートメントを処理することは

プログラマーの応答: CASE 式を変更して、少なくと
も 1 つの結果式 を NULL 以外のキーワードで指定し
てください。
SQLSTATE:

互換性を持つように結果式 を訂

説明: searched-when-clause の検索条件 が限定述部、IN
述部、または EXISTS 述部を指定していますが、この
指定は許されていません。

THE RESULT-EXPRESSIONS OF A
CASE EXPRESSION CANNOT ALL BE
NULL

システムの処置:
できません。

THE DATA TYPES OF THE
RESULT-EXPRESSIONS OF A CASE
EXPRESSION ARE NOT COMPATIBLE

42625

-583

|

THE USE OF FUNCTION function-name
IS INVALID BECAUSE IT IS NOT
DETERMINISTIC OR HAS AN
EXTERNAL ACTION

| 説明: 関数 function-name は、非 deterministic 関数、ま
| たは外部アクションを伴う関数として定義されます。こ
のタイプの関数は、これが使用されるコンテキストにお
いてはサポートされていません。 上記の関数が無効な
コンテキストは次の通りです。
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-585
v 単純ケース式の最初の WHEN キーワードの前の式の
中
v WITH CHECK OPTION が指定されている場合の、
CREATE VIEW ステートメントの副選択の WHERE
文節の中

|

v ORDER BY 文節の式の中
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 非 deterministic 関数または外部
アクション関数を使用する意図がなかった場合は、それ
らの特性を持たない関数を代わりに使用します。非
deterministic 関数または外部アクション関数に関連する
振る舞いが意図されている場合は、その意図を明示する
ステートメントのフォームを使用してください。
v simple-when-clause ではなく、関数が各検索条件で指
定される、対応する searched-when-clause を使用して
ください。
v WITH CHECK OPTION を CREATE VIEW ステート
メントから除去してください。

| v 関数を ORDER BY 文節から除去します。列が照会
|
の結果セットの一部である場合は、ORDER BY 文節
|
の式を、ソート・キーの simple-integer または
simple-column-name のフォームに変更してください。
|
詳細については、DB2 SQL 解説書の ORDER BY 構
|
文図を参照してください。
|
SQLSTATE:
-585

42845
THE SCHEMA NAME schema-name
CANNOT APPEAR MORE THAN
ONCE IN THE CURRENT PATH

説明: 現行パスに複数個の schema-name が含まれてい
ます。 現行パスには、各スキーマ名を 1 つしか含むこ
とができません。
システムの処置:
ん。

-586

42732
THE TOTAL LENGTH OF THE
CURRENT PATH SPECIAL REGISTER
CANNOT EXCEED 254 CHARACTERS

説明: 現行パスの特殊レジスターは VARCHAR(254)
と定義されています。 ストリングの内容に、 2 重引用
符によって区切られ、コンマによって次のスキーマ名と
分離される各スキーマ名が含まれています。 現行パス
内のすべてのスキーマ名のストリングの全長は 254 文
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システムの処置: このステートメントは実行されませ
ん。
プログラマーの応答: 254 文字の最大長に適合するよう
に、スキーマ名を除去して全長を短くしてください。
すべてのスキーマ名が必要な場合は、現行パスに必要な
スキーマ名が少なくてすむように、いくつかのユーザー
定義関数を統合することが必要となります。
SQLSTATE:
-587

42907
A LIST OF item-references ARE NOT IN
THE SAME FAMILY

説明: SET ステートメントの各 item-reference は、
host-variable か transition-variable のいずれかです。
item-references のリストは、同じファミリーのリストで
なければなりません。すなわち、item-references のいず
れかが transition-variable であれば、リスト内のすべて
の item-references が transition-variable でなければなり
ません。ステートメントが、CREATE TRIGGER ステー
トメントのトリガー・アクション内で使用されるのであ
れば、各 item-reference は transition-variable を識別す
る必要があります。ステートメントがこれ以外のコンテ
キストで使用されるのであれば、各 item-reference は
host-variable を識別する必要があります。
システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。
プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、再実
行してください。
SQLSTATE:
-590

説明:

428C6
PARAMETER NAME parameter-name IS
NOT UNIQUE IN THE CREATE FOR
ROUTINE routine-name

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 現行パスから重複する
schema-name を除去してください。
SQLSTATE:

字を超えることはできません。 このメッセージの原因
となる SET CURRENT PATH ステートメントはこの限
界を超えます。

routine-name の CREATE FUNCTION または

| CREATE PROCEDURE ステートメントで指定されたパ
| ラメーター名 parameter-name が固有ではありません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: すべてのパラメーター名が
CREATE ステートメント内で固有になるように、パラ
メーター名を変更してください。
SQLSTATE:

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

42734

-592
-592

NOT AUTHORIZED TO CREATE
FUNCTIONS OR PROCEDURES IN
WLM ENVIRONMENT env-name

-594

| 説明: このメッセージは、以下の場合に出されます。

説明: CREATE VIEW ステートメントは、ヌル可能
ROWID 列を使用して視点の新規作成を試みました。
ROWID 列 (またはソース・タイプが ROWID である特
殊タイプ列) は、ヌル値をサポートしていません。以下
のいずれかの状態が発生しています。

| v env-name トークンの値が 'NO WLM
|
ENVIRONMENT' であり、CREATE PROCEDURE ス
|
テートメントまたは ALTER PROCEDURE ステート
|
メントに NO WLM ENVIRONMENT 文節が指定され
|
たため、DB2 管理のストアード・プロシージャー・
|
アドレス・スペースへの許可検査が失敗した。

v CREATE VIEW ステートメントの副選択に外部結合
が含まれており、その結果表の列が、ヌル値を許可す
る必要のある ROWID 列である。

| v DB2 管理ストアード・プロシージャー・アドレス・
|
スペースがない。
システムの処置:
ん。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ヌル値を許可する必要のある
ROWID 列を作成しないように、ステートメントの内容
を変更してください。

| プログラマーの応答: エラーを訂正するには、以下のい
| ずれかのアクションを行ってください。

SQLSTATE:

| v env-name トークンの値が 'NO WLM
|
ENVIRONMENT' ならば、WLM ENVIRONMENT キ
ーワードに別の値を選択するか、指定された WLM
|
ENVIRONMENT でオブジェクトを作成する許可をシ
|
ステム管理者に要求してください。
|

-601

| v DB2 管理ストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースがない場合は、その作成を要求してくださ
|
い。また、RACF PERMIT を完了させ、このリソー
|
スにアクセスできるように要求してください。
|

-593

説明: ソース・タイプが ROWID である ROWID 列お
よび特殊タイプ列は、ヌル値をサポートしていません。
ROWID 列 (またはソース・タイプが ROWID である特
殊タイプ) が CREATE TABLE、ALTER TABLE、また
は DECLARE TABLE ステートメントで定義されるとき
は、その列に NOT NULL 文節が指定されなければなり
ません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントを変更して、
ROWID 列 column-name に NOT NULL を指定してく
ださい。
SQLSTATE:

42831

THE NAME OF THE OBJECT TO BE
CREATED OR THE TARGET OF A
RENAME STATEMENT IS IDENTICAL
TO THE EXISTING NAME name OF
THE OBJECT TYPE obj-type

v CREATE ステートメントで、タイプ obj-type のオブ
ジェクト name の作成が試みられましたが、同じ名前
をもつそのタイプのオブジェクトがすでに DB2 サブ
システムに定義されています。

42510
NOT NULL MUST BE SPECIFIED FOR
ROWID OR DISTINCT TYPE COLUMN
column-name

42831

説明: 次の状況の 1 つが検出されました。

| 上記のどちらかを行った後に、SQL ステートメントを
| 再実行してください。
SQLSTATE:

ATTEMPT TO CREATE A NULLABLE
ROWID OR DISTINCT TYPE COLUMN
column-name

|

– obj-type が CONSTRAINT ならば、name は、
CREATE または ALTER TABLE のいずれかのス
テートメントの FOREIGN KEY 文節、CHECK 文
節、PRIMARY KEY 文節、または UNIQUE 文節
で指定されました。表で定義される参照保全、検査
制約、1 次キー、および固有キー制約の名前は、す
べて固有でなければなりません。
– obj-type が TABLE または VIEW で、CREATE
ALIAS ステートメントが失敗した場合、 CREATE
ALIAS ステートメントで指定された別名は、指定
された表名または視点名と同じです。 TABLE ま
たは VIEW は、DB2 サブシステムに存在しない可
能性があります。
– obj-type が DISTINCT TYPE であり、 CREATE
DISTINCT TYPE ステートメントが失敗した場
合、 CREATE DISTINCT TYPE ステートメントで
指定された特殊タイプ名と同じ名前を持ったユーザ
ー定義タイプがすでに存在します。
– obj-type が FUNCTION または PROCEDURE であ
り、 CREATE FUNCTION または CREATE
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-602
PROCEDURE ステートメントが失敗した場合、
CREATE FUNCTION または CREATE
PROCEDURE ステートメントで指定された名前と
同じ名前を持ったルーチンがすでに存在します。

#
#
#
#
#

– obj-type が PROCEDURE であり、SQL プロシー
ジャーの CREATE PROCEDURE ステートメント
が失敗した場合、暗黙的または明示的に指定された
外部名と同じ名前をもつ SQL プロシージャーがす
でに存在している可能性があります。
– obj-type が FUNCTION であり、 CREATE
DISTINCT TYPE ステートメントが失敗した場
合、ソース・タイプの特殊タイプと入力パラメータ
ーと同じ名前を持った cast 関数がすでに存在する
か、または特殊タイプ名のソース・タイプと入力パ
ラメーターと同じ名前を持った cast 関数がすでに
存在します。
v RENAME ステートメントがターゲット名 name を指
定しましたが、同じ名前をもつオブジェクトがすでに
DB2 サブシステムに定義されています。

-603

説明: CREATE INDEX ステートメントで定義された索
引は、固有の索引として作成できません。指定の表にす
でに、識別された列の値に関して重複している行が含ま
れているためです。
システムの処置:
ん。

プログラマーの応答: 既存のオブジェクトを除去する
か、または別の名前を選んでください。 obj-type がデー
タ・セットの場合は、CREATE を再試行する前に、デ
ータ・セットの IDCAMS DELETE を行う必要がありま
す。 DB2 におけるオブジェクト名の有効範囲について
は、 DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照してください。
SQLSTATE:
-602

42710
TOO MANY COLUMNS SPECIFIED IN
A CREATE INDEX

説明: CREATE INDEX ステートメントに指定された列
の数が、DB2 で許可される最大値の 64 を超えていま
す。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: データを調べ、重複データが有効
かどうかを確かめてください。あるいは、非固有の索引
を作成することを考慮してください。
SQLSTATE:
-604

システムの処置: CREATE、ALTER、または RENAME
ステートメントを実行できません。 新しいオブジェク
トの作成、既存のオブジェクトの変更、および既存のオ
ブジェクトの名前変更は行われません。

A UNIQUE INDEX CANNOT BE
CREATED BECAUSE THE TABLE
CONTAINS ROWS WHICH ARE
DUPLICATES WITH RESPECT TO
THE VALUES OF THE IDENTIFIED
COLUMNS

23515
A DATA TYPE DEFINITION SPECIFIES
AN INVALID LENGTH, PRECISION,
OR SCALE ATTRIBUTE

説明: CREATE または ALTER ステートメントのデー
タ・タイプ定義に、無効な長さ、精度、または位取り属
性の指定が含まれています。 さらに、データ・タイプ
の指定が誤っているか無効である場合もあります。 ま
たは、CREATE TABLE LIKE view で参照される視点の
列定義の長さが無効です。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定されたオブジェクトの作成または変更は行われ
ません。
プログラマーの応答: 構文を訂正し、ステートメントを
再実行依頼してください。 オブジェクトのデータ・タ
イプの有効な長さ、精度、および位取り属性について
は、 DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照してください。
SQLSTATE:

42611

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された索引は作成されません。

-607

プログラマーの応答: システムで決められた列の限界値
の 64 に従うように、索引定義を変更しなければなりま
せん。

説明: SQL ステートメントで指定されたオブジェクト
に、操作またはオプションを実行することはできませ
ん。

SQLSTATE:

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

54008

OPERATION OR OPTION operation IS
NOT DEFINED FOR THIS OBJECT

プログラマーの応答: このオブジェクトで SQL ステー
トメントのオプションを実行できない場合、 SQL ステ
ートメントを修正してステートメントを再実行依頼して
ください。 オブジェクトで操作が定義されていない場
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-611
合、ステートメントは実行できません。
SQLSTATE:
-611

説明:

42832
ONLY LOCKMAX 0 CAN BE
SPECIFIED WHEN THE LOCK SIZE
OF THE TABLESPACE IS
TABLESPACE OR TABLE

このメッセージは、以下の場合に出されます。

v 表スペースの LOCKSIZE が現在 TABLESPACE また
は TABLE で、 LOCKMAX が非ゼロ値に変更中ま
たは作成中の場合。
v 表スペースの LOCKSIZE が TABLESPACE または
TABLE に変更中で、 LOCKMAX が非ゼロ値に変更
中または作成中の場合。
LOCKSIZE が TABLESPACE または TABLE の場合、
このレベルではロック・エスカレーションはサポートさ
れていないため、 LOCKMAX は 0 でなければなりま
せん。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:
さい。

次のいずれかの処置をとってくだ

v LOCKMAX 0 を指定してステートメントを再び実行
してください。
v 表スペースの LOCKSIZE を、TABLESPACE または
TABLE 以外の値に変更してください。
SQLSTATE:
-612

UPDATE OF 文節における各列に対して固有な名前を指
定してください。 ALTERステートメントを訂正して、
ALTER COLUMN の各文節に固有の名前を指定するよ
うにしてください。
PRIMARY KEY、FOREIGN KEY、または UNIQUE 文
節の列リストに同じ列名が複数回現れる場合も、
CREATE TABLE でこのエラーが起こる場合がありま
す。
SQLSTATE:
-613

システムの処置: この CREATE または ALTER ステ
ートメントは実行できません。 指定された表の作成ま
たは変更は行われません。
プログラマーの応答: 規定の限界内におさまるように表
定義を変更してください。
SQLSTATE:
-614

column-name IS A DUPLICATE
COLUMN NAME

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された索引、表、視点、またはトリガーは作成
されませんでした。

THE PRIMARY KEY OR A UNIQUE
CONSTRAINT IS TOO LONG OR HAS
TOO MANY COLUMNS

説明: PRIMARY KEY または UNIQUE の後に続く列
のリストの中で、列の数が 64 を超えているか、または
列の長さ属性の合計がその索引タイプに許可される値を
超えています。

53088

説明: CREATE INDEX、CREATE TABLE、CREATE
VIEW、または ALTER TABLE ステートメントが、索
引、表、視点の 2 つ (または 3 つ以上) の列に対して
同じ column-name を指定しています。あるいは、トリ
ガー定義の UPDATE OF 文節が同じ列名を複数回指定
しています。 列名は索引、表、視点内において、また
はトリガー定義の UPDATE OF 文節において固有でな
ければなりません。ALTER COLUMN 文節および ADD
CHECK CONSTRAINT 文節において指定する場合以外
は、列を複数の ALTER TABLE 文節において指定する
ことはできません。

42711

54008
THE INDEX CANNOT BE CREATED
OR THE LENGTH OF A COLUMN
CANNOT BE CHANGED BECAUSE
THE SUM OF THE INTERNAL
LENGTHS OF THE IDENTIFIED
COLUMNS IS GREATER THAN THE
ALLOWABLE MAXIMUM

説明: キー列の内部 の長さの合計が許可される最大値
を超えてしまうので、索引を作成できないか、または列
の長さを変更できません。キーの最大許可長は 255 で
す。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された索引は作成されないか、または列の長さ
は変更されません。
プログラマーの応答: 索引の定義を変更して (1 つまた
は複数のキー列を除去するなどの方法で)、キーの長さを
許可される最大長に減らしてください。 上記以外の最
大キーとその計算方法の詳細については、 DB2 SQL 解
説書 の第 5 章を参照してください。
SQLSTATE:

54008

プログラマーの応答: CREATE ステートメントを訂正
して、索引、表、視点の各列、またはトリガー定義の
第 2 章 SQL 戻りコード
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-615
-615

によってのみ、トリガー・パッケージを除去することが
できます。

operation-type IS NOT ALLOWED ON A
PACKAGE IN USE

SQLSTATE:

42893

説明: パッケージが同じアプリケーション・プロセスで
使用中のため、操作 'operation-type' を実行することがで
きません。

-617

operation-type
バインド操作のタイプ (BIND、REBIND、また
は DROP)

説明: タイプ 1 索引を次の表に作成することはできま
せん。
v ラージ表スペース内の表

システムの処置: パッケージに対する
BIND、REBIND、または DROP 操作は実行されませ
ん。

v LOCKSIZE ROW をもった表スペース内の表
v 補助表

プログラマーの応答: パッケージが同じアプリケーショ
ン・プロセスで使用中でないときに BIND、REBIND、
または DROP 操作を呼び出すように、アプリケーショ
ンを変更してください。
SQLSTATE:
-616

A TYPE 1 INDEX IS NOT VALID FOR
TABLE table-name

さらに、タイプ 1 索引を表の ROWID 列で作成できま
せん。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。索引は作成されません。

55006

プログラマーの応答: 索引をタイプ 2 として作成する
か、LOCKSIZE ROW が使用されていた場合は、表を含
む表スペースの LOCKSIZE を、LOCKSIZE ROW 以外
の値に変更してください。

obj-type1 obj-name1 CANNOT BE
DROPPED BECAUSE IT IS
REFERENCED BY obj-type2 obj-name2

SQLSTATE:

説明: あるタイプのオブジェクトに依存している他のオ
ブジェクトがある場合、そのタイプのオブジェクトは除
去できません。 たとえば、あるストレージ・グループ
を使用する既存の表スペースが 1 つまたは複数ある場
合、そのストレージ・グループを除去することはできま
せん。

-618

56089
OPERATION operation IS NOT
ALLOWED ON SYSTEM DATABASES

指定された DROPス テートメントを実行すると、タイ
プ obj-type2 のオブジェクト obj-name2 が依存している
タイプ obj-type1 のオブジェクト obj-name1 が除去され
てしまいます。

説明: システム・データベースは、ある種の操作のオブ
ジェクトとすることができません。 試みられた
'operation' は、システム・データベースには実行できま
せん。 このエラーの理由としては、システム・データ
ベースの作成中に CCSID ASCII が指定されたことが考
えられます。

システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。指定されたオブジェクトは除去されませ
ん。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定のシステム・データベースに変更は行われませ
んでした。

プログラマーの応答: DROP ステートメントに指定さ
れたオブジェクトが本当に除去するオブジェクトである
かどうかを確かめてください。 その場合は、最初に、
そのオブジェクトに依存している既存のすべてのオブジ
ェクトを除去しておかなければなりません。

プログラマーの応答: 要求された操作をシステム・デー
タベースに実行してはなりません。

LOB 表スペースと別の表スペースの間に関連がある場
合は、 LOB 表スペースを除去することはできません。
関連した基本表をまず除去する必要があります。
移植された補助表とその索引は、関連した基本表を除去
することによってのみ除去することができます。
トリガー・パッケージは明示的に除去することができま
せん。 DROP TRIGGER ステートメントで関連したト
リガーを除去するか、またはトリガー表を除去すること
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SQLSTATE:

42832

|
|

-619

|
|
|
|
|

説明: データベース内の表スペース、テーブル、または
インデックスに対するステートメント
CREATE、ALTER、または DROPは、 (STOP コマンド
を使用して) データベースが停止されないかぎり、処理
することはできません。

OPERATION DISALLOWED BECAUSE
THE DATABASE IS NOT STOPPED

システムの処置:
できません。
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このステートメントを処理することは

-620
プログラマーの応答: ステートメントを再実行依頼する
前に、-DISPLAY DATABASE コマンドを出して、作業
ファイル・データベースが停止されているかどうかを確
かめてください。

プログラマーの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 CREATE DATABASE を成功させるに
は、その前にこの矛盾を訂正しておかなければなりませ
ん。

SQLSTATE:

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

-620

55011
KEYWORD keyword IN stmt type
STATEMENT IS NOT PERMITTED
FOR A space type SPACE IN THE
database type DATABASE

SQLSTATE:

58001

説明: SQL ステートメント stmt type に指定された
keyword は、 database type データベースの space type
スペースに使用できない属性を示します。

-622

keyword 使用できないキーワードを示します。

説明: FOR MIXED DATA は CREATE あるいは
ALTER TABLE、CREATE FUNCTION、あるいは
CREATE PROCEDURE ステートメントの列記述に指定
されましたが、MIXED DATA インストール・オプショ
ンが NO に設定されています。 FOR MIXED DATA
は、MIXED DATA インストール・オプションが YES
に設定されている場合にのみ有効です。

stmt type
CREATE または ALTER
CREATE は CREATE TABLESPACE または
CREATE INDEX 用。
ALTER は ALTER TABLESPACE または
ALTER INDEX 用。
space type
TABLE または INDEX
TABLE は表スペース用、 INDEX は索引スペ
ース用です。
database type
WORK FILE または TEMP
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: database type データベースの
space type スペースに使用できる属性または使用できな
い属性については、DB2 SQL 解説書 を参照してくださ
い。 stmt type ステートメントを訂正して、再実行依頼
してください。
SQLSTATE:
-621

53001
DUPLICATE DBID dbid WAS
DETECTED AND PREVIOUSLY
ASSIGNED TO database-name

説明: 作成中の現行データベースに 'dbid' の DBID が
割り当てられましたが、これは、データベース
'database-name' に割り当てられている DBID と同一で
す。 DB2 カタログとディレクトリーの間に矛盾があり
ます。

FOR MIXED DATA IS INVALID
BECAUSE THE MIXED DATA
INSTALL OPTION IS NO

システムの処置: このステートメントは実行されませ
ん。
プログラマーの応答: インストール・オプションまたは
FOR 文節のいずれかを変更してください。 インストー
ル・オプションが正しく NO にセットされている場
合、使用できる FOR 文節オプションは、BIT および
SBCS です。
SQLSTATE:
-623

56031
A CLUSTERING INDEX ALREADY
EXISTS ON TABLE table-name

説明: この CREATE INDEX ステートメントは、指定
された表に 2 番目のクラスター索引を作成してしまい
ます。 与えられた表は 1 つのクラスター索引しかもつ
ことができません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: オブジェクト表の既存のクラスタ
ー索引を識別し、その妥当性を調べてください。 ある
いは、CLUSTER 属性なしで索引を作成することを考慮
してください。
SQLSTATE:

55012

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。新しいオブジェクトの作成も既存のオブジェクトの
変更も行われません。
第 2 章 SQL 戻りコード
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-624
-624

TABLE table-name ALREADY HAS A
PRIMARY KEY OR UNIQUE KEY
CONSTRAINT WITH SPECIFIED
COLUMNS

|
|
|

説明: このコードは、表が以下のいずれかであるため
に、ALTER TABLE ステートメントで 1 次キーまたは
固有キーを定義できないことを示すときに使用しま
す。。

|

v すでに 1 次キーがある。

|
|

v あるいは、新しいキーと同じ定義 (指定された同じ列
セット) の既存の固有制約がある。
システムの処置:
ん。

-627

説明: PRIQTY、SECQTY、または ERASE 文節が指定
され、USING STOGROUP が指定されなかったとき、し
かもページ・セットにユーザー管理のデータ・セットが
ある場合に、このコードが使用されます。
システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
ません。
プログラマーの応答: 正しい表または区画が指定されて
いるかどうかを確かめてください。 ユーザー管理デー
タ・セットの 1 次および 2 次スペース割り振りは、
ALTER ステートメントでは変更できません。

このステートメントは実行できませ

SQLSTATE:

| プログラマーの応答: 表を複数の 1 次キーで定義しよ
| うとしたり、既存の固有制約の定義を複写した固有制約
| を定義しようとしたりしないでください。
SQLSTATE:
-625

|
|
|
|
|

説明: 表に、指定された 1 次キーまたは固有キーと同
じキーの固有索引がないため、ALTER TABLE ステー
トメントが無効です。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ALTER TABLE ステートメント
に指定されたキー・リストが、表の既存の固有索引を識
別しているかどうかを確かめてください。
SQLSTATE:
-626

-628

42889
TABLE table-name DOES NOT HAVE
AN INDEX TO ENFORCE THE
UNIQUENESS OF THE PRIMARY OR
UNIQUE KEY

55014
THE ALTER STATEMENT IS NOT
EXECUTABLE BECAUSE THE PAGE
SET IS NOT STOPPED

説明: ALTER ステートメントに BUFFERPOOL、
USING、 PRIQTY、 SECQTY、 ERASE、または
GBPCACHE 文節が指定されていますが、ページ・セッ
トが停止されていません。

THE ALTER STATEMENT IS INVALID
BECAUSE THE PAGESET HAS
USER-MANAGED DATA SETS

55016
THE CLAUSES ARE MUTUALLY
EXCLUSIVE

# 説明: 相互に排他的な文節がステートメントに指定され
# ました。たとえば、次のようなものがあります。
# v CREATE DATABASE ステートメントに AS
WORKFILE と AS TEMP が含まれている。
#
# v ALTER TABLE ステートメントに次のものが含まれ
ている。
#
#

– ALTER COLUMN と VALIDPROC

#

– ALTER COLUMN と検査制約文節以外の文節

#
#
#

– DROP CONSTRAINT と、DROP FOREIGN
KEY、DROP CHECK、DROP PRIMARY KEY、ま
たは DROP UNIQUE のいずれか

# v ALTER ステートメントまたは CREATE TABLE ス
テートメントの「列定義」に、次のものが含まれてい
#
る。
#
#

– NOT NULL と DEFAULT NULL

#

– FIELDPROC と DEFAULT

# v CREATE TABLESPACE ステートメントに次のものが
含まれている。
#
#

– SEGSIZE と NUMPART

#

– SEGSIZE と LARGE

#

– SEGSIZE と MEMBER

この SQL ステートメントは実行でき

# v ALTER または CREATE TABLESPACE に、
LOCKPART YES と LOCKSIZE TABLESPACE が含
#
まれている。
#

プログラマーの応答: このステートメントを再実行依頼
する前に、ページ・セットを停止してください。

# v CREATE FUNCTION ステートメントに次のものが含
まれている。
#

SQLSTATE:

#

– SOURCE と CAST FROM

#

– SOURCE と RETURNS TABLE

システムの処置:
ません。
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-629
#
#

– SOURCE と、外部関数の定義に使用される文節
(例: EXTERNAL、LANGUAGE、NO SQL)

| ションを変更して、ステートメントを再実行してくださ
| い。

# v ALTER ステートメントまたは CREATE FUNCTION
ステートメントに次のものが含まれている。
#

SQLSTATE:

#
#
#
#

– LANGUAGE JAVA または PROGRAM TYPE
MAIN。LANGUAGE JAVA を指定する場合は、
PROGRAM TYPE SUB も指定する必要がありま
す。

-629

#
#

– NO SQL、かつ関数が JAR を使用する JAVA 関
数である。

# v CREATE ステートメントまたは ALTER
PROCEDURE ステートメントに次のものが含まれて
#
いる。
#

42613
SET NULL CANNOT BE SPECIFIED
BECAUSE FOREIGN KEY name
CANNOT CONTAIN NULL VALUES

説明: このコードは、キーのどの列でもヌル値が許可さ
れないので、示された FOREIGN KEY 文節の SET
NULL オプションは無効です。name は、FOREIGN
KEY 文節に指定された制約名であるか、制約名が指定
されなかった場合は、この文節に指定された最初の列名
です。

#
#
#

– NO WLM ENVIRONMENT と PROGRAM TYPE
SUB。NO WLM ENVIRONMENT を指定する場合
は、SECURITY も指定する必要があります。

システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。

#
#
#
#

– NO WLM ENVIRONMENT と、SECURITY USER
または SECURITY DEFINER のどちらか。 NO
WLM ENVIRONMENT を指定する場合は、
SECURITY DB2 も指定する必要があります。

SQLSTATE:

#
#
#
#

– LANGUAGE COMPJAVA と PROGRAM TYPE
MAIN。LANGUAGE COMPJAVA を指定する場合
は、PROGRAM TYPE SUB も指定する必要があり
ます。

#
#
#
#

– LANGUAGE JAVA または PROGRAM TYPE
MAIN。LANGUAGE JAVA を指定する場合は、
PROGRAM TYPE SUB も指定する必要がありま
す。

#
#
#

– LANGUAGE REXX と、PARAMETER STYLE
DB2SQL または PARAMETER STYLE JAVA のど
ちらか。

#
#

– NO SQL、かつプロシージャーが JAR を使用する
JAVA プロシージャーである。

# v CREATE TRIGGER ステートメントが
OLD、NEW、OLD_TABLE、または NEW_TABLE に
#
対して複数の相関名を指定している。 これらの各相
#
関指定を CREATE TRIGGER ステートメントにおい
#
て複数回行うことはできません。
#
# v DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE ステート
メントが、INCLUDING COLUMN DEFAULTS と
#
USING TYPE DEFAULTS を含む AS (副選択) 文節
#
を使用している。
#
# v DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE ステート
メントの AS (subselect) 文節に、INCLUDING
#
COLUMN DEFAULTS 文節と USING TYPE
#
DEFAULTS 文節の両方が含まれている。
#
| プログラマーの応答: ステートメントで指定されたオプ

プログラマーの応答: ヌル値が認められるようにキーの
列を変更するか、または削除規則を変更してください。

-630

42834
THE WHERE NOT NULL
SPECIFICATION IS INVALID FOR
TYPE 1 INDEXES

説明: WHERE NOT NULL 指定では、タイプ 1 索引
を作成することはできません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: タイプ 2 索引として索引を作成
するか、そうしない場合は WHERE NOT NULL 指定を
使用してはなりません。
SQLSTATE:
-631

56089
FOREIGN KEY name IS TOO LONG
OR HAS TOO MANY COLUMNS

説明: このコードは、示された FOREIGN KEY 文節で
識別された列の長さ属性の合計が 255 バイトより長い
か、識別された列の数が 64 より大きいことを報告する
ために使用されます。 'name' は、FOREIGN KEY 文節
に指定された制約名であるか、制約名が指定されなかっ
た場合は、この文節に指定された最初の列名です。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: PRIMARY KEY キーで識別され
る列の長さ属性の合計が、システムで決められた限界に
適合するように、表定義を変更してください。
SQLSTATE:

54008
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-632
-632

THE TABLE CANNOT BE DEFINED
AS A DEPENDENT OF table-name
BECAUSE OF DELETE RULE
RESTRICTIONS

説明: このコードは、次のいずれかの理由により、
ALTER TABLE ステートメントのオブジェクトを示さ
れた表の従属部分として定義できないことを報告するた
めに使用されます。
v この関係が、表をそれ自体に削除接続させるようなサ
イクルを形成してしまう。
v この関係により、表が、示された表に複数のパスを介
して削除接続されることになるにもかかわらず、既存
の関係の削除規則が SET NULL である。
このエラーの原因は、ALTER TABLE ステートメント
の FOREIGN KEY 文節に指定された削除規則にではな
く、既存の関係の削除規則にあります。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ALTER または CREATE TABLE
ステートメントから特定の FOREIGN KEY 文節を取り
除いてください。
SQLSTATE:

42915

報告するために使用されます。
v この関係は、表をそれ自体に削除接続させるようなサ
イクルを形成してしまう。
v この関係により、別の表が、異なる削除規則または
SET NULL の削除規則をもつ複数のパスを介して同
じ表に削除接続されるようになる。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:
SQLSTATE:
-635

削除規則を変更してください。

42915
THE DELETE RULES CANNOT BE
DIFFERENT OR CANNOT BE SET
NULL

説明: このコードは、CREATE TABLE ステートメン
トの 2 つの FOREIGN KEY 文節に指定された削除規
則が無効であることを報告するために使用されます。こ
れは表が、異なる削除規則または SET NULL の削除規
則に関係する複数のパスを介して同じ表に削除接続され
ることになるからです。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 削除規則を変更してください。
-633

THE DELETE RULE MUST BE
delete-rule

説明: このコードは、ALTER TABLE ステートメント
の FOREIGN KEY 文節に指定された 'delete-rule' が無
効であることを報告するために使用されます。 示され
た 'delete-rule' が必要とされるのは、次のいずれかの理
由によっています。
v 自己参照制約は、CASCADE または NO ACTION の
'delete-rule' をもっていなければならない。
v この関係により表は、複数のパスを介して同じ表に削
除接続されることになるが、このような関係では同じ
'delete-rule' をもっていなければならない。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: FOREIGN KEY 文節の
'delete-rule' を変更してください。
SQLSTATE:

42915

SQLSTATE:
-636

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定されたクラスター索引は作成されません。
プログラマーの応答: 連続する区画の限界キー値が厳密
に昇順または降順になるように、識別された区画に対す
る CREATE INDEX または ALTER INDEX ステートメ
ントの限界キー値の指定を訂正してください。

THE DELETE RULE MUST NOT BE
CASCADE

説明: このコードは、次のいずれかの理由により、
ALTER TABLE ステートメントの FOREIGN KEY 文節
に指定された CASCADE 削除規則が無効であることを
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THE PARTITIONING KEYS FOR
PARTITION part-num ARE NOT
SPECIFIED IN ASCENDING OR
DESCENDING ORDER

説明: 区分表 (すなわち、区分表スペースに常駐する
表) の CLUSTER 索引に対する CREATE INDEX また
は ALTER INDEX ステートメントの中で、限界キー値
指定に指定された区分キー値が、昇順または降順になっ
ていません。

SQLSTATE:
-634

42915

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

56016

-637
-637

DUPLICATE keyword KEYWORD

説明: SQL ステートメントに、キーワード keyword の
重複指定が含まれています。たとえば、次のようなもの
があります。

|
|

v DEFAULT、UNIQUE、および PRIMARY は列定義内
で一度だけ指定することができます。

| v UNIQUE および PRIMARY は、同じ列定義に対して
|
両方指定することはできません。
| v PRIMARY は、CREATE TABLE ステートメント内で
は一度だけ指定することができます。
|
| v PREPARE ステートメントの ATTRIBUTES 文節で指
定された attribute-string は、オプションを一度しか指
|
定できません。
|
システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

| プログラマーの応答: 重複した文節を除去して、ステー
| トメントを訂正してください。
SQLSTATE:
-638

42614
TABLE table-name CANNOT BE
CREATED BECAUSE COLUMN
DEFINITION IS MISSING

説明: CREATE TABLE ステートメントに、列定義が
含まれていません。
システムの処置:
ません。

この SQL ステートメントは実行でき

プログラマーの応答:
てください。
SQLSTATE:
-639

ステートメントに列定義を追加し

A NULLABLE COLUMN OF A
FOREIGN KEY WITH A DELETE
RULE OF SET NULL CANNOT BE A
COLUMN OF THE KEY OF A
PARTITIONED INDEX

説明: クラスター化索引の区分キーを更新することはで
きません。 したがって、SET NULL の削除規則をもつ
外部キー列がヌル値可である場合は、その列を区分キー
の列にすることはできません。 このエラーが ALTER
TABLE 操作で起こった場合、外部キーは作成できませ
ん。 このエラーが CREATE INDEX 操作で起こった場
合、索引は作成できません。
このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:

v エラーの操作が CREATE INDEX であった場合は、
索引区分キー定義を変更するか、または参照制約をい
ったん除去してから、異なる削除規則を用いて再定義
してください。
v エラーの操作が ALTER TABLE であった場合は、す
べてのヌル値可の索引キーが外部キーの一部とならな
いように、参照削除規則を変更してください。
SQLSTATE:
-640

56027
LOCKSIZE ROW CANNOT BE
SPECIFIED BECAUSE TABLE IN THIS
TABLESPACE HAS TYPE 1 INDEX

説明: 表スペースに対して LOCKSIZE ROW が指定さ
れている場合、表スペースにある表のすべての索引は、
タイプ 2 索引でなければなりません。 以下の SQL ス
テートメントは、すべてのタイプ 1 索引を識別してい
ます。
SELECT I.CREATOR, I.NAME
FROM SYSIBM.SYSINDEXES I,
SYSIBM.SYSTABLES T
WHERE INDEXTYPE = ’ ’
AND T.TSNAME = ’table_space_name’
AND T.DBNAMe = ’database_name’
AND T.CREATOR = I.TBCREATOR
AND T.NAME = I.TBNAME;
ここで、’table_space_name’ は、変更される表スペース
の名前で、 ’database_name’ は、表スペースを含むデー
タベースの名前です。
システムの処置:
ん。

42601

システムの処置:
ん。

区分キーを検討してください。 次のいずれかの処置を
とってください。

参照制約の削除規則および索引の

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 表スペース上の LOCKSIZE
ROW とタイプ 1 索引が競合するため、 ALTER
INDEX ステートメントを使ってすべてのタイプ 1 索引
をタイプ 2 索引に変換するか、または別の LOCKSIZE
オプションを使用してください。
SQLSTATE:
-643

56089
CHECK CONSTRAINT EXCEEDS
MAXIMUM ALLOWABLE LENGTH

説明: 検査制約定義が、最大許容限界値 3800 文字を超
えています。 この限界値には、重複ブランク・スペー
スは含まれていません。
システムの処置: CREATE TABLE または ALTER
TABLE ステートメントが失敗しました。
プログラマーの応答: 3800 文字より小さくなるよう
に、検査制約定義を再び作成してください。検査制約を
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-644
2 つ以上のもっと小さい検査制約に分割することができ
ます。
SQLSTATE:
-644

54024
INVALID VALUE SPECIFIED FOR
KEYWORD keyword IN stmt-type
STATEMENT

説明: 'stmt-type' の SQL ステートメントの 'keyword'
パラメーターに指定された値が、許可される値でありま
せん。
システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
ません。
プログラマーの応答: ステートメントを訂正してくださ
い。 ’stmt-type' ステートメントの 'keyword' キーワード
に許可される値については、DB2 SQL 解説書 の第 5
章を参照してください。
SQLSTATE:
-646

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#

42615
TABLE table-name CANNOT BE
CREATED IN SPECIFIED TABLE
SPACE table-space-name BECAUSE IT
ALREADY CONTAINS A TABLE

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された表スペースまたは索引スペースの作成ま
たは変更は行われません。
プログラマーの応答: CREATE または ALTER ステー
トメントに適切なバッファー・プールが指定されたかど
うかを確かめてください。 -DISPLAY BUFFERPOOL
コマンドを使用すると、バッファー・プールの属性が表
示されるので、バッファー・プールが活動化されている
かどうかを判別することができます。 バッファー・プ
ールが活動化されていない場合は、 -ALTER
BUFFERPOOL コマンドを使用して、VPSIZE を 0 から
所要の大きさに変更してください。
SQLSTATE:
-650

57003
THE ALTER INDEX CANNOT BE
EXECUTED, REASON reason

説明: 以下のいずれかの理由のため、ALTER INDEX
ステートメントは実行できません。
1

関連する表スペースに ROW の LOCKSIZE 指
定がある索引をタイプ 1 索引に変更すること
はできません。

2

UNIQUE WHERE NOT NULL で定義された索
引をタイプ 1 索引に変更することはできませ
ん。

説明: CREATE TABLE ステートメントに指定された
表スペースは、すでに既存の表が置かれている区画表ス
ペース、暗黙的に定義された表スペース、または LOB
表スペースです。区画表スペース、暗黙的に定義された
表スペース、または LOB 表スペースには、1 つの表だ
けを入れることができます。

3

関連する表スペースが LARGE 表スペースとし
て定義された索引をタイプ 1 索引に変更する
ことはできません。

4

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された表は作成されません。

ASCII 表の索引をタイプ 1 索引に変更するこ
とはできません。

5

区分索引の PIECESIZE を変更することはでき
ません。

6

非 LARGE 表の非区分索引に対して
PIECESIZE 4G の変更を行うことは許可されて
いません。

プログラマーの応答: CREATE ステートメントに正し
い表スペースが指定されたかどうかを確かめてくださ
い。 区画表スペース、暗黙的に定義された表スペー
ス、または LOB 表スペースには、複数の表を作成して
はなりません。
SQLSTATE:
-647

55017
BUFFERPOOL bp-name CANNOT BE
SPECIFIED BECAUSE IT HAS NOT
BEEN ACTIVATED

説明: 表スペースまたは索引 (索引スペース) に対する
CREATE または ALTER ステートメントで指定された
バッファー・プールは、活動化されていません。
表スペースおよび索引 (索引スペース) は、現在活動化
されているバッファー・プールにのみ割り当てまたは再
割り当てすることができます。
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# 11
#

LOB 列の区分基本表上の索引には、VALUES
の変更を使用することはできません。

# 12
#

保留状態の SQL STATEMENT がある場合、
ALTER INDEX は使用できません。

# 13
#

保留状態の SQL STATEMENT がある場合、
ALTER TABLE は使用できません。

# 14
#

表の制御による区分化を使用している場合、
ALTER INDEX VALUES は使用できません。

システムの処置: ALTER INDEX ステートメントは実
行されません。
プログラマーの応答: 上記の理由に応じてエラーを訂正
し、ステートメントを再び実行してください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

-651
SQLSTATE:
-651

56090
TABLE DESCRIPTION EXCEEDS
MAXIMUM SIZE OF OBJECT
DESCRIPTOR.

説明: CREATE TABLE または ALTER TABLE ステ
ートメントの結果、表記述子 (レコード OBD) が記述子
サイズ限界値 32KB を超えています。

プログラマーの応答: ステートメントに正しい表が指定
されたかどうかを確かめてください。 正しい表が指定
されていた場合は、その表を参照する SQL 操作ステー
トメントを実行する前に、その表の区分索引が正常に作
成されていたかどうかを確認してください。
SQLSTATE:
-655

プログラマーの応答: ユーザー定義のデフォルト・スト
リング定数または検査制約の数または長さ (あるいはそ
の両方の組み合わせ) を小さくしてステートメントを変
更し、ステートメントを再び実行してください。
システムの処置: このステートメントは実行されませ
ん。 ALTER TABLE ステートメントの場合、表の定義
は変更されません。 CREATE TABLE ステートメント
の場合、表は作成されません。
SQLSTATE:
-652

54025
VIOLATION OF INSTALLATION
DEFINED EDIT OR VALIDATION
PROCEDURE proc-name

説明: SQL ステートメントの結果が、オブジェクト表
に関してご使用のシステムで定義されている編集手順ま
たは妥当性検査手順 'proc-name' によって拒否されまし
た。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。オブジェクト表の内容は変更されません。
プログラマーの応答: オブジェクト表の挿入および更新
に関して編集手順または妥当性検査手順によって定めら
れている要件を確認してください。
SQLSTATE:
-653

23506
TABLE table-name IN PARTITIONED
TABLE SPACE tspace-name IS NOT
AVAILABLE BECAUSE ITS
PARTITIONED INDEX HAS NOT BEEN
CREATED

説明: 区分表 (つまり、区分表スペースに常駐する表)
のための区分索引が作成される前に、その区分表に関し
て、データの挿入または操作、あるいは視点の作成が試
みられました。
区分表スペースに置かれている表は、その表の区分索引
が作成されるまでは、いかなる SQL 操作ステートメン
トまたは CREATE VIEW ステートメントでも参照する
ことができません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

57004
THE CREATE OR ALTER STOGROUP
IS INVALID BECAUSE THE STORAGE
GROUP WOULD HAVE BOTH
SPECIFIC AND NON-SPECIFIC
VOLUME IDS

説明: 次のエラー条件の 1 つが生じました。
v CREATE STOGROUP ステートメントの VOLUMES
文節で、特定および非特定 ('*') ボリューム ID の両
方が指定されています。
v ALTER STOGROUP ステートメントの ADD
VOLUMES 文節で、特定および非特定 ('*') ボリュー
ム ID の両方が指定されています。
v 非特定ボリューム ID または混合ボリューム ID をも
つストレージ・グループの ALTER の ADD
VOLUMES 文節で、特定ボリューム ID が指定され
ています。
v 特定ボリューム ID または混合ボリューム ID をもつ
ストレージ・グループの ALTER の ADD VOLUMES
文節で、非特定ボリューム ID ('*') が指定されていま
す。
システムの処置: このステートメントは実行されませ
ん。
プログラマーの応答: CREATE STOGROUP ステート
メントの VOLUMES 文節および ALTER STOGROUP
ステートメントの ADD VOLUMES 文節で、特定また
は非特定ボリューム ID を指定してください。 特定ボ
リューム ID を、非特定ボリューム ID をもつストレー
ジ・グループに追加するには、 REMOVE VOLUMES
文節を使って非特定ボリューム ID を除去してくださ
い。 非特定ボリューム ID を、特定ボリューム ID を
もつストレージ・グループに追加するには、 REMOVE
VOLUMES 文節を使って特定ボリューム ID を除去し
てください。
SQLSTATE:
-658

56036
A object-type CANNOT BE DROPPED
USING THE statement STATEMENT

説明: DROP ステートメントは出されましたが、オブ
ジェクトは明示的に除去することができません。関連し
たオブジェクトを除去することによって、オブジェクト
を除去する必要があります。
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-660
TRIGGER PACKAGE
トリガー・パッケージ を DROP PACKAGE
ステートメントで除去できません。関連したト
リガーを DROP TRIGGER ステートメントを
使用して除去したときのみトリガー・パッケー
ジを暗黙的に除去できます。
CAST FUNCTION
cast 関数 を DROP FUNCTION ステートメン
トで明示的に除去できます。関連した特殊タイ
プを DROP DISTINCT TYPE ステートメント
を使用して除去したときのみ cast 関数を暗黙
的に除去できます。
システムの処置:
ません。

この SQL ステートメントは実行でき

-661

INDEX index-name CANNOT BE
CREATED ON PARTITIONED TABLE
SPACE tspace-name BECAUSE THE
NUMBER OF PART SPECIFICATIONS
IS NOT EQUAL TO THE NUMBER OF
PARTITIONS OF THE TABLE SPACE

説明: 区分表 (すなわち、区分表スペースに常駐する
表) のクラスター索引に対する CREATE INDEX ステー
トメントに、表スペース内の区画の数と同じ数の PART
指定が含まれていません。 区分表のクラスター索引の
定義には、その表が入れられる表スペース内の区画の数
と正確に同じ数の PART 指定が含まれていなければな
りません。 さらに、区画番号が有効でかつ固有でなけ
ればなりません。

プログラマーの応答: 適切な DROP ステートメントを
出して、目的のオブジェクトを除去してください。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定されたクラスター索引は作成されません。

SQLSTATE:

プログラマーの応答: 区分表スペースの定義を調べて、
いくつの区画が指定されたかを判別し、正しい数の
PART 指定を与えるように CREATE INDEX ステート
メントの構文を訂正してください。 区分表のクラスタ
ー化索引の定義については、 DB2 SQL 解説書 の第 5
章を参照してください。

-660

42917
INDEX index-name CANNOT BE
CREATED OR ALTERED ON
PARTITIONED TABLE SPACE
tspace-name BECAUSE KEY LIMITS
ARE NOT SPECIFIED

説明: CREATE INDEX または ALTER INDEX ステー
トメントで表スペースの区画に限界キー値を指定してい
ません。 区分表スペースの表のクラスター化索引を作
成したり、または ALTER INDEX を使用して値を変更
するには、限界キー値を指定する必要があります。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定されたクラスター索引の作成または変更は行わ
れません。
プログラマーの応答: CREATE INDEX または ALTER
INDEX ステートメントに正しい表が指定されたかどう
かを確かめてください。正しい表が指定されていた場合
は、区分表スペースの定義を検討して、表のクラスター
索引に関する正しい定義が構成されるようにしなければ
なりません。区分表のクラスター化索引の定義において
満たす必要のある要件については、 DB2 SQL 解説書
の第 5 章を参照してください。
SQLSTATE:

53035

SQLSTATE:
-662

53036
A PARTITIONED INDEX CANNOT BE
CREATED ON A NON-PARTITIONED
TABLE SPACE tspace-name

説明: CREATE INDEX ステートメントに PART 指定
が含まれていますが、指定されたオブジェクト表は区画
に分割されていません (すなわち、区分表スペースに置
かれていません)。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された索引は作成されません。
プログラマーの応答: ステートメントに正しいオブジェ
クト表が指定されたかどうかを確かめてください。
CREATE INDEX ステートメントでの PART 指定の正
しい使用法については、 DB2 SQL 解説書 の第 5 章を
参照してください。
SQLSTATE:
-663

53037
THE NUMBER OF KEY LIMIT VALUES
IS EITHER ZERO, OR GREATER
THAN THE NUMBER OF COLUMNS
IN THE KEY OF INDEX index-name

説明: CREATE INDEX または ALTER INDEX ステー
トメントの PART 指定の少なくとも 1 つで与えられた
限界キー値指定の数が、ゼロであるか、または索引キー
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-665
の列数より大きくなっています。

stmt-verb
データ定義言語 (DDL) ステートメントのタイ
プ

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された索引は作成されません。
プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、各
PART 指定に、索引キー内の列数と同じ数の限界キー値
指定を入れるようにしてください。
SQLSTATE:
-665

53038
THE PART CLAUSE OF AN ALTER
STATEMENT IS OMITTED OR
INVALID

説明: 次のいずれかの理由により、ALTER ステートメ
ントが無効です。
v 表スペースまたは索引は区画に分割されていないが、
PART 文節が指定されている。
v 表スペースまたは索引は区画に分割されており、区画
属性 (FREEPAGE または PCTFREE) は指定されてい
るが、PART 文節が指定されていない。
v PART 文節に指定された整数が、表スペースまたは索
引の区画を識別していない。
v ストレージ属性を変更するために USING、
PRIQTY、 SECQTY、または ERASE 文節が使用され
ているが、区画が指定されていない。
v グループ・バッファー・プール・キャッシュ属性を変
更するために GBPCACHE 文節が使用されている
が、区画が指定されていない。
v VALUES 文節は、PART 文節を使用しないで指定さ
れます。 VALUES を変更するには PART を指定す
る必要があります。
システムの処置:
ません。

object

DB2 オブジェクト・タイプ

function ユーティリティー、管理プログラム、または分
散データ機能 (DDF)
オブジェクトが通信データベースの一部である場合は、
DDF がアクティブな間にそのオブジェクトを除去する
ことはできません。
システムの処置: このステートメントは実行されていま
せん。
プログラマーの応答: 機能がユーティリティーである場
合は、機能が終了するか、または停止するのを待ってく
ださい。その後で、ステートメントを再実行依頼してく
ださい。
機能が管理プログラムである場合は、リソース限定機能
が停止されるか、別のリソース限定テーブル (RLST) に
切り替えられないかぎり、ステートメントを実行するこ
とはできません。 DB2 データ共用環境では、リソース
限定機能は、DB2 データ共用グループのすべてのメン
バーで停止しなければならないか、またはオブジェクト
と関連がない RLST に切り替えなければなりません。
機能が DDF である場合は、機能を停止しなければ、オ
ブジェクトを除去することはできません。 DB2 データ
共用環境では、機能は DB2 データ共用グループのすべ
てのメンバーで停止しなければなりません。
SQLSTATE:
-667

この SQL ステートメントは実行でき

57005
THE CLUSTERING INDEX FOR A
PARTITIONED TABLE SPACE
CANNOT BE EXPLICITLY DROPPED

プログラマーの応答: 変更したい表スペースまたは索引
が区画に分割されているかどうかを判別してください。
区画に分割されている場合は、変更したい区画を識別す
る PART 文節を指定してください。 区画に分割されて
いない場合は、 PART 文節を指定してはなりません。

説明: DROP INDEX ステートメントで、区分表スペー
スに置かれている表のクラスター索引の除去が試みられ
ました。 このような表のクラスター索引は、DROP
INDEX ステートメントによって明示的に除去すること
はできません。

SQLSTATE:

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された索引は消去されません。

-666

53039
stmt-verb object CANNOT BE
EXECUTED BECAUSE function IS IN
PROGRESS

説明: SQL ステートメントを実行することができませ
ん。その時点で、示された機能が実行中であったためで
す。

プログラマーの応答: 区分表スペース内の表のクラスタ
ー索引は、関連する区分表スペースを除去することによ
ってのみ、暗黙的に除去することができます。
SQLSTATE:

42917
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-668
-668

ペースが使用するバッファー・プールによって決まりま
す。

THE COLUMN CANNOT BE ADDED
TO THE TABLE BECAUSE THE
TABLE HAS AN EDIT PROCEDURE

次の条件の 1 つが起こった可能性があります。
v CREATE TABLE ステートメントの定義に従うと、表
の行の長さが、指定された (またはデフォルトの) 表
スペースのページ・サイズを超えてしまう。

説明: ALTER TABLE ステートメントで表に列を追加
しようとしましたが、その表には編集手順があります。
表に編集手順がある場合、その表に列を追加することは
できません。

v ALTER TABLE ステートメントの場合は、指定され
た列を追加すると、表の行の長さが表スペースのペー
ジ・サイズを超えてしまう。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された表は変更されません。

v 既存の可変長列の長さの変更に使用する ALTER
TABLE ステートメントの場合は、列を新しい長さに
変更したことにより、表の行の長さが表スペースのペ
ージ・サイズを超えてしまう。

プログラマーの応答: ALTER ステートメントに正しい
表が指定されたかどうかを確かめてください。 ご使用
のシステムで作成した編集手順に関連付けられている表
の定義を ALTER してはなりません。
SQLSTATE:

| -669
|
|

v 結合の結果としての行の長さが、作業ファイル表スペ
ースのページ・サイズを超えている。

56018
THE OBJECT CANNOT BE
EXPLICITLY DROPPED.REASON
reason-code

| 説明: 以下のように reason-code に示された理由によ
| り、DROP ステートメントが失敗しました。
|
|
|

0001

|
|
|

0002

|
|

システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。このオブジェクトは除去されません。

|
|
|
|

プログラマーの応答: ステートメントが DROP TABLE
ステートメントの場合、区分表スペースの表を暗黙的に
除去できるのは、表スペース自体が除去されるときだけ
です。

|
|
|
|
|

ステートメントが DROP INDEX ステートメントで、1
次キー、固有キー、または参照制約を保持する必要がな
い場合は、ALTER TABLE ステートメントの DROP
CONSTRAINT 文節を使用して、制約を除去してから、
索引を除去してください。

| v ラージ・ソート・レコードの行の長さが、作業ファイ
ル表スペースのページ・サイズを超えている。ソー
|
ト・レコードに、ソートする列と、ユーザーが選択し
|
た列が入っています。ソートされる列の長さは、ソー
|
ト・キーの長さです。ユーザーが選択する列の長さ
|
は、ソート・データの長さです。
|
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。オブジェクト表の作成または変更は行われません。

DROP TABLE ステートメントで、区分表スペ
ースに置かれている表の除去が試みられまし
た。

プログラマーの応答: CREATE TABLE の場合は、
(1) (1 つまたは複数の列を除去するか列の長さを短くす
ることによって) 表の行の長さを短くするか、または
(2) (表の行の長さがページ・サイズ限界を超えないと仮
定して) より大きなバッファー・プールを使用する表ス
ペースに、表を割り当てる必要があります。

DROP INDEX ステートメントで、表の 1 次キ
ー、固有キーまたは参照制約を実施するのに必
要な索引の除去が試みられました。

SQLSTATE:

42917

ALTER TABLE の場合は、(1) 表に追加する列の長さを
短くするか、または (2) 表の行の長さがすでに最大値に
達している場合は、さらに列を追加するように表を変更
することはできません。
行の長さが作業ファイル表スペースのページ・サイズを
超える場合は、結合の結果から列を排除してください。

|
|
|
|

行の長さが作業ファイル表スペースのページ・サイズを
超えるラージ・ソート・レコードの場合は、SELECT リ
ストから列を除去するか、ソートする列数を減らしてく
ださい。
SQLSTATE:

-670

THE RECORD LENGTH OF THE
TABLE EXCEEDS THE PAGE SIZE
LIMIT

説明: 表の行の長さは、その表が置かれている (または
入れられる) 表スペースのページ・サイズを超えてはな
りません。 表スペースのページ・サイズは、その表ス
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54010

-671
-671

THE BUFFERPOOL ATTRIBUTE OF
THE TABLE SPACE CANNOT BE
ALTERED AS SPECIFIED BECAUSE
IT WOULD CHANGE THE PAGE SIZE
OF THE TABLE SPACE

AND CLUSTERTYPE = ’Y’
AND DBNAME = ’database_name’
AND TSNAME = ’tablespace_name’;
SQLSTATE:
-676

説明: たとえば、ALTER TABLESPACE ステートメン
トに指定された表スペースのバッファー・プール属性を
変更すると、表スペースのページ・サイズが 4 KB か
ら 32 KB に、8 KB から 16 KB に、またはその逆に
変更されます。
ALTER TABLESPACE ステートメントを使用して表ス
ペースのページ・サイズを変更することは許可されてい
ません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。表スペースの定義は変更されません。
プログラマーの応答: たとえば、表スペースが 4KB バ
ッファー・プール (たとえば、BP0、BP1、または BP2)
の 1 つを使用している場合は、表スペースを (バッファ
ー・プール BP32K ではなく) 他の 4KB バッファー・
プールの 1 つに再割り当てをすることができます。 し
かし、表スペースがバッファー・プール BP32K に割り
当てられた場合は、その後にバッファー・プール割り当
てを変更することはできません。
SQLSTATE:
-672

53040
OPERATION DROP NOT ALLOWED
ON TABLE table_name

説明: 以下のいずれかの理由のため、DROP 操作が失
敗しました。
v 消去中の表が RESTRICT ON DROP 属性をもってい
る。
v 消去中の表スペースまたはデータベースに、
RESTRICT ON DROP 属性をもつ指定された表が含
まれている。
システムの処置:
きません。

この DROP ステートメントは実行で

プログラマーの応答: 表を消去する前に、DROP
RESTRICT ON DROP を指定して表を変更してくださ
い。
DROP TABLESPACE または DROP DATABASE で
は、 RESTRICT ON DROP 属性をもつ表スペースまた
はデータベース内に他の表がないことを確認してくださ
い。以下の SELECT ステートメントは、表を識別する
ことができます。
SELECT CREATOR, NAME
FROM SYSIBM.SYSTABLES
WHERE TYPE = ’T’

55035
ONLY A 4K PAGE BUFFERPOOL
CAN BE USED FOR AN INDEX

説明: 4KB 以外のページ・サイズをもつバッファー・
プールが、 CREATE INDEX ステートメントに指定さ
れました。 索引の場合に指定できるのは、4KB バッフ
ァー・プール (つまり、BP0、BP1、および BP2) だけ
です。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された索引は作成されません。
プログラマーの応答: 4KB バッファー・プールを指定
するようにステートメントを訂正してください。 SQL
ステートメントの構文に関する詳細については、 DB2
SQL 解説書 の第 5 章を参照してください。
SQLSTATE:
-677

53041
INSUFFICIENT VIRTUAL STORAGE
FOR BUFFERPOOL EXPANSION

説明: 使用できる仮想記憶域が不十分であったために、
バッファー・プールをオープン (作成) または拡張する
試みが失敗しました。
このエラーは、次のいずれかの状況のもとで起こる可能
性があります。
v 表スペースまたは索引 (スペース) をオープンしてい
るときに、バッファー・プールの作成が試みられた。
v バッファー・プールを現行サイズから最大サイズに拡
張する試みが行われた。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: このエラーが SQL ステートメン
トの対話式実行中またはアプリケーション・プログラム
の実行中に起こった場合は、ご使用のシステムの管理者
に連絡してください。
ご使用のシステムの処置: バッファー・プール・ストレ
ージのストラテジーを検討する必要があるかもしれませ
ん。
次のメッセージの 1 つが MVS コンソールに送られて
います。 DSNB601I、 DSNB603I、または DSNB605I。
これらのメッセージの説明については、 159 ページの
『第 3 部 DB2 メッセージ』を参照してください。
SQLSTATE:

57011
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-678
-678

THE LITERAL literal SPECIFIED FOR
THE INDEX LIMIT KEY MUST
CONFORM TO THE DATA TYPE
data-type OF THE CORRESPONDING
COLUMN column-name

説明: CREATE INDEX または ALTER INDEX ステー
トメントに指定された索引限界キー値 'literal' が正しく
ありません。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

|
|
|
|

プログラマーの応答: CREATE ステートメントを変更
して、750 を超える列を含まないようにするか、既存の
表を 750 を超える列を含むように変更しないようにし
てください。
SQLSTATE:

54011

限界キー値指定は、対応する索引キー列のデータ・タイ
プに一致していなければなりません。 この場合、'literal'
は、列 'column-name' のデータ・タイプと一致するデー
タ・タイプ 'data-type' でなければなりません。

-681

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された索引は作成されません。

説明: ご使用のシステムのフィールド手順から、
'column-name' に関するエラーが戻されました。
'reason-code' と 'message-token' は、フィールド手順によ
って定義されます。 これらから、問題の原因を判別す
るのに役立つ新しい情報が得られることがあります。

プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、それ
ぞれの限界キー値リテラルが対応する索引キー列と同じ
データ・タイプになるようにしてください。
SQLSTATE:
-679

53045
THE OBJECT name CANNOT BE
CREATED BECAUSE A DROP IS
PENDING ON THE OBJECT

説明: アプリケーション・プログラムが、指定されたオ
ブジェクトの DROP を実行した後で、 DROP が完了す
る前に、同じ名前を用いて (同じタイプの) オブジェク
トを再作成しようとしました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定されたオブジェクトは作成されません。
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムの
ロジックを変更して、DROP ステートメントと
CREATE ステートメントの間に COMMIT (または同等
の IMS もしくは CICS 機能) を出すようにしなければ
なりません。
SQLSTATE:

| -680
|
|

57006
TOO MANY COLUMNS SPECIFIED
FOR A TABLE, VIEW OR TABLE
FUNCTION

| 説明: 表、視点、または表関数当たりに許可される列の
| 最大数は、750 です。ステートメントが、以下のいずれ
| かのアクションを実行しようとしました。

COLUMN column-name IN VIOLATION
OF INSTALLATION DEFINED FIELD
PROCEDURE.RT: return-code, RS:
reason-code, MSG: message-token

戻りコード
エラー
4
エンコードまたはデコードの値が無効、あるい
は定義の列記述が無効
8
パラメーター値が無効
12
機能に関するフィールド手順エラー
'reason-code' および 'message-token' を使用して、新しい
情報を入手してください。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: フィールド手順エラーでない場合
は、フィールド手順で定められた要件を判別してくださ
い。 フィールド・プロシージャー・エラーの場合は、
フィールド・プロシージャーを調べてください。
SQLSTATE:
-682

23507
FIELD PROCEDURE procedure-name
COULD NOT BE LOADED

説明: フィールド手順 'procedure-name' をロードするこ
とができません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

| v 750 を超える列が入る表の CREATE または ALTER
を行う。
|

プログラマーの応答: アプリケーションではコミットす
るか、前の COMMIT までロールバックする必要があり
ます。 その後で、通常、アプリケーションを終了させ
なければなりません。

| v 750 を超える列の視点を CREATE する。

SQLSTATE:

| v RETURNS TABLE 文節に 750 を超える列の表関数
を CREATE する。
|
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57010

-683
-683

THE SPECIFICATION FOR COLUMN,
DISTINCT TYPE, FUNCTION, OR
PROCEDURE data-item CONTAINS
INCOMPATIBLE CLAUSES

説明: CREATE ステートメントまたは ALTER ステー
トメントのデータ項目指定にエラーがあります。
「INTEGER と FOR BIT DATA」などの非互換指定が
あります。エラーが発生した場所は、data-item によって
次のように示されます。
v CREATE または ALTER TABLE ステートメントの
場合、 data-item はエラーを含む列名を示します。
エラーは、列 data-item に対する FOR BIT
DATA、FOR SBCS DATA、FOR MIXED DATA、ま
たは FIELDPROC の指定が無効、などです。
v CREATE FUNCTION または CREATE PROCEDURE
ステートメントの場合は、 data-item は、ステートメ
ント中の問題領域を識別するトークンです。 たとえ
ば、″PARAMETER 3″ または ″RETURNS″ または
″CAST FROM″。

戻すようにフィールド手順を訂正してください。
SQLSTATE:
-686

58002
COLUMN DEFINED WITH A FIELD
PROCEDURE CAN NOT COMPARE
WITH ANOTHER COLUMN WITH
DIFFERENT FIELD PROCEDURE

説明: 指定された列に互換性がありません。 異なるフ
ィールド手順が指定されているか、または 1 つのフィ
ールド手順しか指定されていません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: SQL ステートメントを訂正して
ください。 フィールド・プロシージャーで定義された
列の比較に関する制約事項については、 DB2 SQL 解説
書 の第 2 章を参照してください。
SQLSTATE:

53043

v CREATE DISTINCT TYPE ステートメント中の場合
は、 data-item は定義されているタイプの名前を示し
ます。

-687

システムの処置:
ん。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 矛盾する指定を除去することによ
って SQL ステートメントを訂正してください。
SQLSTATE:
-684

42842
THE LENGTH OF LITERAL LIST
BEGINNING string IS TOO LONG

FIELD TYPES INCOMPARABLE

説明: ある列を、非互換のフィールド・タイプをもつ別
の列と比較することはできません。

プログラマーの応答: SQL ステートメントを訂正して
ください。 フィールド・プロシージャーで定義された
列の比較に関する制約事項については、 DB2 SQL 解説
書 の第 2 章を参照してください。
SQLSTATE:

53044

説明: ’string' で始まるリテラル・リストの長さが、意
味をもたないブランクや区切りの括弧を除いて、255 を
超えています。

-688

システムの処置:
ん。

説明: フィールド手順から、列 'column-name' に関して
予期しないデータが戻されました。詳細については、
'msgno' を参照してください。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:
ください。
SQLSTATE:
-685

SQL ステートメントを訂正して

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

54012
INVALID FIELD TYPE, column-name

説明: フィールド手順によって戻されたフィールド記述
が無効です。 データ・タイプ・コードが、長ストリン
グを表しているか、または無効な値を含んでいます。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:

INCORRECT DATA RETURNED FROM
FIELD PROCEDURE, column-name,
msgno

有効なデータ・タイプ・コードを

プログラマーの応答: 記述と一致する値を戻すようにフ
ィールド手順を訂正してください。
SQLSTATE:
-689

58002
TOO MANY COLUMNS DEFINED FOR
A DEPENDENT TABLE

説明: 従属表に許可される列の最大数は、749 です。
このコードは、次のいずれかの理由で、ステートメント
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が無効であることを報告するために使用されます。
v CREATE TABLE ステートメントが、750 列をもつ従
属表を作成しようとしている。
v ALTER TABLE ステートメントが、749 列をもつ従
属表に列を追加しようとしているか、または 750 列
をもつ表が従属表になるように変更しようとしてい
る。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 従属表の列限界に従うように
SQL ステートメントを訂正してください。
SQLSTATE:
-690

54011
THE STATEMENT IS REJECTED BY
DATA DEFINITION CONTROL
SUPPORT.REASON reason-code

説明: このコードは、アプリケーション登録表およびオ
ブジェクト登録表を調べた後で、 'reason-code' で示され
た理由によりステートメントが拒否されたことを報告す
るために、データ定義制御サポートによって出されま
す。
理由コードの意味は次のとおりです。
v 0001
データ定義制御サポートは、アプリケーション名モー
ドによる制御下で実行されています。 現行のアプリ
ケーションが、DEFAULTAPPL をオンにしてアプリ
ケーション登録表に登録されていないため、ステート
メントが拒否されました。
v 0002
データ定義制御サポートは、例外モードでアプリケー
ション名による制御下で実行されています。 オブジ
ェクトがオブジェクト登録表に登録されておらず、ま
た現行のアプリケーションが、 DEFAULTAPPL をオ
ンにしてアプリケーション登録表に登録されていない
ため、ステートメントが拒否されました。

v 0005
データ定義制御サポートは、オブジェクト名モードに
よる制御下で実行されています。 オブジェクトはオ
ブジェクト登録表に登録されているが、現行のアプリ
ケーションが一致しないため、ステートメントが拒否
されました。
v 0006
データ定義制御サポートは、オブジェクト名モードに
よる制御下で実行されています。 オブジェクトがオ
ブジェクト登録表に登録されていないため、ステート
メントが拒否されました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 有効な拒否であれば、処置は不要
です。 それ以外の場合は、データ定義制御サポートが
所要のモードの下で実行されているかどうかを調べてく
ださい。 一方または両方の登録表を調べ、登録表の項
目が正しいかどうかを判別してください。正しくない場
合は、登録表を更新する必要があります。
SQLSTATE:
-691

v 0004
データ定義制御サポートは、例外モードでオブジェク
ト名による制御下で実行されています。 オブジェク
トはオブジェクト登録表に登録されているが、現行の
アプリケーションが一致しないため、ステートメント
が拒否されました。
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THE REQUIRED REGISTRATION
TABLE table-name DOES NOT EXIST

説明: データ定義制御サポートは、アプリケーション登
録表とオブジェクト登録表が存在していることを前提と
しています。 一方または両方の表が定義されていませ
ん。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 必要な登録表が存在するかどうか
を判別してください。 存在しない場合は、必要な表を
作成してください。
SQLSTATE:
-692

v 0003
データ定義制御サポートは、例外モードでアプリケー
ション名による制御下で実行されています。 オブジ
ェクトはオブジェクト登録表に登録されているが、現
行のアプリケーションが一致しないため、ステートメ
ントが拒否されました。

23508

57018
THE REQUIRED UNIQUE INDEX
index-name FOR DDL REGISTRATION
TABLE table-name DOES NOT EXIST

説明: 各登録表について固有の索引を定義しなければな
りません。 必要な索引が存在しないか、または定義さ
れた索引が固有の索引でないと、このコードが出されま
す。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 必要な固有の索引が存在するかど
うかを判別してください。 存在しない場合は、必要な
索引を作成してください。 索引は存在するが、固有で

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

-693
ない場合は、いったん除去した上で固有の索引となるよ
うに作り直してください。
SQLSTATE:

57018

登録表を作成するようにするか、あるいは DROP ステ
ートメントに対する ROLLBACK を出して表を元に戻
してください。
SQLSTATE:

-693

THE COLUMN column-name IN DDL
REGISTRATION TABLE OR INDEX
table-name (index-name) IS NOT
DEFINED PROPERLY

-696

THE DEFINITION OF TRIGGER
trigger-name INCLUDES AN INVALID
USE OF CORRELATION NAME OR
TRANSITION TABLE NAME
name.REASON CODE=reason-code

説明: アプリケーション登録表またはオブジェクト登録
表の検査中に、エラーが発生しました。
次のいずれかの理由により、その表が正しく定義されて
いません。
v 必要な列が抜けている。
v 列の名前、列番号、データ・タイプ、長さ、またはヌ
ル属性が正しくないために、列記述が無効である。
あるいは
次のいずれかの理由により、索引が正しく定義されてい
ません。
v 必要なキー列が抜けている。
v キー・シーケンスのため、またはその順番が正しくな
いために、キー列の記述が無効である。
v 定義されたキー列が、固有のキーの一部であってはな
らない。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 必要な登録表または索引の定義を
訂正するか、変更してください。
SQLSTATE:

説明: トリガー定義で name が正しく使われていませ
ん。
trigger-name
エラーが発生したトリガー
name

変換変数相関名または変換表名

reason-code
次のような特定の問題を示す理由コード
1. NEW 相関名および NEW_TABLE 名は
DELETE トリガーでは許可されていない。
2. OLD 相関名および OLD_TABLE 名は
INSERT トリガーでは許可されていない。
3. OLD_TABLE 名および NEW_TABLE 名は
BEFORE トリガーでは許可されていない。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。トリガーは作成されませんでした。
プログラマーの応答: 先行するキーワードとともに無効
な相関名または変換表名を除去してください。
SQLSTATE:

42898

55003
-697

-694

57023

THE DDL STATEMENT CANNOT BE
EXECUTED BECAUSE A DROP IS
PENDING ON THE DDL
REGISTRATION TABLE table-name

OLD OR NEW CORRELATION NAMES
ARE NOT ALLOWED IN A TRIGGER
DEFINED WITH THE FOR EACH
STATEMENT CLAUSE. OLD_TABLE
OR NEW_TABLE NAMES ARE NOT
ALLOWED IN A TRIGGER WITH THE
BEFORE CLAUSE.

説明: アプリケーション登録表またはオブジェクト登録
表にアクセスしているときに、エラーが発生しました。
アプリケーション登録表またはオブジェクト登録表は除
去されましたが、 DROP ステートメントがコミットさ
れていません。

説明: 定義されたトリガーには、次の無効な組み合わせ
のいずれかをもった REFERENCING 文節が含まれてい
ます。

システムの処置:
ん。

v 指定された OLD または NEW 相関名 (またはその両
方) と FOR EACH STATEMENT 文節

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ジョブを再実行依頼してくださ
い。 同じエラーが起こる場合は、アプリケーション登
録表またはオブジェクト登録表に対する DROP ステー
トメントを出したアプリケーションを調べてください。
表を除去する DROP ステートメントをコミットしてか
ら、新しいアプリケーション登録表またはオブジェクト

v 指定された NEW_TABLE または OLD_TABLE 相関
名 (またはその両方) と BEFORE 文節
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。トリガーは定義されませんでした。
プログラマーの応答:

無効な相関名を除去するか、また
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は FOR EACH ROW に対するトリガーの細分度を変更
してください。
SQLSTATE:
-713

42899
THE REPLACEMENT VALUE value
FOR special-register IS INVALID

説明: SET 特殊レジスター・ステートメントに指定さ
れた値 が、示された特殊レジスターの有効な値ではあ
りません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 置換値を訂正してください。 各
特殊レジスターの有効な値の説明については、DB2 SQL
解説書を参照してください。
SQLSTATE:
-715

-716

42815
PROGRAM program-name WITH MARK
release-dependency-mark FAILED
BECAUSE IT DEPENDS ON
FUNCTIONS OF THE RELEASE FROM
WHICH FALLBACK HAS OCCURRED

説明: プログラム 'program-name' が、現在のレベルの
DB2 ではサポートされていないリリースを使用してプ
リコンパイルされているか、あるいはプリコンパイル・
フェーズのあとで DBRM の内容が変更されています。
ユーザーの処置: 現行のプリコンパイラーを使用して、
示されたプログラムをプリコンパイルし直してくださ
い。 BIND サブコマンドをもう一度出してください。
問題判別: プログラムが適切なリリースでプリコンパイ
ルされていたのに、問題が解消されない場合は、次のデ
ータを収集してください。
v 失敗した DBRM の最初のレコードの 16 進印刷
v DBRM を生成したプリコンパイル・ジョブからのリ
スト
v BIND の試行時の出力
SQLSTATE:
-717

説明: プログラム 'program-name' は、現在アクティブ
なリリースではサポートされていない DB2 の機能に依
存しています。
program-name
アプリケーション・プログラムの名前。
release-dependency-mark
このプログラムをサポートしている最も古い
DB2 リリースを表す 1 文字のマーク。
システムの処置: このプランまたはパッケージに関する
BIND 操作は実行されません。
ユーザーの処置: DB2 サブシステムを新しいリリース
に再マイグレーションさせるまでは、このプログラムを
使用することはできません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 サブシステムが
新しいリリースに再マイグレーションされるまでは、こ
のプログラムが含まれているプランまたはパッケージを
使用しないように、ユーザーに警告してください。
SQLSTATE:

56064

PROGRAM program-name
PRECOMPILED WITH INCORRECT
LEVEL FOR THIS RELEASE

56065
bind-type FOR object-type object-name
WITH MARK release-dependency-mark
FAILED BECAUSE object-type
DEPENDS ON FUNCTIONS OF THE
RELEASE FROM WHICH FALLBACK
HAS OCCURRED

説明: 示されたプランまたはパッケージは、現在アクテ
ィブなリリースではサポートされない DB2 の機能に依
存しています。
bind-type
REBIND
object-type
PLAN | PACKAGE
object-name
アプリケーション・プランまたはパッケージの
名前
release-dependency-mark
このプランまたはパッケージをサポートできる
DB2 の最も古いリリースを示す 1 文字のマー
ク。 リリース依存マークは、
SYSIBM.SYSPLAN (プランの場合) または
SYSIBM.SYSPACKAGE (パッケージの場合) 内
の DB2 カタログの IBMREQD 列に保管され
ています。
システムの処置: このプランまたはパッケージの
REBIND 操作は実行されません。
ユーザーの処置: DB2 サブシステムが新しいリリース
に再マイグレーションされるまで、このプランまたはパ
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ッケージは使用できません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: DB2 サブシステムが
新しいリリースに再マイグレーションされるまで、この
プランまたはパッケージを使用しないようにユーザーに
警告してください。
SQLSTATE:
-718

56066
REBIND OF PACKAGE package-name
FAILED BECAUSE IBMREQD OF
ibmreqd IS INVALID

説明: 示されたパッケージの SYSIBM.SYSPACKAGE
カタログ表の IBMREQD 列に、認識できない文字が含
まれています。
package-name
パッケージの名前
(location.collection.package.version)
システムの処置:

-720

BIND ERROR, ATTEMPTING TO
REPLACE PACKAGE = package_name
WITH VERSION = version2 BUT THIS
VERSION ALREADY EXISTS

システム・プログラマーに通知し

REBIND は失敗に終わりました。

説明: すでに存在するパッケージのバージョンを作成し
ようとしています。 REPLVER キーワードで指定され
たバージョンが、プリコンパイルで指定されたバージョ
ンと異なっています。 プリコンパイルで指定されたバ
ージョンは、すでにカタログに存在しています。
'location.collection.package.version' の組み合わせは、
SYSIBM.SYSPACKAGE カタログ表内で固有のものでな
ければなりません。 一般的に見られる誤りは、ユーザ
ーが、作成しようとしているバージョンを、 REPLVER
キーワードで指定されたバージョンであると思いこんで
いることです。 そうではありません。 REPLVER キー
ワードで指定されたバージョンは、置き換えられるバー
ジョンの名前です。 作成されるバージョンは、プログ
ラムのプリコンパイル時に指定されたバージョンです。
package_name
完全修飾パッケージ名

ユーザーの処置: このパッケージについて BIND
ACTION(REPLACE) を行わなければなりません。

version2
作成されるパッケージのバージョン ID

SQLSTATE:

システムの処置:

-719

56067
BIND ADD ERROR USING auth-id
AUTHORITY PACKAGE package-name
ALREADY EXISTS

説明: すでに存在するパッケージを追加しようとしてい
ます。 'location.collection.package.version' の組み合わせ
は、 SYSIBM.SYSPACKAGE 表の中で固有のものでな
ければなりません。 さらに、
'location.collection.package.consistency-token' の組み合わせ
も固有でなければなりません。

システム・プログラマーの応答: この問題を解決する方
法は、2 つあります。 1 つの方法は、新しいバージョ
ン名でプログラムをもう一度プリコンパイルし、元の
BIND サブコマンドを再び出すことです。もう 1 つの
方法は、プリコンパイルを行わずに、REPLVER(SAME)
を指定して BIND サブコマンドを再び出すことです。
SQLSTATE:
-721

auth-id BIND サブコマンドの呼び出し元の許可 ID
package-name
パッケージの名前
(location.collection.package.version)
システムの処置:

パッケージは作成されません。

システム・プログラマーの応答:
SYSIBM.SYSPACKAGE カタログ表を調べて、既存のア
プリケーション・パッケージの名前を確かめてくださ
い。 使用されていない
'location.collection.package.version' を指定して、 BIND
サブコマンドをもう一度呼び出してください。
SQLSTATE:

42710

バインドは失敗に終わります。

42710
BIND ERROR FOR PACKAGE = pkg-id
CONTOKEN = contoken’X IS NOT
UNIQUE SO IT CANNOT BE CREATED

説明: そのパッケージに固有でない整合性トークンを使
用して、パッケージの追加または置き換えが試みられま
した。 すなわち、
location.collection.package.consistency-token の組み合わせ
が、すでに存在しています。
pkg-id

パッケージの完全修飾名

contoken
16 進数の整合性トークン
システムの処置: BIND は失敗に終わります。
システム・プログラマーの応答:
SYSIBM.SYSPACKAGE カタログ表を調べて、示された
整合性トークンをもつ既存のアプリケーション・パッケ
ージの名前があることを確かめてください。 BIND サ
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番号は 1 です。 起動された SQL ステートメ
ントは、セクション番号 2 から始まって、順
番に番号が付けられます。 これは、WHEN 文
節をもつトリガーにも、もたないトリガーにも
あてはまります。

ブコマンドを出し直して、
location.collection.package.consistency-token がカタログ内
で固有になるようにしてください。カタログを照会する
ときは、次の SQL ステートメントを使用することがで
きます。
SELECT COLLID,NAME
FROM loc-id.SYSIBM.SYSPACKAGE
WHERE HEX(CONTOKEN) = contoken

sqlcode 活動化されたトリガーによって受け取られた
SQLCODE

SQLSTATE:

sqlstate 活動化されたトリガーによって受け取られた
SQLCODE に対応する SQLSTATE

-722

42710
bind-type ERROR USING auth-id
AUTHORITY PACKAGE package-name
DOES NOT EXIST

token-list
元の SQL エラーからのトークンのリスト。
このリストは切り捨てられる場合があります。

説明: 存在しないパッケージに対して、示されたサブコ
マンドが出されました。それぞれの変数フィールドの値
は、次のとおりです。

システムの処置: トリガーおよび元の INSERT、
UPDATE、または DELETE ステートメントは処理でき
ません。 トリガー表は変更されません。

bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ (BIND |
REBIND | FREE)

プログラマーの応答: データベース管理者に連絡し、こ
のメッセージに示されたトリガーがなぜエラーを受け取
ったのかを確かめてください。

auth-id BIND サブコマンドの呼び出し元の許可 ID

システム・プログラマーの応答: トリガー名およびセク
ション番号を使用して、障害を起こしている SQL ステ
ートメントを判別してください。トリガー定義を入手で
きる場合は、そのセクション番号を使用して障害を起こ
しているステートメントを判別してください。 あるい
は、次のようにして、 SYSIBM.SYSPACKSTMT カタロ
グ表から障害を起こしているステートメントを取り出す
ことができます。 SELECT TEXT, SEQNO FROM
SYSIBM.SYSPACKSTMT WHERE COLLID =
’schema-name’ AND NAME = ’trigger-name’ AND
SECTNO = section-number ORDER BY SEQNO。レポー
トされた SQLCODE の説明を参照してください。 その
SQLCODE によって示されたアクションに従ってくださ
い。

package-name
パッケージの名前
(location.collection.package.version)
システムの処置:
行われません。

パッケージの再バインドまたは解放は

システム・プログラマーの応答: SYSPACKAGE カタ
ログ表を調べて、使用する正しい
'location.collection.package.version' を確かめてください。
SQLSTATE:

# -723
#
#
#
#
#
#

42704
AN ERROR OCCURRED IN A
TRIGGERED SQL STATEMENT IN
trigger-name. INFORMATION
RETURNED: SQLCODE: sqlerror,
SQLSTATE: sqlstate, MESSAGE
TOKENS token-list, SECTION NUMBER
section-number

説明: UPDATE、INSERT、または DELETE ステート
メントの実行中に、トリガーが活動化されました。 起
動された SQL ステートメントの 1 つが SQL エラー条
件を受け取りました。
trigger-name
エラーが発生したときに活動化されたトリガー
section-number
失敗している起動された SQL ステートメント
に関連するセクション番号。 WHEN 文節を含
むトリガーの場合、WHEN 文節のセクション
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SQLSTATE:
-724

09000
THE ACTIVATION OF THE object-type
OBJECT object-name WOULD EXCEED
THE MAXIMUM LEVEL OF INDIRECT
SQL CASCADING

説明: トリガー、ユーザー定義関数、またはストアー
ド・プロシージャーが、別のトリガー、ユーザー定義関
数、またはストアード・プロシージャーを呼び出し、こ
れが、さらに次に別のものを呼び出すと、間接 SQL の
カスケードが発生します。 このチェーンにおけるいく
つかのトリガーの活動化は、参照制約削除規則の強制が
原因となっている可能性があります。 このカスケード
の深さは 16 に制限されています。
あるトリガーが、直接または間接に同じトリガーを活動
化させる起動された SQL ステートメントを含む再帰的
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状態は、このエラーを引き起こす可能性が高いことに注
意してください。 トリガーには、このエラーを防止す
るために致命的な状態を検査する論理を組み込む必要が
あります。
object-type
呼び出されるオブジェクト・タイプを示しま
す。 オブジェクト・タイプは、 TRIGGER、
FUNCTION、または PROCEDURE です。
object-name
カスケードの 17 番目のレベルで活動化される
トリガー、ユーザー定義関数、またはストアー
ド・プロシージャーの名前を示します。
システムの処置: 元のステートメントを実行することが
できませんでした。 このカスケード・チェーンにおい
てすべてのトリガー、ユーザー定義関数、およびストア
ード・プロシージャーによって実行されたすべての
SQL ステートメントはロールバックされます。 ネット
ワーク・メッセージの送信などの、間接 SQL によって
実行される外部アクションがすでに発生している可能性
があります。
プログラマーの応答: 元の SQL 操作によって活動化さ
れる間接 SQL から始めてください。呼び出されたすべ
てのユーザー定義関数、または更新操作の対象に定義さ
れたすべてのトリガーにおける再帰パターンを検査して
ください。 チェーンが再帰的でない場合は、関係する
トリガー、ユーザー定義関数、またはストアード・プロ
シージャーを変更することによって、カスケード・チェ
ーンを単純化する必要があります。
SQLSTATE:
-725

54038
THE SPECIAL REGISTER register AT
LOCATION location WAS SUPPLIED
AN INVALID VALUE

説明: DB2 が無効値をもった SET ステートメントを
受け取りました。 有効な SET が許可されるか、あるい
は保存されます。 SET ステートメントが訂正されるま
で、示されたサイトで処理が停止します。
システムの処置: エラーの SET ステートメントが訂正
されるまで、示されたリモート・サイトのすべての
SQL ステートメントは受け入れられません。
プログラマーの応答: 有効な値を指定して SET ステー
トメントを再発行する必要があります。 この状態は、
ローカル SET ステートメント、またはリモート・サイ
トで実行される DRDA SET ステートメントによって訂
正することができます。 特殊レジスターに有効値が指
定されれば、アプリケーションは実行を再開します。
SQLSTATE:

42721

-726

BIND ERROR ATTEMPTING TO
REPLACE PACKAGE = package-name.
THERE ARE ENABLE OR DISABLE
ENTRIES CURRENTLY ASSOCIATED
WITH THE PACKAGE

説明: 現在 ENABLE 項目または DISABLE 項目と関
連付けられているパッケージに対して、これを置換する
ために BIND サブコマンドが出されました。
システムの処置: パッケージはバインドされません。
システム・プログラマーの応答: 最初にパッケージに対
して FREE を行ってから、パッケージを BIND してく
ださい。
SQLSTATE:
-728

55030
DATA TYPE data-type IS NOT
ALLOWED IN DB2 PRIVATE
PROTOCOL PROCESSING

説明: SQL ステートメントが、 DB2 専用プロトコル
で使用できないデータ・タイプを使用しています。
LOB (ラージ・オブジェクト)、行 ID、およびユーザー
定義タイプなどのデータ・タイプを、 DB2 専用プロト
コルを使用してアクセスすることはできません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 無効なデータ・タイプである場合
は、ステートメントを訂正してください。有効 (しか
し、許可されていない) なデータ・タイプである場合
は、次のことを行うことができます。
v リストされたデータ・タイプへのアクセスを除去し、
ステートメントを再実行する。
v データのアクセスに DRDA を使用するように、アプ
リケーション・プログラムを変更する。
v バインド・オプション DBPROTOCOL(DRDA) を指定
して、このステートメントを含むパッケージをリモー
ト・サイトに BIND して、プログラムを再実行す
る。
詳細については、DB2 SQL 解説書 を参照してくださ
い。
SQLSTATE:
-729

56080
A STORED PROCEDURE SPECIFYING
COMMIT ON RETURN CANNOT BE
THE TARGET OF A NESTED CALL
STATEMENT

説明: COMMIT ON RETURN 属性を指定して定義さ
れたストアード・プロシージャーが、ストアード・プロ
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シージャー、ユーザー定義関数、またはトリガーから呼
び出されました。 COMMIT ON RETURN を指定して
定義されたストアード・プロシージャーは、このような
方法でネストすることはできません。
システムの処置: SQL ステートメントは実行されませ
ん。 CALL ステートメントがリモート・サーバーを参
照する場合は、作業単位はロールバック必須状態に置か
れます。
プログラマーの応答: COMMIT ON RETURN 属性を
指定して定義されたストアード・プロシージャーへの
CALL ステートメントを除去してください。
SQLSTATE:
-730

429B1
THE PARENT OF A TABLE IN A
READ-ONLY SHARED DATABASE
MUST ALSO BE A TABLE IN A
READ-ONLY SHARED DATABASE

説明: 読み取り専用共用データベース内にある表とその
中にない表の間に関係を定義する試みが行われました。
システムの処置:
ん。

-732

説明: ROSHARE READ 属性をもつデータベース内に
表スペースまたは索引を作成するには、その前にまず、
そのオブジェクトを所有サブシステムで定義しておかな
ければなりません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: その表スペースまたは索引が、
ROSHARE OWNER データベース内の所有システムで定
義されているかどうかを確かめてください。
SQLSTATE:
-733

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 定義しようとしている関係に対し
て正しい表を定義してください。
SQLSTATE:
-731

56053
USER-DEFINED DATASET dsname
MUST BE DEFINED WITH
SHAREOPTIONS(1,3)

説明: データベース内のどのような索引および表スペー
スについても、 VSAM SHAREOPTIONS は (1,3) でな
ければなりません。 識別されたユーザー定義のデー
タ・セットがこの要件を満たしていません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 共用データベース内で使用される
データ・セットが正しい SHAREOPTIONS を用いて定
義されるようにしてください。
SQLSTATE:

56054

THE DATABASE IS DEFINED ON
THIS SUBSYSTEM WITH THE
ROSHARE READ ATTRIBUTE BUT
THE TABLE SPACE OR INDEX
SPACE HAS NOT BEEN DEFINED ON
THE OWNING SUBSYSTEM

56055
THE DESCRIPTION OF A TABLE
SPACE, INDEX SPACE, OR TABLE IN
A ROSHARE READ DATABASE MUST
BE CONSISTENT WITH ITS
DESCRIPTION IN THE OWNER
SYSTEM

説明: このコードは、ROSHARE READ データベース
内に表スペース、索引、または表を作成しているときに
出されます。 これらのオブジェクトは、次のように、
ROSHARE OWNER データベース内の記述と適合してい
なければなりません。
v 表スペースの場合は、以下の属性が同じでなければな
りません。
ページ・サイズ
セグメント・サイズ
区画の数
v 索引の場合は、以下の属性が同じでなければなりませ
ん。
区画の数
サブページの数
表の OBID
合計キー長
索引タイプ (タイプ 1 またはタイプ 2 索引)
キー列の数
v 表の場合は、以下の属性が同じでなければなりませ
ん。
表の OBID
最大レコード長
列の数
編集手順が存在するかどうか
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システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 表スペース、索引、または表の定
義が、ROSHARE OWNER データベース内の定義と一致
するようにしてください。
SQLSTATE:
-734

56056
THE ROSHARE ATTRIBUTE OF A
DATABASE CANNOT BE ALTERED
FROM ROSHARE READ

説明: データベースを ROSHARE READ から、
ROSHARE OWNER または ROSHARE NONE のいずれ
かに ALTER する試みが行われました。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ALTER DATABASE ステートメ
ントに正しいデータベースが指定されたかどうかを確か
めてください。読み取り専用共用データベースの
ROSHARE 属性を変更することはできません。 この属
性を変更するには、データベースをいったん DROP し
てから、再作成します。
SQLSTATE:
-735

56057
DATABASE dbid CANNOT BE
ACCESSED BECAUSE IT IS NO
LONGER A SHARED DATABASE

説明: ROSHARE READ 属性をもつとしてシステムに
認識されている、 dbid で示されたデータベース内のオ
ブジェクトへのアクセスが試みられました。しかし、こ
のデータベースは、所有サブシステムではもはや
ROSHARE OWNER として定義されていません。
システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

プログラマーの応答: ステートメントに正しいオブジェ
クトが指定されているかどうかを確かめてください。
SQLSTATE:
-736

55004
INVALID OBID obid SPECIFIED

説明: CREATE ステートメントに指定された OBID 値
が無効です。 この OBID は、次のいずれかの理由で無
効です。
v 指定された OBID が、OBID の受諾可能範囲である
1 〜 32767 に入っていない。
v 指定された OBID がすでに、あるデータベースで使
用されている。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 指定された OBID が OBID とし
て有効な値かどうかを確かめてください。 有効な値で
ある場合は、その OBID が作成するオブジェクトの正
しい OBID であることを確認してから、カタログに照
会を出して、同じ OBID でデータベース内にすでに定
義されているオブジェクトを調べてください。 作成す
るオブジェクトに無効な OBID が与えられていた場合
は、ステートメントを訂正し、再実行してください。
既存のオブジェクトにエラーがある場合は、そのオブジ
ェクトをいったん DROP してから、正しい OBID 値を
使用して CREATE してください。
“使用中” の OBID が、前に除去されたオブジェクトの
OBID である可能性があります。 その場合、非
ROSHARE READ データベース内の表に対して
CREATE が出されていた場合は、別の OBID を選択し
て、それを OBID 文節で使用してください。 オブジェ
クトが前に消去されており、 CREATE が ROSHARE
READ データベース内の表に対して出されていた場合
は、 COMMIT を行った上で、CREATE TABLE 要求を
再実行依頼してください。
SQLSTATE:
-737

53014
IMPLICIT TABLE SPACE NOT
ALLOWED

説明: 暗黙の表スペースを使用して、CREATE TABLE
ステートメントが出されました。 暗黙的な表スペース
は、読み取り専用共用データベースとして定義されたデ
ータベースでは使用できません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 所有システムで指定されている同
じ名前を使用して、その表のための表スペースを
CREATE してください。 その後で、CREATE TABLE
ステートメントを再実行依頼してください。
SQLSTATE:
-739

56056
CREATE OR ALTER FUNCTION
function-name FAILED BECAUSE
FUNCTIONS CANNOT MODIFY DATA
WHEN THEY ARE PROCESSED IN
PARALLEL.

説明: ALLOW PARALLEL および MODIFIES SQL
DATA の両方が明示的にまたは暗黙的に指定されたた
め、関数を作成または変更することができません。関数
がデータを変更する場合は、関数を並列化することはで
きません。
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システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

プログラマーの応答: DISALLOW PARALLEL を指定
するか、 MODIFIES SQL DATA を NO SQL、
CONTAINS SQL、または READS SQL DATA に変更
してください。
SQLSTATE:
-740

SQLSTATE:

56088
FUNCTION name IS DEFINED WITH
THE OPTION MODIFIES SQL DATA
WHICH IS NOT VALID IN THE
CONTEXT IN WHICH IT WAS
INVOKED

説明: MODIFIES SQL DATA を指定して定義したユー
ザー定義関数は、次の文節またはステートメントにおい
てのみ許可されます。
v INSERT ステートメントの VALUES 文節
v UPDATE ステートメントの SET 文節
v トリガーの VALUES ステートメント
v SET 割り当てステートメント
v CALL 手続きステートメント
システムの処置:
した。

この SQL ステートメントは失敗しま

プログラマーの応答: 失敗するステートメントからユー
ザー定義関数を除去するか、または関数定義から
MODIFIES SQL DATA オプションを除去してくださ
い。
SQLSTATE:
-741

-742

A database-type DATABASE IS
ALREADY DEFINED FOR MEMBER
member-name

database-type
WORK FILE または TEMP
member-name
すでに database-type データベースを持つ、
DB2 サブシステムまたはデータ共用グルー
プ・メンバーの名前。
システムの処置:
ん。

DSNDB07 IS THE IMPLICIT WORK
FILE DATABASE

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: DB2 データ共用グループのメン
バーではない DB2 サブシステムの作業ファイル・デー
タベースを作成するため、WORKFILE 文節を使用せず
にデータベース DSNDB07 を作成してください。
SQLSTATE:
-746

53004
THE SQL STATEMENT IN AN
EXTERNAL FUNCTION, TRIGGER, OR
IN STORED PROCEDURE name
VIOLATES THE NESTING SQL
RESTRICTION

説明: 表が変更されている (INSERT、DELETE または
UPDATE によって) 場合は、より低いレベルのネスト
SQL ステートメントによってその表をアクセスするこ
とはできません。
SELECT ステートメントによってある表がアクセスされ
ている場合は、より低いレベルのネスト SQL ステート
メント (INSERT、DELETE または UPDATE によって)
によって表を更新することはできません。
システムの処置: SELECT、INSERT、DELETE、または
UPDATE SQL ステートメントは失敗しました。
プログラマーの応答: 示された外部関数、トリガー、ま
たはストアード・プロシージャーから、失敗したステー
トメントを除去してください。
SQLSTATE:

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答:

55020

説明: DB2 データ共用グループのメンバーではない
DB2 サブシステムの作業ファイル・データベースを作
成するために、CREATE DATABASE ステートメントで
WORKFILE 文節を使用することはできません。 システ
ム・データベースの、DSNDB07 は暗黙作業ファイル・
データベースです。

51034

説明: WORK FILE または TEMP データベースに
CREATE DATABASE ステートメントが実行されました
が、このデータベースは、示されている DB2 サブシス
テムまたはデータ共用グループ・メンバーにすでに定義
されているため、作成することができません。
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またはデータ共用メンバーの、既存の database-type デ
ータベースの識別および妥当性を調べます。既存のデー
タベースは、必要があれば、変更も除去もできます。既
存のデータベースを除去する場合は、CREATE
DATABASE ステートメントを再実行依頼してくださ
い。

示されている DB2 サブシステム
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査制約が定義されています。

TABLE table-name IS NOT AVAILABLE
UNTIL THE AUXILIARY TABLES AND
INDEXES FOR ITS EXTERNALLY
STORED COLUMNS HAVE BEEN
CREATED

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 名前変更できるオブジェクトの名
前にソース名を変更して、ステートメントを再発行して
ください。 RENAME ステートメントを発行する前に、
この表に定義されたすべてのトリガーを除去してくださ
い。 これらのトリガーは、次のようにしてシステム・
カタログを照会することによって見ることができます。
SELECT * FROM SYSIBM.SYSTRIGGERS WHERE
TBNAME = ’source-name’

説明: 1 つまたは複数の LOB 列をもった表にアクセス
するか、または参照しようとしましたが、次のいずれか
の状態になっています。
v LOB 列の 1 つを保管する補助表が作成されていな
い。または、
v 補助表用の索引が作成されていない。または、

SQLSTATE:

v 表スペースの各区画用の補助表がない。
システムの処置:
せん。

このステートメントは実行されていま

プログラマーの応答:
1. CREATE TABLESPACE を使用して LOB 表スペー
スを作成してください。
2. CREATE TABLE を使用して列を保管する補助表を
作成してください。
3. CREATE INDEX を使用して補助表の索引を作成し
てください。
4. 失敗したステートメントを再実行依頼してくださ
い。
SQLSTATE:
-748

57054
AN INDEX ALREADY EXISTS ON
AUXILIARY TABLE table-name

説明: この CREATE INDEX ステートメントは、指定
された補助表に 2 番目の索引を作成してしまいます。
補助表は 1 つの索引だけを持つことができます。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 索引はすでに存在します。 他の
索引を作成することはできません。
SQLSTATE:
-750

54042

| -751
|
|
|

42986
object-type object-name (SPECIFIC NAME
specific name) ATTEMPTED TO
EXECUTE AN SQL STATEMENT
statement THAT IS NOT ALLOWED

| 説明: ストアード・プロシージャーまたはユーザー定義
| 関数が、許可されていない SQL ステートメントを実行
| しようとしました。
| ストアード・プロシージャー
ストアード・プロシージャーが、DB2 スレッ
|
ドに作業単位をロールバックさせる SQL ステ
|
ートメントを出しました。 スレッドを
|
MUST_ROLLBACK 状態にする SQL ステート
|
メントは以下のとおりです。
|
COMMIT
|
ROLLBACK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

SQL CALL ステートメントを出した SQL ア
プリケーションが作業単位をロールバックする
まで、他のすべての SQL ステートメントは拒
否されます。 SQL CALL ステートメントを出
した SQL アプリケーションに制御が戻される
と、 SQL アプリケーションは作業単位をロー
ルバックしなければなりません。 これは、
SQL ROLLBACK ステートメントまたは同等の
IMS または CICS 操作を出して実行されま
す。

THE SOURCE TABLE source-name
CANNOT BE RENAMED BECAUSE IT
IS REFERENCED IN EXISTING VIEW
DEFINITIONS OR TRIGGER
DEFINITIONS

|
|
|
|
|

ユーザー定義関数
外部関数 object-name が次のいずれかの SQL
ステートメントを発行しました。
v COMMIT
v ROLLBACK

説明: RENAME ステートメントのソース表 の名前を
変更することができません。これは、ソース表が、1 つ
または複数の既存の視点定義において参照されている
か、または、1 つまたは複数の既存トリガーにおいてト
リガー表として参照されているからです。この表には検

|
|

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

# プログラマーの応答: サポートされないステートメント
# は、ストアード・プロシージャーまたはユーザー定義関
# 数から除去してください。
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#
#
#
#

リモート側で呼び出されたストアード・プロシージャー
は、次の場合を除き、組み込み SQL の Commit ステー
トメントまたは Rollback ステートメントを実行できま
せん。

# v リクエスターとの接続が 1 フェーズ・コミット・プ
ロトコルを使用している
#
# v リクエスター・システムが、ストアード・プロシージ
ャーの呼び出し時にコミットを許可するように指示し
#
ている (DRDA RDBCMTOK=TRUE の指示により)。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

注: DB2 Connect リクエスター・システムの場合、こ
のためにはクライアント・アプリケーションが
Connect タイプ 1 接続、またはリモート作業単位
接続を使用している必要があります。 Connect タ
イプ 2 接続または分散作業単位接続を使用する
と、DB2 Connect はコミットを許可しないように
指示するので、ストアード・プロシージャー内の
組み込み SQL Commit ステートメントまたは
Rollback ステートメントは失敗します。

#
#
#
#
#
#

ストアード・プロシージャー内の Commit ステートメン
トまたは Rollback ステートメントをすべて除去する
か、クライアント・アプリケーションを変更して、スト
アード・プロシージャーが SQL Commit ステートメン
トまたは Rollback ステートメントを実行できる環境に
する必要があります。

| SQLSTATE: 38003
-752

THE CONNECT STATEMENT IS
INVALID BECAUSE THE PROCESS IS
NOT IN THE CONNECTABLE STATE

説明: アプリケーション処理が、接続不能な状態にある
ときに、 CONNECT ステートメントを実行しようとし
ました。 接続状態の説明については、DB2 SQL 解説書
の CONNECT ステートメントの説明を参照してくださ
い。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。アプリケーション処理の接続状態はそのまま変更さ
れません。
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムを
変更して、CONNECT ステートメントを実行する前に、
コミット操作またはロールバック操作を実行するように
してください。
SQLSTATE:

0A001

v LOB 表スペースであるため、作業ファイル・データ
ベースには常駐できません。
v LOB 表スペースであるため、非補助表を入れること
はできません。
v LOB 表スペースではないため、補助表を入れること
はできません。
システムの処置:
ん。

プログラマーの応答: 次のいずれかです。
v 非作業ファイル・データベースに LOB 表スペースを
作成してください。
v 非 LOB 表スペースに表を作成してください。
v LOB 表スペースに補助表を作成してください。
SQLSTATE:
-764

A LOB TABLE SPACE AND ITS
ASSOCIATED BASE TABLE SPACE
MUST BE IN THE SAME DATABASE

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、関連
した基本表スペースと同じデータベースに LOB 表スペ
ースを指定してください。
SQLSTATE:
-765

560A2
TABLE IS NOT COMPATIBLE WITH
DATABASE

説明: CREATE TABLE または ALTER TABLE ステ
ートメントが、データベース属性が ROSHARE OWNER
または ROSHARE READ である表に LOB 列を定義し
ています。これは許可されません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行されませ

プログラマーの応答: CREATE TABLE の場合は、表
を ROSHARE NONE データベースに割り当てるか、
LOB 列のない表を作成してください。 ALTER TABLE
の場合は、列を非 LOB 列として再定義するか、または
表を ROSHARE NONE データベースに移動してくださ
い。

INVALID TABLE SPACE NAME
table-space-name

説明: 指定された表スペースは、次のいずれかの理由で
無効です。
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560A1

説明: 関連した基本表スペースと同じデータベースにな
い LOB 表スペースに補助表を作成しようとしました。

SQLSTATE:
-763

このステートメントは実行できませ
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560A3

-766
-766

THE OBJECT OF A STATEMENT IS
AN AUXILIARY TABLE FOR WHICH
THE REQUESTED OPERATION IS
NOT PERMITTED

説明: 補助表が次のステートメントのいずれかで指定さ
れました。
v ALTER TABLE
v CREATE ALIAS
v CREATE FUNCTION
v CREATE SYNONYM
v CREATE VIEW
v DELETE
v DESCRIBE TABLE
v INSERT
v SELECT
v UPDATE
変更できる補助表の属性はありません。
補助表に関して別名および同義語を作成することはでき
ません。
SELECT、 INSERT、 DELETE、 UPDATE、
CREATE、 PROCEDURE、または CREATE FUNCTION
ステートメントで補助表を指定することによって、補助
表のデータにアクセスすることはできません。 補助表
のデータは、基本表の列に対する操作によってのみアク
セスすることができます。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ステートメントを訂正して補助表
の代わりに対応する基本表を指定して、ステートメント
を再実行依頼してください。
SQLSTATE:
-767

560A4
MISSING OR INVALID COLUMN
SPECIFICATION FOR INDEX
index-name

説明: 以下のいずれかの理由のため、CREATE INDEX
ステートメントが失敗しました。
v 非補助表の索引は、索引が定義されている列を指定す
る必要がある。
v 補助表の索引は列指定をもつことができない。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: CREATE INDEX ステートメント
の構文を訂正してください。

v 非補助表に索引を作成するには、索引が定義されてい
る列を指定する。
v 補助表に索引を作成するには、列の名前を指定しな
い。
SQLSTATE:
-768

42626
AN AUXILIARY TABLE ALREADY
EXISTS FOR THE SPECIFIED
COLUMN OR PARTITION

説明: 補助表を作成しようとしましたが、指定した列ま
たは区画の補助表がすでに存在します。 基本表が非区
分表スペースに属する場合は、その表の LOB 列あたり
に補助表が 1 つだけあります。基本表が区分表スペー
スに属する場合は、いずれの LOB 列に対しても、指定
された区画の LOB 列のすべての値はそれらの独自の補
助表に保管されます。基本表スペースの区画あたり 1
つの補助表がなければなりません。
システムの処置: このステートメントは実行されませ
ん。
プログラマーの応答: 正しい表名、列名、および該当す
る場合は、区画番号が指定されていることを確認してく
ださい。既存の補助表には別の名前が適切な場合は、
RENAME TABLE ステートメントを使用して補助表の
名前を変更してください。
SQLSTATE:
-769

560A5
SPECIFICATION OF CREATE AUX
TABLE DOES NOT MATCH THE
CHARACTERISTICS OF THE BASE
TABLE

説明: 次のどちらかによって補助表を作成しようとしま
した。
v PART 文節を使用しました。指定した基本表は区画に
分割されていません。または、
v PART 文節を使用しませんでした。指定した基本表は
区画に分割されています。
基本表が区画に分割されていない場合は、 CREATE
AUXILIARY TABLE ステートメントにおいて PART キ
ーワードは許可されません。基本表が区画に分割されて
いる場合は、PART キーワードを指定する必要がありま
す。
システムの処置: 補助表は作成されていません。
プログラマーの応答: CREATE AUXILIARY TABLE
ステートメントで指定した基本表の名前が正しいかどう
かを検査してください。 名前が正しくて、表が区画に
分割されていない場合は、ステートメントから PART
文節を除去してください。 名前が正しくて、表が区画
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-770
ントは、トリガー・タイプによって異なります。

に分割されている場合は、ステートメントに PART 文
節を追加してください。 表名が正しくない場合は、名
前を訂正し、正しい列名が指定されているかどうかをチ
ェックしてください。
SQLSTATE:
-770

v BEFORE トリガーは、次の起動される SQL ステート
メントを含むことができます。
– 全選択または VALUES ステートメント
– SET 変換変数ステートメント (BEFORE DELETE
トリガーでは許可されない)
– SIGNAL SQLSTATE ステートメント
– CALL ステートメント

53096
TABLE table-name CANNOT HAVE A
LOB COLUMN UNLESS IT ALSO HAS
A ROWID COLUMN

v AFTER トリガーは、次の起動される SQL ステート
メントを含むことができます。
– 全選択または VALUES ステートメント
– INSERT ステートメント
– 検索された UPDATE ステートメント
– 検索された DELETE ステートメント
– SIGNAL SQLSTATE ステートメント
– CALL ステートメント

説明: LOB 列をもった表を作成するか、または LOB
列を表に追加しようとしましたが、表は ROWID 列を
もっていません。 LOB 列をもった表は ROWID 列も
もつ必要があります。
システムの処置:
せん。

このステートメントは実行されていま

システムの処置: CREATE TRIGGER ステートメント
は実行できません。また、トリガーは作成できません。

プログラマーの応答: LOB 列をもつ表を作成する場合
は、同じ表に ROWID を指定して列を定義してくださ
い。 ALTER を使用して LOB 列を表に追加する場合
は、最初に ALTER を使用して、タイプ ROWID を指
定して列を表に追加してください。

プログラマーの応答: トリガー内の起動される SQL ス
テートメントで、上記にリストされていないステートメ
ントを探して、それを除去してください。

# SQLSTATE: 560A6
-771

INVALID SPECIFICATION OF A
ROWID COLUMN

説明: ALTER または CREATE TABLE ステートメン
トの場合、 ROWID 列の指定は次のいずれかの理由で
無効な場合があります。
v ROWID 列は一時表に追加できない。
v 参照制約 文節では、ROWID 列を外部キーの列とし
て指定できない。

| v ROWID 列は、1 次キーの列にも固有キーの列にもな
れない。

| -798
|
|
|
|
|
|
|
|

42987
YOU CANNOT INSERT A VALUE
INTO A COLUMN THAT IS DEFINED
WITH THE OPTION GENERATED
ALWAYS COLUMN column-name

説明: 表に挿入する際に、GENERATE ALWAYS 属性
で列 column-name に対して値が指定されました。
VALUES リストの対応する項目が DEFAULT でない場
合は、挿入のために列リストで GENERATED ALWAYS
列を指定することはできません。

| システムの処置: INSERT は実行されていません。

v ROWID 列は、EDITPROC をもった表の列であって
はいけない。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 構文を訂正し、ステートメントを
再実行依頼してください。
SQLSTATE:

SQLSTATE:

428C7

| プログラマーの応答: 列を列リストから除去するか、
| VALUES 文節の GENERATED ALWAYS 列に
| DEFAULT を指定します。
|
|
|
|

この状態を解決する方法としては、OVERRIDING 文節
を使用することも考えられます。 OVERRIDING USER
VALUE 文節の詳細については、DB2 SQL 解説書 の
INSERT を参照してください。

| SQLSTATE: 428C9
-797

ATTEMPT to CREATE TRIGGER
trigger-name WITH AN UNSUPPORTED
TRIGGERED SQL STATEMENT

説明: トリガー定義に、サポートされない起動される
SQL ステートメントが含まれています。起動される
SQL ステートメントとして許可される SQL ステートメ

120

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

-802
-802

|
|
|
|

EXCEPTION ERROR exception-type HAS
OCCURRED DURING operation-type
OPERATION ON data-type DATA,
POSITION position-number

| 用しようとすると、SQLCODE -501 が出されます。ス
| テートメントがカーソル制御 OPEN であると、
CURSOR はクローズされたままです。
プログラマーの応答: SQL ステートメントを検査し
て、問題の原因を判別できるかどうかを調べてくださ
い。問題がデータに依存していることがあります。その
場合は、エラーの発生時に処理中であったデータを調べ
る必要があります。

説明: SQL 算術関数または算術式の処理で、例外エラ
ーが発生しました。このエラーは、exception-type で示さ
れます。 exception-type の値としては、 FIXED POINT
OVERFLOW、 DECIMAL OVERFLOW、 ZERO
DIVIDE、 DIVIDE EXCEPTION、 EXPONENT
OVERFLOW、または OUT OF RANGE があります。
例外エラーは、以下のいずれかの領域で発生しました。

エラーの算術式が、外部 SELECT ステートメントの
SELECT リスト内にあった場合は、すべての式の標識変
数を SELECT リストに含めることをお勧めします。こ
れにより、処理は継続し、したがってエラーでない列と
式の値を戻すことができます。

v SQL SELECT ステートメントの SELECT リストにお
いて。
v SELECT、UPDATE、または DELETE ステートメン
トの検索条件において。

数字データ・タイプの許容範囲については、SQLCODE
-405 の説明を参照してください。

v UPDATE ステートメントの SET 文節において。

問題判別: 固定小数点オーバーフローは、INTEGER ま
たは SMALLINT フィールドに算術演算を行っていると
きに起こることがあります。

v 列関数の計算の際に検出。
Data-type は、操作中の項目のデータ・タイプを示しま
す。 data-type の値としては、 INTEGER、
SMALLINT、 DECIMAL、および FLOAT があります。
メッセージに表示されるデータ・タイプは、データの一
時的な内部コピーのデータ・タイプを示すことがあり、
DB2 による変換のために実際の列またはリテラルのデ
ータ・タイプとは違っていることがあります。

|
|

指数オーバーフローは、浮動小数点演算の結果の指数部
が 127 を超え、結果の小数部がゼロでない場合 (たとえ
ば、結果の絶対値がおよそ 7.2E+75 を超える場合) に起
こることがあります。

Operation-type は、エラーの時点で実行中であった算術
演算を示します。操作タイプとしては、 ADDITION、
SUBTRACTION、 MULTIPLICATION、 DIVISION、
NEGATION、 BUILT-IN FUNCTION、 COLUMN
FUNCTION、および JAVA CONVERSION がありま
す。
Position-number は、エラーの場所が外部の SELECT ス
テートメントの SELECT リスト内にあった場合は、
SELECT リスト内の式の位置を示します。
注: エラーの検出場所によっては、exception-type、
data-type、operation-type、または position-number
(あるいはそのすべて) の一部が SQL 連絡域に戻さ
れない場合があります。

|
|
|
|
|
|

除算例外は、10 進数の除算において、商が指定された
データ・フィールドのサイズを超えたときに起こること
があります。ゼロ除算例外は、ゼロで除算を行った場合
に起こります。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。INSERT または UPDATE ステートメントの場合、
データの更新または削除は行われません。 ステートメ
ントがカーソル制御の FETCH であった場合は、列関数
の処理の間に例外が発生しない限り (COLUMN
FUNCTION の operation-type によって示される)、
CURSOR はオープンのままになります。例外が発生し
た場合、CURSOR はクローズします。 CURSOR がク
ローズされると、そのカーソルを OPEN を行わずに使

10 進オーバーフロー例外は、以下のいずれかの環境で
起こる可能性があります。
v 10 進演算の宛先フィールドが短すぎて結果を収容し
きれないため、１つ以上の非ゼロの桁が失われてい
る。

| v Java ストアード・プロシージャーまたはユーザー定
義関数が出力パラメーターに設定した 10 進数値の精
|
度またはスケールが、値に対して小さすぎる。
|
operation-type は JAVA CONVERSION です。
|
data-type は DECIMAL です。 position-number は、
|
CALL ステートメントまたはユーザー定義関数呼び出
|
しのエラーのパラメーターを示します。
|
|
|
|
|
|
|

組み込み関数の処理中になんらかの例外 / オーバーフロ
ーが発生する場合があります。 operation-type が
FUNCTION ならば、入力、中間、または最終のいずれ
かの値を処理する際にエラーが発生しました。パラメー
ターの値が範囲外にあるために、例外が発生することが
あります。
SQLSTATE:

ZERO DIVIDE ならば 22012。

ZERO DIVIDE 以外ならば 22003。
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-803
-803

AN INSERTED OR UPDATED VALUE
IS INVALID BECAUSE THE INDEX IN
INDEX SPACE indexspace-name
CONSTRAINS COLUMNS OF THE
TABLE SO NO TWO ROWS CAN
CONTAIN DUPLICATE VALUES IN
THOSE COLUMNS.RID OF EXISTING
ROW IS Xrid

説明: INSERT または UPDATE 操作の対象となってい
る表は、特定の列に固有の値が入るように (INDEX
SPACE indexspace-name の UNIQUE INDEX によって)
制約されています。要求された INSERT または
UPDATE を完了させると、行 rid の値が重複すること
になります。
INSERT または UPDATE ステートメントの対象が視点
である場合は、その視点を定義する表が制約されていま
す。 更新は、SET NULL の削除規則で従属行にカスケ
ードする親行の DELETE 操作によっても引き起こされ
ることがあります。
システムの処置: この INSERT、UPDATE、または
DELETE ステートメントは実行できません。 オブジェ
クト表は変更されません。
プログラマーの応答: INDEX SPACE indexspace-name
の UNIQUE INDEX の定義を調べ、課せられた固有性
の制約を判別してください。indexspace-name および関
連する index-name については、 SYSIBM.SYSINDEXES
を参照してください。
UPDATE ステートメントの場合は、指定された操作が
固有性の制約と矛盾していないかどうかを調べてくださ
い。 矛盾していない場合は、対象となる表を調べ、問
題の原因を判別してください。
INSERT ステートメントの場合は、対象となる表を調
べ、どの値が固有性の制約に違反しているかを判別して
ください。 INSERT ステートメントに副照会が含まれ
ている場合は、副照会によってアドレス指定された表の
内容と対象となる表の内容を突き合わせ、問題の原因を
判別してください。
DELETE ステートメントの場合は、索引を定義する表内
の索引キー列を調べてください。 これらの列に外部キ
ーが含まれており、対象となる表からのカスケード削除
でヌルにセットされると、重複値が生じることになりま
す。
SQLSTATE:
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23505

-804

AN ERROR WAS FOUND IN THE
APPLICATION PROGRAM INPUT
PARAMETERS FOR THE SQL
STATEMENT, REASON reason

説明: 呼び出しパラメーター・リストまたは SQLDA
が無効です。
v プリコンパイラーによって作成された呼び出しパラメ
ーター・リストは、アプリケーション・プログラマー
がプリコンパイラーの出力を変更するか、アプリケー
ション・プログラム内で ’SQL’ で始まる変数名を使
用するか、あるいは他の何らかの方法で呼び出しパラ
メーター・リストを重ね書きすると、無効となること
がある。
v アプリケーション・プログラムによって作成された
SQLDA の長さデータ・タイプまたはデータ長が無効
である。
v SQLDABC の値が、SQLD の値と矛盾している。
以下は、理由コードのリストです。
01

非カーソルに対して出されたオープン。

02

非カーソルに対して出されたクローズ。

03

EXECUTE IMMEDIATE の準備。

04

ステートメントが認識されない。

05

ステートメント・ストリングがない。

06

パラメーター・リストの SQLDA 形式が正しく
ない。

07

SQLDA 長が正しくない。

08

入力データ・タイプが認識されない。

09

入力変数の長さが正しくない。

10

出力変数のデータ長が正しくない。

11

SQLDABC の値が、SQLD の値と矛盾してい
る。

12

入力データ・ポインターが正しくない。

13

出力データ・ポインターが正しくない。

14

SQLN にある SQLDABC の項目が多すぎる。

15

入力 RDI ポインターが正しくない。

16

認識されていない出力データ・タイプ

17

SQLDAID の 7 番目のバイトの値が SQLDA
に含まれるデータ・タイプと矛盾している。
SQLDA には LOB タイプのホスト変数が含ま
れますが、 SQLDAID の 7 番目のバイトは拡
張 SQLVAR が割り当てられていることを示す
’2’ またはそれより大きい数に設定されていま
せん。
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-805
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

システム・プログラマーの応答: 上記の説明で注記した
エラーがないかどうか、アプリケーション・プログラム
を調べてください。 一般には、アプリケーション・プ
ログラマーがプリコンパイラーの出力を変更してはなら
ないことに注意してください。
SQLSTATE:
-805

07002
DBRM OR PACKAGE NAME
location-name.collection-id.dbrmname.consistency -token NOT FOUND IN
PLAN plan-name. REASON reason

説明: アプリケーション・プログラムで、 DBRM また
はパッケージ
'location-name.collection-id.dbrm-name.consistency-token' を
使用しようとしましたが、それが見つかりません。
CURRENT PACKAGESET 特殊レジスターがローカル・
プログラム実行に関してブランクになっている場合、コ
レクション ID はブランクとなります
('location-name..dbrm-name.consistency-token')。
SQLERRMT の長さのために、’location-name’ の長さが
16 で、’collection-id’の長さが 18 で、 ’dbrm-name’ の
長さが 8 であると、REASON トークンはブランクとな
ります。
DBRM またはパッケージ名が見つからなかったのは、
次のいずれかの理由が原因です。
v 01
– DBRM 名がプランのメンバー・リスト内に見つか
らず、またプランのパッケージ・リストもない。
問題を判別する際には、「問題判別」の項の最初の
SQL ステートメントを参照してください。
– プランのパッケージ・リストがないために、パッケ
ージ名が見つからない。 問題を判別する際には、
「問題判別」の項の 2 番目の SQL ステートメン
トを参照してください。
v 02
DBRM 名 'dbrm-name' が、メンバー・リストまたは
パッケージ・リスト内の項目と一致しない。 次のい
ずれかの条件が問題の原因となっている可能性があり
ます。
バインド条件:
– アプリケーション・プラン 'plan-name' がバインド
されたとき、パッケージ・リスト内の
'collection-name' が正しくなかった。 問題を判別す
る際には、「問題判別」の項の 2 番目の SQL ス
テートメントを参照してください。

– アプリケーション 'plan-name' がバインドされたと
き、パッケージ・リスト内の ’location-name’ が正
しくなかった。 問題を判別する際には、「問題判
別」の項の 2 番目の SQL ステートメントを参照
してください。
– アプリケーション・プラン 'plan-name' がバインド
されたとき、バインド・サブコマンドの
CURRENTSERVER オプション内の 'location-name'
が正しくなかった。 問題を判別する際には、「問
題判別」の項の 3 番目の SQL ステートメントを
参照してください。
アプリケーション条件：
– CURRENT PACKAGESET 特殊レジスターが、ア
プリケーションによって正しくセットされなかっ
た。
– アプリケーションが、正しいロケーションに接続さ
れていなかった。
v 03
DBRM 名 'dbrm-name' はパッケージ・リスト内の 1
つまたは複数の項目と一致するが、これらの項目の検
索で、パッケージが見つからなかった。理由 02 のと
ころにリストされた条件と以下の条件が、問題の原因
となっている可能性があります。
– 実行中のアプリケーション・プログラムのバージョ
ンの DBRM が見つからなかった (アプリケーショ
ン・プログラムの整合性トークンと同じ整合性トー
クンをもつパッケージが見つからなかった)。 「問
題判別」の項の 4 番目と 5 番目の SQL ステート
メントを参照してください。
– アプリケーション・プログラムの誤ったバージョン
が実行されている。
v 04
パッケージ ’collection-id.dbrm-name.consistency-token’
が、リモート・ロケーション ’location-name’ に存在
しない。 「問題判別」の項の 5 番目の SQL ステー
トメントを参照してください。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
システム・プログラマーまたはプログラマーの応答：
上記の理由に基づいて、プログラマーはそれぞれの理由
に対応する以下の操作の 1 つまたは複数を実行して、
エラーを訂正することができます。
v 01
– BIND サブコマンドの MEMBER リストに DBRM
名 ’dbrm-name’ を追加し、アプリケーション・プ
ラン 'plan-name' をバインドする、または、
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-807
– 適切なパッケージ・リスト項目を指定した PKLIST
オプションを REBIND サブコマンドに追加し、ア
プリケーション・プラン 'plan-name' を再バインド
する。
v 02
– PKLIST オプション内の項目の dbrm-name を訂正
し、REBIND サブコマンドを使用してアプリケー
ション・プラン 'plan-name' を再バインドする、ま
たは
– PKLIST オプション内の項目の location-name を訂
正し、REBIND サブコマンドを使用してアプリケ
ーション・プラン 'plan-name' を再バインドする、
または
– CURRENTSERVER オプション内の location-name
を訂正し、REBIND サブコマンドを使用してアプ
リケーション・プラン 'plan-name' を再バインドす
る、または
– CURRENT PACKAGESET 特殊レジスターを正し
くセットする、または
– 正しいロケーション名に接続する。
v 03
上記の理由 02 のところで述べた操作に加えて以下の
操作を行うことにより、問題が修正される可能性があ
ります。
– PKLIST オプション内の項目の collection-id を訂正
し、 REBIND サブコマンドを使用してアプリケー
ション・プラン 'plan-name' を再バインドする、ま
たは
– 実行しようとしているアプリケーション・プログラ
ムのバージョンの DBRM をコレクション
'collection-id' にバインドする、または
– アプリケーション・プログラムの正しいバージョン
を実行する。 アプリケーション・プログラムの整
合性トークンは、バインドされたパッケージの整合
性トークンと同じです。

2. この照会は、プランのパッケージ・リスト内の項目
を表示します。 1 行も戻されない場合、プランはパ
ッケージ・リストなしでバインドされています。
SELECT LOCATION, COLLID, NAME
FROM SYSIBM.SYSPACKLIST
WHERE PLANNAME = ’plan-name’;
3. この照会は、プランに対する BIND サブコマンドで
指定された CURRENTSERVER 値を表示します。
SELECT NAME, CURRENTSERVER
FROM SYSIBM.SYSPLAN
WHERE NAME = ’plan-name’;
4. この照会は、SYSPACKAGE 内に一致するパッケー
ジがあるかどうかを表示します。 パッケージがリモ
ートにある場合は、FROM 文節にロケーション名を
指定してください。 1 行も戻されない場合、パッケ
ージの正しいバージョンがバインドされていませ
ん。
SELECT COLLID, NAME, HEX(CONTOKEN), VERSION
FROM <location-name.>SYSIBM.SYSPACKAGE
WHERE NAME = ’dbrm-name’
AND HEX(CONTOKEN) = ’consistency-token’;
5. この照会は、SYSPACKAGE 内に一致するパッケー
ジがあるかどうかを表示します。 パッケージがリモ
ートにある場合は、FROM 文節にロケーション名を
指定してください。 この照会は、コレクション ID
(collection-id) がブランクでないときに使用してくだ
さい。 1 行も戻されない場合、パッケージの正しい
バージョンがバインドされていません。
SELECT COLLID, NAME, HEX(CONTOKEN), VERSION
FROM <location-name.>SYSIBM.SYSPACKAGE
WHERE NAME = ’dbrm-name’
AND HEX(CONTOKEN) = ’consistency-token’
AND COLLID = ’collection-id’;
SQLSTATE:
-807

v 04

51002
ACCESS DENIED: PACKAGE
package-name IS NOT ENABLED FOR
ACCESS FROM connection-type
connection-name

理由 02 および 03 のところで述べたすべての操作に
より、問題が修正される可能性があります。

説明: 次のいずれかの理由により、アクセスが拒否され
ました。

問題判別: 以下の照会は、問題判別に役立ちます。 ロ
ーカル・ロケーションからこれらの照会を実行してくだ
さい。

v ’connection-type’ または特定の ’connection-name’ をも
つ ’connection-type’ のいずれかから、使用不可にされ
ている。

1. この照会は、プランのメンバー・リスト内の DBRM
を表示します。 1 行も戻されない場合、プランはメ
ンバー・リストなしでバインドされています。

v 使用されている接続ライブラリーは、DB2 の前のリ
リースからのもので、バインド操作の ENABLE およ
び DISABLE オプションをサポートしていない。

SELECT PLCREATOR, PLNAME, NAME, VERSION
FROM SYSIBM.SYSDBRM
WHERE PLNAME = ’plan-name’;
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変数は次のとおりです。
package-name
パッケージ名 (collection.package-id)
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-808
connection-type
次のいずれかです。 BATCH、 DB2CALL、
REMOTE、 IMSBMP、 IMSMPP、 CICS、
DLIBATCH、または UNKNOWN。

-811

connection-name
制限されている接続の名前。 特定の接続タイ
プ (connection-type) のすべての接続名が制限さ
れている場合、この値は指定されません。
システムの処置: このステートメントは実行されず、パ
ッケージは割り振られません。
システム・プログラマーの応答:

次のいずれかです。

v 必要な接続タイプと接続名を使用して実行できるよう
に、パッケージを再バインドして使用可能にする。
v SYSPLSYSTEM または SYSPKSYSTEM カタログ表
を調べ、そのパッケージを実行できる接続を見つけ
る。
v 接続ライブラリーを訂正する。
SQLSTATE:
-808

23509
THE CONNECT STATEMENT IS NOT
CONSISTENT WITH THE FIRST
CONNECT STATEMENT

説明: アプリケーション処理に適用される CONNEct
のセマンティクスは、そのアプリケーション処理によっ
て (成功または不成功にかかわらず) 実行される最初の
CONNECT ステートメントによって決まります。 次の
規則の 1 つに違反しています。

説明: 組み込み SELECT ステートメントまたは
UPDATE ステートメントの SET 文節の副選択を実行し
て、結果表に複数の行が入りました。あるいは、基本述
部に含まれている副照会により、2 つ以上の値が得られ
ました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: ステートメントの構文を調べ、正
しい条件指定が含まれているかどうかを確かめてくださ
い。 ステートメント構文が正しいのであれば、問題
は、予定していない複数行または値を戻す原因となった
データにあります。
SQLSTATE:
-812

v タイプ 2 の CONNECT ステートメントは、タイプ 1
の CONNECT ステートメントが実行された後に実行
することはできません。
v タイプ 1 の CONNECT ステートメントは、タイプ 2
の CONNECT ステートメントが実行された後に実行
することはできません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: おそらくアプリケーション処理に
おいて、別々のプログラムが別々の CONNECT オプシ
ョンを用いてプリコンパイルされていたことが、このエ
ラーの原因と思われます。
アプリケーション処理でタイプ 1 またはタイプ 2 のい
ずれか一方の CONNECT ステートメントを使用するよ
うにし、ジョブを再実行依頼してください。 使用する
CONNECT のタイプは、プリコンパイラー・オプション
です。 デフォルト値は、タイプ 2 の CONNECT で
す。
SQLSTATE:

THE RESULT OF AN EMBEDDED
SELECT STATEMENT OR A
SUBSELECT IN THE SET CLAUSE OF
AN UPDATE STATEMENT IS A
TABLE OF MORE THAN ONE ROW,
OR THE RESULT OF A SUBQUERY
OF A BASIC PREDICATE IS MORE
THAN ONE VALUE

21000
THE SQL STATEMENT CANNOT BE
PROCESSED BECAUSE A BLANK
COLLECTION-ID WAS FOUND IN THE
CURRENT PACKAGESET SPECIAL
REGISTER WHILE TRYING TO FORM
A QUALIFIED PACKAGE NAME FOR
PROGRAM
program-name.consistency-token USING
PLAN plan-name

説明: プランのパッケージ・リスト内の最後の項目また
は唯一の項目に、アスタリスク (*) の 'collection-id' が
含まれています。この場合、修飾パッケージ名を作成す
るためには、 'CURRENT PACKAGESET' 特殊レジスタ
ーが非ブランクの 'collection-id' にセットされていなけ
ればなりません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 'CURRENT PACKAGESET' 特殊
レジスターを所要の 'collection-id' にセットするか、ま
たはシステム管理者にプランのパッケージ・リストが正
しいかどうかを調べてもらってください。
SQLSTATE:

22508

08001
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-815
-815

A GROUP BY OR HAVING CLAUSE
IS IMPLICITLY OR EXPLICITLY
SPECIFIED IN A SUBSELECT OF A
BASIC PREDICATE OR THE SET
CLAUSE OF AN UPDATE
STATEMENT

説明: 基本述部の副選択または UPDATE ステートメン
トの SET 文節 は、以下のいずれかのことを行っていま
す。
v 直接 GROUP BY または HAVING 文節を含む
v GROUP BY または HAVING 文節が組み込まれた定
義を持つ視点を、そのオブジェクトとして指定する
いずれの構成も許可されません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。データは取り出されません。
プログラマーの応答: 暗黙指定される機能は、DB2 で
はサポートされません。
副選択には、コーディングによる解決策はありません。
副選択では 1 つの値しか戻すことができないので、基
本述部の副選択内で GROUP BY または HAVING 文節
を使用することはできません。基本述部に関する詳細に
ついては、DB2 SQL 解説書 を参照してください。
SQLSTATE:

42920

このような SQL ステートメントとしては、 INSERT、
UPDATE、 DELETE、 CREATE、 ALTER、 DROP、
GRANT、および REVOKE があります。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: アプリケーションが IMS 照会専
用トランザクションとして実行されている場合は、アプ
リケーションが実行されているトランザクションの照会
専用状況の変更に関して、 IMS システム・プログラマ
ーと相談してください。
IMS または CICS アプリケーションでリモート更新を
試みている場合は、サーバー DBMS のローカル・アプ
リケーションとして実行されるようにアプリケーション
を変更するか、あるいは 2 フェーズ・コミットをサポ
ートするようにサーバー DBMS をアップグレードする
必要があります。
アプリケーションで複数ロケーションにあるデータの更
新を試みている場合は、アプリケーションを変更する
か、あるいは関連するすべての DBMS が 2 フェー
ズ・コミットをサポートするようにアップグレードしな
ければなりません。
トリガー活動化中の無効ステートメントによってエラー
が発生する場合は、システム管理者に連絡して、トリガ
ー定義を訂正してください。
SQLSTATE:

-817

THE SQL STATEMENT CANNOT BE
EXECUTED BECAUSE THE
STATEMENT WILL RESULT IN A
PROHIBITED UPDATE OPERATION.

説明: アプリケーションで、ユーザー・データまたはサ
ブシステム・カタログを更新させることになるような
SQL ステートメントの実行が試みられました。 次のい
ずれかの理由により、このような更新は禁止されていま
す。
v そのアプリケーションが、IMS 照会専用トランザク
ションとして実行されている。
v そのアプリケーションは IMS または CICS アプリケ
ーションであり、2 フェーズ・コミットをサポートし
ないリモート DBMS にあるデータを更新しようとし
ている。
v そのアプリケーションが複数のロケーションでデータ
を更新しようとしているが、そのうちの 1 つのロケ
ーションで 2 フェーズ・コミットがサポートされて
いない。
v 活動化時刻 BEFORE を指定して定義したトリガーが
活動化され、そのトリガー・アクションがデータベー
スを更新する原因となった。
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-818

25000
THE PRECOMPILER-GENERATED
TIMESTAMP x IN THE LOAD MODULE
IS DIFFERENT FROM THE BIND
TIMESTAMP y BUILT FROM THE
DBRM z

説明: SQL プリコンパイラーは、各 SQL ステートメ
ントごとに、 DBRM にタイム・スタンプ 'y' を入れ、
アプリケーション・プログラムのパラメーター・リスト
にタイム・スタンプ 'x' を入れます。 BIND 時、DB2
は実行時に使用するために DBRM タイム・スタンプを
保管しておきます。実行時、処理中の SQL ステートメ
ントのタイム・スタンプ 'x' が、 BIND 時に DBRM'z'
から得られたタイム・スタンプ 'y' と比較されます。 2
つのタイム・スタンプが一致しない場合、 DBRM とア
プリケーション・プログラムは同じプリコンパイルの結
果ではありません。
この問題が起こるのは、次のような場合です。
v アプリケーションの BIND を行わずに、プリコンパ
イル、コンパイル、およびリンクを行った場合、また
は
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-819
v アプリケーション・プログラムのコンパイルおよびリ
ンクを行わずに、プリコンパイルおよび BIND を行
った場合、または
v アプリケーション・モジュールにリンクされるオブジ
ェクト・モジュールを作成したものとは異なるアプリ
ケーション・プログラムのプリコンパイルから得られ
た DBRM を使用して、アプリケーションを BIND
した場合。
タイム・スタンプ 'x' および 'y' は、DB2 内部タイム・
スタンプです。これらのタイム・スタンプの外部解釈は
ありません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: オブジェクト・モジュールと一致
するアプリケーション・プログラムの DBRM を使用し
て、アプリケーションをもう一度 BIND してくださ
い。
SQLSTATE:
-819

51003
THE VIEW CANNOT BE PROCESSED
BECAUSE THE LENGTH OF ITS
PARSE TREE IN THE CATALOG IS
ZERO

説明: SYSIBM.SYSVTREE.VTREE は、視点の構文解析
ツリー構造を含んでいる可変長ストリング列です。 視
点の処理の際、その構文解析ツリーの長さ制御フィール
ドがゼロであるとわかりました。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: これはシステム・エラーです。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
SQLSTATE:
-820

58004
THE SQL STATEMENT CANNOT BE
PROCESSED BECAUSE catalog-table
CONTAINS A VALUE THAT IS NOT
VALID IN THIS RELEASE

説明: 示されたカタログ表の列に、SQL ステートメン
トのそれ以上の処理を妨げるような値が含まれていま
す。 この値の意味は、DB2 のリリースには不明です。
フォールバックが行われていた場合、この値はおそら
く、フォールバックの前に新しい機能を使用した結果と
して得られた値です。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: このステートメントが意図された
表または視点を参照しているかどうか、および問題がフ
ォールバックの結果であるかどうかを調べてください。
問題がフォールバックの結果である場合は、現行のリリ
ースではサポートされない機能に依存しているため、ス
テートメントは訂正できません。 問題がフォールバッ
クの結果でない場合、-820 はシステム・エラーです。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
SQLSTATE:
-822

58004
THE SQLDA CONTAINS AN INVALID
DATA ADDRESS OR INDICATOR
VARIABLE ADDRESS

説明: アプリケーション・プログラムにより、SQLDA
に無効なアドレスが入れられました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 有効なアドレスが SQLDA に入
れられるように、アプリケーション・プログラムを訂正
してください。
SQLSTATE:
-840

51004
TOO MANY ITEMS RETURNED IN A
SELECT OR INSERT LIST

説明: 選択リストに戻された項目の数、または挿入リス
トで提示された項目の数が、許容される最大値の 750
を超えています。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: すべての情報が実際に必要かどう
かを判別してください。 (SQL ステートメント
SELECT * FROM A, B, C の選択リスト * によって戻
される項目の数は、 3 つの表すべての列数の合計であ
ることに注意してください。) すべての情報が必要でな
い場合は、必要な項目の情報だけが戻されるように
SQL ステートメントを書き直してください。 すべての
情報が必要である場合は、必要に応じて、SQL ステー
トメントを 2 つのステートメントに分割してくださ
い。
SQLSTATE:
-842
説明:

54004
A CONNECTION TO location-name
ALREADY EXISTS

次の状況の 1 つが発生しました。
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-843
v CONNECT ステートメントが、システム指示のアクセ
スを使用して、アプリケーション処理が専用接続をも
つロケーションを識別している。

-843

THE SET CONNECTION OR RELEASE
STATEMENT MUST SPECIFY AN
EXISTING CONNECTION

v SQLRULES(STD) が有効であり、CONNECT ステー
トメントが既存の SQL 接続を識別している。

説明:

v すでにそのロケーションへの既存の SQL 接続がある
ため、システム指示のアクセスを使用して専用接続を
確立することができない。

v SET CONNECTION ステートメントでは、アプリケ
ーション処理の既存の SQL 接続を識別しなければな
らない。

| v USER/USING 文節を組み込む CONNECT (タイプ 2)
要求で、既存の SQL 接続を識別している。
|

v RELEASE ステートメントでは、アプリケーション処
理の既存の接続を識別しなければならない。

システムの処置:
ん。

次の規則の 1 つに違反しています。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

このステートメントは実行できませ
エラーに応じて、次の訂正処置を

プログラマーの応答: エラーに応じて、次の訂正処置を
行ってください。

v ロケーション名が意図した名前でない場合は、ロケー
ション名を訂正してください。

v ロケーション名が意図した名前でない場合は、ロケー
ション名を訂正してください。

v SQLRULES(STD) が有効で、CONNECT ステートメ
ントが既存の SQL 接続を識別している場合は、
CONNECT を SET CONNECTION に置き換えるか、
あるいはオプションを SQLRULES(DB2) に変更して
ください。

v ロケーション名が既存の SQL 接続を識別していない
場合は、 SET CONNECTION を CONNECT ステー
トメントに置き換えてください。

プログラマーの応答:
行ってください。

v RELEASE CURRENT が非接続状態で実行された場
合、あるいは指定されたロケーション名が既存の
SQL または DB2 専用接続を識別していない場合
は、 RELEASE ステートメントを削除してくださ
い。

v CONNECT ステートメントが既存の専用接続を識別し
ている場合は、 CONNECT ステートメントを実行す
る前に、(前の作業単位で RELEASE ステートメント
を使用することによって) その接続を破棄してくださ
い。 システム指示アクセスを使用して、CONNECT
の後の SQL ステートメントを実行することができる
場合は、別の解決策として、アプリケーションがその
方法を使用するように変更することができます。
v システム指示のアクセスを使用できない場合は、シス
テム指示のアクセスを必要とする SQL ステートメン
トを実行する前に、(前の作業単位で RELEASE ステ
ートメントを使用することによって) 矛盾する SQL
接続を破棄してください。 別の解決策としては、ア
プリケーション指示のアクセスだけが使用されるよう
にアプリケーションを変更することができます。

| v USER/USING 文節を含む CONNECT ステートメント
を実行する前に、(前の作業単位で RELEASE ステー
|
トメントを使用することによって) その接続を破棄し
|
てください。
|
アプリケーション内のエラーを訂正し、プランまたはパ
ッケージを再バインドしてから、ジョブを再実行依頼し
てください。
SQLSTATE:

08002

アプリケーション内のエラーを訂正してプランを再バイ
ンドし、ジョブを再実行依頼してください。
SQLSTATE:

| -846
|

08003
INVALID SPECIFICATION OF AN
IDENTITY COLUMN

| 説明: ALTER または CREATE TABLE ステートメン
| トの場合、以下のいずれかの理由により、一致列の指定
| は無効な場合があります。
| v 関連列のデータ・タイプが、一致列に使用できるデー
タ・タイプのいずれでもなかった。使用可能なデー
|
タ・タイプを、以下に示します。
|
|

– INTEGER

|

– SMALLINT

|

– ゼロのスケールの DECIMAL

| v INCREMENT BY に指定された値が無効です。この値
は、この列に割り当てられる値なら、正でも負でも構
|
いませんが、INTEGER タイプに定義された範囲内に
|
なければならず、かつ 0 にすることはできません。
|
| v MINVALUE または MAXVALUE (あるいはその両方)
に指定された値が無効です。 MINVALUE は
|
MAXVALUE 未満でなければなりません。
|
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| v CREATE TABLE ステートメントは、一致列を持つ表
に EDITPROC を指定することはできません。
|

SQLSTATE:

| v ALTER TABLE ステートメントは、グローバル一時
表に一致列を定義することはできません。
|

-872

| v CREATE TABLE LIKE ステートメントは、一致列を
|
持つ別の表のようなエディット・プロシージャーによ
|
って、表を作成することはできません。
| システムの処置: DB2 はステートメントを処理するこ
| とはできません。

説明: インストール・パネル DSNTIPF の、ASCII
CODED CHAR SET、EBCDIC CODED CHAR SET、ま
たは UNICODE CODED CHAR SET のいずれかのサブ
システム・パラメーターに、有効な CCSID が指定され
ませんでした。

| プログラマーの応答: 構文を訂正し、ステートメントを
| 再実行依頼してください。

システムの処置:
ん。

| SQLSTATE: 42815

プログラマーの応答: システム管理者に連絡して、必要
な CCSID をシステムに定義してください。

| -867
|

SQLSTATE:

INVALID SPECIFICATION OF A
ROWID COLUMN

| 説明: ALTER または CREATE TABLE ステートメン
| トの場合、 ROWID 列の指定は次のいずれかの理由で
| 無効な場合があります。
|

v ROWID 列は一時表に追加できない。

|
|

v 参照制約 文節では、ROWID 列を外部キーの列とし
て指定できない。

| v ROWID 列は、基本キーの列であってはいけない。
| v ROWID 列は、EDITPROC をもった表の列であって
はいけない。
|
| システムの処置: このステートメントは実行できませ
| ん。
| プログラマーの応答: 構文を訂正し、ステートメントを
| 再実行依頼してください。
| SQLSTATE: 428C7
-870

THE NUMBER OF HOST VARIABLES
IN THE STATEMENT IS NOT EQUAL
TO THE NUMBER OF DESCRIPTORS

説明: SQL ステートメント内のホスト変数の数が、ホ
スト変数記述子の数と一致していません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムを
訂正してください。 おそらく、ホスト変数の前のコロ
ンが欠落していることが、この問題の原因です。
問題判別: SQL ステートメントがローカルでバインド
された場合、記述子は DB2 プリコンパイラーによって
作成されます。 リモート SQL ステートメントの場
合、記述子は DDF によって作成され、配列
SQLSTTVRB に入れて渡されます。

# -873
#
#
#

58026
A VALID CCSID HAS NOT YET BEEN
SPECIFIED FOR THIS SUBSYSTEM

このステートメントは実行できませ

51032
DATA ENCODED WITH DIFFERENT
ENCODING SCHEMES CANNOT BE
REFERENCED IN THE SAME SQL
STATEMENT

| 説明: 別のエンコード・スキームの表で定義された列と
| 同じ SQL ステートメント内のエンコード・スキームの
| 表で定義された列を参照することができません。
|
|
|
|

この状態は、ASCII、EBCDIC、または UNICODE のい
ずれかのエンコード・スキームで作成された表が、同じ
エンコード・スキームにない表によってステートメント
で参照されると、起こる可能性があります。
表の作成、DECP CCSID 値の変更、他の行の作成、お
よび単一の SQL ステートメントでの 2 つの表の参照
時にも、この状況が起こる場合があります。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: SQL ステートメントを訂正して
ください。
SQLSTATE:

# -874
#
#
#

53090
THE ENCODING SCHEME SPECIFIED
FOR THE object-type MUST BE THE
SAME AS THE CONTAINING TABLE
SPACE OR OTHER PARAMETERS

説明: CCSID ASCII が指定された場合、 CCSID
ASCII を入れる表スペースは EBCDIC か UNICODE で
す。 CCSID EBCDIC が指定された場合、 CCSID
EBCDIC を入れる表スペースは ASCII か UNICODE で
す。 CCSID UNICODE が指定された場合、 CCSID
UNICODE を入れる表スペースは ASCII か EBCDIC で
す。
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-875
表のエンコード・スキームは、その表が入る表スペース
と同じものでなければなりません。

PIECESIZE IS NOT VALID
PIECESIZE は非区分索引にのみ有効です。

| 全選択を使用して表を作成した場合は、次のスキームが
| 同じでなければなりません。
| v 全選択の結果表のエンコード・スキーム

PIECESIZE 4GB IS NOT VALID
PIECESIZE 4 GB は LARGE 表の非区分索引
にのみ有効です。

| v CCSID 文節のエンコード・スキーム (指定されてい
る場合)
|

システムの処置:
ん。

|

プログラマーの応答: 作成されているオブジェクトの
SQL ステートメントを訂正してください。

v ターゲット表スペースのエンコード・スキーム
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

SQLSTATE:

プログラマーの応答:
ください。
SQLSTATE:
-875

| -877
|
|

システムの処置:
ん。

説明: ASCII データが以下の状況のいずれかで参照さ
れました。
v LIKE 述部が、ASCII 表の混合データ列を参照する。
LIKE 述部は混合 ASCII データにはサポートされて
いません。
v VARGRAPHIC 関数が ASCII 表の列に指定された。
VARGRAPHIC 関数は ASCII データにはサポートさ
れていません。
このステートメントは実行できませ

SQLSTATE:
-876

SQLSTATE:

| -878
|
|

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 既存の PLAN_TABLE を消去し
て、EBCDIC コード化スキーマで再作成してください。

説明: オブジェクトを SQL ステートメントで作成する
ことができません。
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THE PLAN_TABLE USED FOR
EXPLAIN CANNOT BE ASCII OR
UNICODE

システムの処置:
ん。

'object' CANNOT BE CREATED,
REASON 'reason'

TABLE DEFINED AS ASCII
基本表が ASCII として定義されています。
ASCII 表にはタイプ 2 索引のみがサポートさ
れています。

53093

説明: EXPLAIN とともに使用する場合は、
PLAN_TABLE を EBCDIC でコーディングしなければ
なりません。

42988

'reason' の値は次のとおりです。

このステートメントは実行できませ

| プログラマーの応答: ステートメントから CCSID
| ASCII または CCSID UNICODE 文節を除去してくださ
| い。

SQL ステートメントを訂正して

'object ' の値は次のとおりです。
TYPE 1 INDEX
作成されているオブジェクトはタイプ 1 索引
です。
INDEX 作成されているオブジェクトは索引です。

CCSID ASCII OR CCSID UNICODE IS
NOT ALLOWED FOR THIS
DATABASE OR TABLE SPACE

説明: 指定されたデータベースまたは表スペースは
EBCDIC でなければなりません。

operand CANNOT BE USED WITH THE
ASCII DATA REFERENCED

プログラマーの応答:
ください。

53092

SQL ステートメントを訂正して

53091

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

SQLSTATE:

# -879
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

53094
CREATE or ALTER STATEMENT FOR
obj-name CANNOT DEFINE A
COLUMN, DISTINCT TYPE, FUNCTION
OR STORED PROCEDURE
PARAMETER WITH ENCODING
SCHEME encoding-scheme

説明: object-name に対する CREATE または ALTER
TABLE ステートメントは、列、特殊タイプ、あるいは
ユーザー定義関数またはストアード・プロシージャーの
パラメーターを定義しようとしましたが、エンコード・
スキーム encoding-scheme のデータ・タイプに適した
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# CCSID がシステムに定義されていません。これは次の
# いずれかの原因で発生します。
# v CREATE ステートメントまたは ALTER TABLE ス
テートメントが、文字 FOR SBCS DATA として列の
#
定義を試みたが、エンコード・スキームとデータ・タ
#
#
イプの組み合わせに対する CCSID がシステムに定義
#
されていない。または、文字 FOR MIXED DATA ま
#
たはグラフィックを定義したが、MIXED DATA イン
#
ストール・オプションが NO に設定されている。
# v CREATE DISTINCT TYPE ステートメントが、文字
#
FOR SBCS または MIXED DATA、あるいはグラフ
#
ィックのソース・タイプを使用して特殊タイプの定義
#
を試みたが、エンコード・スキームとデータ・タイプ
の組み合わせに対する CCSID がシステムに定義され
#
ていない。
#
# v CREATE FUNCTION ステートメントまたは
CREATE PROCEDURE ステートメントが、FOR
#
SBCS または MIXED DATA、あるいはグラフィック
#
として、パラメーターの定義または RETURNS デー
#
タ・タイプの指定を試みたが、エンコード・スキーム
#
とデータ・タイプの組み合わせに対する CCSID がシ
#
ステムに定義されていない。
#
システムの処置:
できません。

|
|
|
|
|

このステートメントを処理することは

プログラマーの応答: システム管理者に連絡して、イン
ストール・オプションを適切にセットアップするか、
CREATE ステートメントまたは ALTER ステートメン
ト内の列、特殊タイプ、またはパラメーターのエレメン
トのデータ・タイプを変更してください。
SQLSTATE:

| -880
|
|

53095
SAVEPOINT savepoint-name DOES NOT
EXIST OR IS INVALID IN THIS
CONTEXT

説明: RELEASE TO SAVEPOINT または ROLLBACK
TO SAVEPOINT ステートメントが、存在している保管
点を識別しません。
システムの処置:
ません。

DB2 はこのステートメントを処理し

プログラマーの応答: ステートメントを訂正して、有効
な保管点名を使用してください。
SQLSTATE:

3B001

| -881
|
|
|

A SAVEPOINT WITH NAME
savepoint-name ALREADY EXISTS, BUT
THIS SAVEPOINT NAME CANNOT BE
REUSED

説明: SAVEPOINT ステートメントが、別の保管点と
同じ保管点名を使用し、かつ名前がトランザクション内
で再利用できないことを示す UNIQUE 文節で少なくと
も 1 つの保管点が定義されているため、保管点を作成
することができません。
システムの処置: このステートメントは実行されず、新
しい保管点は設定されません。古い保管点は、依然存在
します。
プログラマーの応答: ステートメントを訂正してくださ
い。別の保管点名を使用するか、あるいは、ほかの保管
点が UNIQUE 文節なしで作成されて、その保管点名を
再利用する意図がある場合は、UNIQUE 文節を省略して
ください。
SQLSTATE:

| -882

3B501
SAVEPOINT DOES NOT EXIST

説明: 最後のアクティブ保管点にロールバックするため
に ROLLBACK TO SAVEPOINT ステートメントが保管
点名なしに指定されましたが、保管点が存在していませ
ん。
システムの処置: このステートメントは実行されませ
ん。
プログラマーの応答: アプリケーションの論理を訂正し
て、保管点を設定するか、保管点へのロールバックを試
みないでください。
SQLSTATE:
-900

3B502
THE SQL STATEMENT CANNOT BE
EXECUTED BECAUSE THE
APPLICATION PROCESS IS NOT
CONNECTED TO AN APPLICATION
SERVER

説明: 前の障害により、アプリケーション処理が非接続
状態に置かれています。 非接続状態から正常に実行で
きる SQL ステートメントは、 CONNECT、
COMMIT、 ROLLBACK、およびローカル SET ステー
トメントだけです。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: -900 を検査するということは、
非接続状態かどうかを検出する 1 つの方法であるた
め、応答が不要な場合もあります。 そうでない場合
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-901
は、アプリケーション・プログラムの論理を変更しなけ
ればなりません。 追加情報については、 DB2 SQL 解
説書 の第 5 章の CONNECT ステートメントの説明を
参照してください。
SQLSTATE:
-901

-902

08003
UNSUCCESSFUL EXECUTION
CAUSED BY A SYSTEM ERROR
THAT DOES NOT PRECLUDE THE
SUCCESSFUL EXECUTION OF
SUBSEQUENT SQL STATEMENTS

説明: 現行の SQL ステートメントの正常な実行を妨げ
るシステム・エラーが発生しました。 しかし、このエ
ラーは、それ以降の SQL ステートメントの正常な実行
を妨げるものではありません。
SQL ステートメントの長さが 0 より小さいか、または
ステートメントに関する DB2 の最大長より大きいため
に、このエラーが起こった可能性があります。
分散コミット処理中にエラーが起こった場合にも、この
SQLCODE が出されることがあります。 その場合は、
分散 2 フェーズ・コミットをサポートする作業単位の
すべてのサーバーが、その作業単位をバックアウトして
います。 分散 2 フェーズ・コミットをサポートしない
サーバーが、その作業単位で更新を行っている場合は、
そのサーバーについて照会を出し、その更新がコミット
またはバックアウトされたかどうかを判別する必要があ
ります。
最後に、このエラーは、後処理が、行の区画を変更する
更新のために完了できない場合、コミット中に発生する
場合があります。後処理は、リソースの使用不能問題で
完了できないことがあります。後処理は、保留されたカ
ーソルが存在するために完了できないことがあります。
コミットは失敗します。トランザクションは打ち切られ
ます。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。アプリケーションについての X'04E' 異常終了が要
求されることがあります。 アプリケーション・プログ
ラムでは、このような異常終了からリカバリーするため
のリカバリー・ルーチンをもつことができ、SQL ステ
ートメントを再試行することができます。
プログラマーの応答: 異常終了が起こった場合は、シス
テム・プログラマーに通知し、この戻りコードが出され
る原因となった異常終了を分析するよう依頼してくださ
い。
異常終了が起こった場合でも、この戻りコードを受け取
ったアプリケーション・プログラムは再試行することが
でき、それ以降の SQL ステートメントの実行を禁止さ
れません。
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SQLSTATE:

58004
POINTER TO THE ESSENTIAL
CONTROL BLOCK (CT/RDA) HAS
VALUE 0, REBIND REQUIRED

説明: 基本制御ブロックへのポインター、CT または
RDA がゼロです。これは、現行の SQL ステートメン
トの正常な実行を不可能にするだけでなく、その後の
SQL ステートメントの実行も不可能にします。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。アプリケーション・プログラムでは、追加の SQL
ステートメントを出すことはできません。 たとえば、
アプリケーション・プログラムに関連するリカバリー・
ルーチンから、追加の SQL ステートメントを出すこと
はできません。
プログラマーの応答: 失敗したアプリケーション・プロ
グラムを再バインドしてから、再試行してください。
問題が解消されない場合は、 DBRM を調べ、DBRM
がプログラムに一致しているかどうかを確かめてくださ
い。
SQLSTATE:
-904

58005
UNSUCCESSFUL EXECUTION
CAUSED BY AN UNAVAILABLE
RESOURCE.REASON reason-code,
TYPE OF RESOURCE resource-type,
AND RESOURCE NAME resource-name

説明: 'reason-code' で示された理由により、タイプ
'resource-type' のリソース 'resource-name' がその時点で
使用可能でなかったために、SQL ステートメントを実
行できません。 リソース・タイプ・コードの説明につ
いては、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 の表 3
を参照してください。理由コードの説明については、
859 ページの『第 4 部 DB2 コード』 を参照してくだ
さい。
システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
ません。 実行しようとしていた SQL ステートメント
がカーソル FETCH であった場合、 DB2 はカーソルを
クローズします。その後、そのカーソルに対する OPEN
を行わずに使用しようとすると、SQLCODE-501 が出さ
れます。
プログラマーの応答: 使用できなかったリソースの ID
を調べてください。 資源を使用できなかった理由を判
別するには、示された 'reason-code' を参照してくださ
い。
SQLSTATE:
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57011

-905
-905

UNSUCCESSFUL EXECUTION DUE
TO RESOURCE LIMIT BEING
EXCEEDED, RESOURCE NAME =
resource-name LIMIT = limit-amount1 CPU
SECONDS (limit-amount2 SERVICE
UNITS) DERIVED FROM limit-source

説明: リソース限界を超えるため、SQL ステートメン
トの実行が打ち切られました。
resource-name
限界を超えたリソースの名前です。 また、こ
れは限界値を取り出す DB2 表の列の名前で
す。 resource-name は ASUTIME で、各 SQL
ステートメントに許可された CPU 秒数です。
limit-amount1
許可された CPU 秒数の最大数。
limit-amount2
許可されたサービス単位の最大数。
limit-source
限界量を取り出すために使用されたソースは、
資源限界指定表、システム・パラメーター、ま
たは SYSIBM.SYSROUTINES カタログ表の名
前です。 ソースがシステム・パラメーターで
ある場合は、資源限界指定表に該当項目が含ま
れていなかったか、あるいはその表にアクセス
中にエラーが発生しました。
システムの処置: limit-source が資源限界指定表または
システム・パラメーターである場合、この SQL ステー
トメントの実行は終了します。 この障害に関するもっ
と詳しい情報を含んだレコードが生成されます。 失敗
に終わった指示に関連する SQL カーソルがある場合、
その位置は変更されず、 CLOSE または PREPARE コ
マンドを出すことができます。 他の操作がカーソルに
試みられた場合、その操作は実行できず、SQLCODE
-905 が戻されます。 カーソルがない場合、このステー
トメントはロールバックされています。
プログラマーの応答: この SQL ステートメントまたは
ストアード・プロシージャーの実行になぜそんなに時間
がかかったのかを判別し、適切な処置をとってくださ
い。 SQL ステートメントを簡素化すること、表および
索引を構成し直すこと、あるいはリソース限定テーブル
の保守に責任のあるインストール・グループと連絡する
ことなどが考えられます。
limit-source がリソース限定テーブルまたはシステム・パ
ラメーターである場合、この戻りコードを受け取るアプ
リケーション・プログラムは、追加の SQL ステートメ
ントを実行することができます。
SQLSTATE:

57014

-906

THE SQL STATEMENT CANNOT BE
EXECUTED BECAUSE THIS
FUNCTION IS DISABLED DUE TO A
PRIOR ERROR

説明: 要求された機能は前のエラーによって使用不可に
されているために、 SQL ステートメントの実行が失敗
しました。 この状況は、アプリケーション・プログラ
ムが (たとえば、 PL/I プログラムの ON ERROR 条件
によって) 異常終了を代行受信したが、引き続き SQL
ステートメントの実行を行っていた場合に起こることが
あります。 また、DB2 CICS トランザクションがスレ
ッド作成エラーを検出したにもかかわらず、最初に
SYNCPOINT ROLLBACK を出さずに SQL 要求を出し
続けた場合にも、この状態になることがあります。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 一般には、この戻りコードを受け
取った場合、アプリケーション・プログラムは終了しな
ければなりません。 その後、アプリケーションが他の
SQL ステートメントを実行しようとすると、すべて同
じ戻りコードで失敗に終わります。 DB2 CICS トラン
ザクションの場合は、 SQLCA の SQLERRP フィール
ドにモジュール名 DSNCEXT1 が含まれていれば、トラ
ンザクションから SYNCPOINT ROLLBACK を出し
て、処理を続けることができます。 ROLLBACK して
処理を継続することを選択する場合、そのトランザクシ
ョンは、最初にスレッド作成エラーを引き起こした状況
を訂正できなければなりません。
SQLSTATE:
-908

51005
bind-type ERROR USING auth-id
AUTHORITY.BIND, REBIND OR
AUTO-REBIND OPERATION IS NOT
ALLOWED

説明: BIND および REBIND の場合、示されている許
可 ID は、プランまたはパッケージに対して示されてい
るバインド・タイプを実行することはできません。 資
源限界指定表 (RLST) 内の項目が、この許可 ID または
すべての許可 ID によるバインドおよび再バインドを禁
止しています。 AUTO-REBIND の場合は、
AUTO-REBIND 操作を制御するシステム・パラメーター
が、 AUTO-REBIND を禁止するようにセットされてい
ます。
bind-type
バインド操作のタイプ (BIND、 REBIND、ま
たは AUTO-REBIND)。
auth-id BIND サブコマンドの呼び出し元の許可 ID、
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-909
または AUTO-REBIND 操作の場合はプランの
呼び出し元の 1 次許可 ID。
システムの処置:
れません。

プランまたはパッケージはバインドさ

システム・プログラマーの応答: 示されている許可 ID
に対してバインドを許可すべきである場合には、アクテ
ィブ RLST 表内の項目を変更してください。
AUTO-REBIND 操作が使用不可にされている場合は、パ
ッケージを再実行する前に、パッケージをバインドし直
してください。
SQLSTATE:

23510

プログラマーの応答: ALTER の場合は、ALTER と失
敗した SQL ステートメントの間に COMMIT (または同
等の IMS もしくは CICS 機能) が実行されるように、
アプリケーション・プログラムのロジックを変更しなけ
ればなりません。
DROP の場合は、DROP の実行後にオブジェクトへのア
クセスを試みないように、アプリケーション・プログラ
ムのロジックを変更しなければなりません。
DROP には、保管点へのロールバックに CREATE への
ロールバックが含まれているケースがあることに注意し
てください。
SQLSTATE:

-909

THE OBJECT HAS BEEN DELETED

説明: アプリケーション・プログラムが次のどちらかを
行いました。

-911

1. 表を除去してから、その表にアクセスしようとし
た。
2. 索引を除去してから、その索引を使ってそのオブジ
ェクト・テーブルにアクセスしようとした。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

システム・プログラマーの応答: アプリケーション・プ
ログラムの論理を訂正して、オブジェクトが除去された
後にオブジェクトにアクセスしたり、使用したりないよ
うにする必要があります。
アプリケーション・プログラム内で索引を除去すること
は特に危険です。アプリケーションに対して(BIND また
は REBIND によって) 生成されたプランが、オブジェ
クト・テーブルにアクセスするために、実際に特定の索
引を使用するかどうかを判別する方法がないからです。
示された許可 ID がバインドを許可されている場合は、
アクティブ RLST 表の項目を変更してください。
AUTO-REBIND 操作が使用不可にされている場合は、パ
ッケージを再実行する前に、パッケージをバインドし直
してください。
SQLSTATE:
-910

57007
THE SQL STATEMENT CANNOT
ACCESS AN OBJECT ON WHICH A
DROP OR ALTER IS PENDING

説明: アプリケーション・プログラムで、あるオブジェ
クトに対する DROP または ALTER を出してから、そ
の DROP または ALTER が完了する前に、そのオブジ
ェクトにアクセスしようとしました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
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57007
THE CURRENT UNIT OF WORK HAS
BEEN ROLLED BACK DUE TO
DEADLOCK OR TIMEOUT.REASON
reason-code, TYPE OF RESOURCE
resource-type, AND RESOURCE NAME
resource-name

説明: 現在の作業単位はデッドロック状態に陥っていた
か、あるいはタイムアウト状態になっていたために、ロ
ールバックする必要がありました。
理由コードは、デッドロックまたはタイムアウトのいず
れが起こったかを示しています。 'resource-type' および
'resource-name' の説明については、 453 ページの『第
17 章 DSNT... メッセージ』 のメッセージ DSNT500I
を参照してください。 リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
注: この作業単位に関連して行った変更を再入力する必
要があります。
SQLERRD(3) もデッドロックまたはタイムアウトが発生
したかどうかを示す理由コードを含みます。 最も一般
的な理由コードは次のとおりです。
v 00C90088 - デッドロック
v 00C9008E - タイムアウト
作業単位に関連する変更を再入力する必要があります。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。アプリケーションは前の COMMIT の時点までロー
ルバックされます。
プログラマーの応答: 長時間実行のアプリケーション、
またはデッドロック状態になりやすいアプリケーション
は、 (可能であれば) 頻繁に COMMIT コマンドを出す
べきです。 これによって、デッドロックが発生する可
能性を小さくすることができます。 将来のデッドロッ
クまたはタイムアウトを回避するための他の方法につい
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ては、メッセージ DSNT376I を参照してください。
SQLCODE-911 を受け取った場合、通常、アプリケーシ
ョンは終了しなければなりません。
IMS、CICS、および TSO によるデッドロックの処理方
法については、 アプリケーション・プログラミングお
よび SQL ガイド の第 4 部を参照してください。
SQLSTATE:
-913

40001
UNSUCCESSFUL EXECUTION
CAUSED BY DEADLOCK OR
TIMEOUT.REASON CODE reason-code,
TYPE OF RESOURCE resource-type,
AND RESOURCE NAME resource-name

説明: このアプリケーションは、デッドロック状態に陥
っていたか、あるいはタイムアウト状態になっていまし
た。理由コードは、デッドロックまたはタイムアウトの
いずれが起こったかを示しています。
'resource-type' および 'resource-name' の説明について
は、 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセージ』
のメッセージ DSNT500I を参照してください。 リソー
ス・タイプ・コードの説明については、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』 の表 3 を参照してください。
システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
ません。 実行しようとしていた SQL ステートメント
がカーソル FETCH であった場合、 DB2 はカーソルを
クローズします。
SQLERRD(3) もデッドロックまたはタイムアウトが発生
したかどうかを示す理由コードを含みます。最も一般的
な理由コードは次のとおりです。
v 00C90088 - デッドロック
v 00C9008E - タイムアウト
プログラマーの応答: アプリケーションではコミットを
行うか、または前の COMMIT までロールバックする必
要があります。その後、通常は、アプリケーションを終
了させなければなりません。 将来のデッドロックまた
はタイムアウトを回避する方法については、メッセージ
DSNT376I を参照してください。

システムの処置: バインドは失敗に終わり、パッケージ
は作成されません。 このコードがコミット処理中に出
された場合、データベースに対して行われたすべての変
更がロールバックされます。 バインド処理中に出され
た場合は、パッケージの作成のみが失敗となります。
その論理作業単位内の他の変更は、コミット可能です。
プログラマーの応答: 問題の原因を訂正し、再試行して
ください。
問題判別: パッケージの SQL ステートメントに対して
出された SQLCODE を調べてください。
SQLSTATE:
-918

42969
THE SQL STATEMENT CANNOT BE
EXECUTED BECAUSE A
CONNECTION HAS BEEN LOST

説明: ローカル DB2 と少なくとも 1 つのリモート・
サーバーとの間の通信リンクがもはや存在しないため、
SQL ステートメントの実行が失敗に終わりました。 前
の障害が原因で、この状態が起こっています。
システムの処置: IMS および CICS 環境では、ロール
バックが行われるまで、すべての SQL ステートメント
は拒否されます。 他の環境では、静的 ROLLBACK が
実行されるまで、静的 ROLLBACK 以外のすべての
SQL ステートメントは拒否されます。
プログラマーの応答: 一般には、アプリケーション・プ
ログラムから静的 ROLLBACK を出す必要がありま
す。 アプリケーションから静的 ROLLBACK 以外の
SQL ステートメントを出そうとすると、失敗に終わる
可能性があります。 静的 ROLLBACK が出されれば、
アプリケーションは実行を再開できます。
前の障害を検出し、アプリケーションを打ち切り必須状
態に置いたモジュールの名前が、 SQLERRP に含まれ
ています。
SQLSTATE:
-919

51021
A ROLLBACK OPERATION IS
REQUIRED

CICS および TSO によるデッドロックの処理方法につ
いては、 アプリケーション・プログラミングおよび
SQL ガイド の第 4 部を参照してください。

説明: 作業単位は、ロールバック操作が必要な状態に置
かれました。これは、次の理由で生じる場合がありま
す。

SQLSTATE:

v SQL ステートメントが分散データベース・サーバー
を更新したが、データベース・サーバーは読み取り専
用操作にしか使用できない。 更新が現在、分散 2 フ
ェーズ・コミットをサポートするサーバーに限定され
ているが、このアプリケーション・サーバーが分散 2
フェーズ・コミットをサポートしないか、あるいは、
更新が、分散 2 フェーズ・コミットをサポートしな

-917

57033
BIND PACKAGE FAILED

説明: パッケージの作成を妨げるエラーが発生しまし
た。 この SQLCODE は、バインドまたはコミット処理
中に出される可能性があります。

第 2 章 SQL 戻りコード

135

-922
い単一サーバーに限定されているが、このアプリケー
ション・サーバーがそのようなサーバーでないか、の
いずれかです。
アプリケーション・サーバーで行われた (ただしまだ
コミットされていない) 更新は、この分散作業単位に
対して行われた他の現在の更新または将来の更新と首
尾一貫してコミットすることができないので、ロール
バック操作によって、この作業単位を終了させる必要
があります。
v ストアード・プロシージャーの実行時に異常終了が発
生したか、制限された SQL ステートメントがストア
ード・プロシージャーから出された。
v 関数の実行時に異常終了が発生したか、制限された
SQL ステートメントが関数から出された。
システムの処置: IMS および CICS 環境では、ロール
バックが行われるまで、すべての SQL ステートメント
は拒否されます。 他の環境では、静的 ROLLBACK が
実行されるまで、静的 ROLLBACK 以外のすべての
SQL ステートメントは拒否されます。
プログラマーの応答: アプリケーションまたはストアー
ド・プロシージャーを訂正し、バインドし直してから、
ジョブを再実行依頼してください。
前の障害を検出し、アプリケーションを打ち切り必須状
態に置いたモジュールの名前が、 SQLERRP に含まれ
ています。
SQLSTATE:

error-type が plan access の場合は、この接続と関連す
る許可 ID が指定のプラン名を使用する許可を与えられ
ていないか、あるいは指定されたプラン名が存在しませ
ん。システム管理者に相談してください。
error-type が duplicate exit の場合は、重複出口が要求さ
れています。
error-type が installation error の場合は、接続またはサ
インオン出口で要求が拒否されました。システム・プロ
グラマーに相談してください。

| error-type が Connect の場合は、 SQL CONNECT 要求
| は指定された USER/USING でローカル DB2 への接続
| に失敗しました。失敗の説明については、理由コードを
| 参照してください。アプリケーション・プログラムは、
| 接続可能および非接続状態に配置されました。この状態
| で正常に完了される SQL ステートメントは
| CONNET、COMMIT、ROLLBACK、およびローカル
| SET ステートメントだけです。その他の SQL ステート
| メントを実行しようすると、エラー (SQLCODE -900)
| が起こります。
詳細については 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』
の理由コードを参照してください。

| error-type が Connect ではない場合に、-922 SQLCODE
| が出された後に SQL ステートメントを出そうとする
| と、結果は予測できません。
SQLSTATE:
-923

-922

AUTHORIZATION FAILURE: error-type
ERROR.REASON reason-code

説明: error-type で示されたエラーのために、許可が失
敗に終わりました。

|

error-type
許可エラーのタイプ
v ユーザー許可
v プラン・アクセス
v 重複出口の要求
v インストール・エラー
v 接続
reason-code
許可エラーに関連する DB2 理由コード
システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。 DB2 との接続は確立されません。
プログラマーの応答: error-type が user authorization:
の場合は、接続機能を介して DB2 に指定された許可
ID が、DB2 では有効でありません。システム・プログ
ラマー、あるいは CICS、IMS、または TSO のシステ
ム管理者に相談してください。
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42505

56045
CONNECTION NOT ESTABLISHED:
DB2 condition REASON reason-code,
TYPE resource-type, NAME resource-name

説明: condition で示された理由により、DB2 との接続
が失敗しました。理由は、次のいずれかです。
v DB2 が始動していない
v DB2 が操作可能でない
v DB2 シャットダウンが進行中
v DB2 のアクセス・モードが制限されている
v 割り振りエラー
v DB2 - CICS 接続が確立されていない
v DB2 - CICS ENTRY が使用できない
v オブジェクトが、現在、稼働しているものよりも新し
い DB2 リリースの新規機能に依存している。
割り振りエラーの原因としては、次のことが考えられま
す。
v アプリケーション・プランが存在しない。
v アプリケーション・プランが操作不能である。 明示
的 REBIND または BIND が必要。
v アプリケーション・プランが無効である。 基礎とな
るリソースが変更されている。
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v 必要なデータベース、表スペース、表、または索引が
利用できない。
v 必要なデータ・セットのデータ・セット割り振りが失
敗に終わっている。
v 仮想記憶域が不足。
v アプリケーションが、プランのバインド時または再バ
インド時に制限されたシステム (環境) からプランを
実行しようとしている。 SYSPLSYSTEM 表を調べ、
どのシステム (IMS、CICS など) からプランを実行で
きるかを判別してください。
condition が「CICS attachment not up」の場合、 NAME
は、使用できない DB2 サブシステムを示します。
reason code は、接続が使用できない理由を示します。

-924

DB2 CONNECTION INTERNAL
ERROR, function-code, return-code,
reason-code

説明: 'reason-code' で示された予期しない内部エラーの
ために、DB2 との接続が失敗しました。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。DB2 との接続は確立されません。
プログラマーの応答: 詳細については、『第 4 部 DB2
コード』の異常終了 'reason-code' を参照してください。
要求された 'function-code' および 'return-code' により、
追加情報が与えられることがあります。 SQLCODE
-924 を受け取った後に SQL ステートメントを出そうと
すると、予測できない結果が起こります。

condition が ″CICS entry disabled″ であれば、NAME は
使用できない項目を示しています。

SQLSTATE:

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。DB2 との接続は確立されません。

-925

プログラマーの応答: DB2、あるいは必要なデータベー
ス、表スペース、表、または索引が利用できないために
接続が失敗した場合は、利用可能になるのを待ってか
ら、アプリケーションをもう一度呼び出してください。

説明: DB2 が唯一のリソース・マネージャーでないと
きに、IMS または CICS 環境で実行するアプリケーシ
ョンか RRSAF 環境で実行するアプリケーションのいず
れかが、COMMIT ステートメントの実行を試みまし
た。SQL COMMIT ステートメントは、これらの環境で
は実行することができません。

アプリケーション・プランの割り振りに失敗している場
合は、プランを REBIND して、問題を判別してくださ
い。 プランを割り振ることができない理由を説明する
エラー・メッセージが作成されます。
その他のタイプの割り振りエラーの場合は、問題を訂正
するためのインストール処置が必要です。
CICS 接続障害の場合、理由コードに示された主要な原
因を解決してください。 その後、接続を再始動してく
ださい。
問題判別: reason-code、resource-type、および
resource-name が出ないことがあります。 それらが出な
い場合には何も表示されません。出た場合は、
reason-code、resource-type、および resource-name の説
明について、 『第 4 部 DB2 コード』を参照してくだ
さい。
リソース・タイプおよびリソース名の説明については、
『第 17 章 DSNT... メッセージ』 のメッセージ
DSNT500I を参照してください。 リソース・タイプ・
コードの説明については、 1525 ページの『付録 B. 問
題判別』 の表 3 を参照してください。 SQLCODE -923
を受け取った後に SQL ステートメントを出そうとする
と、予測できない結果が起こります。
SQLSTATE:

57015

58006
COMMIT NOT VALID IN IMS, CICS
OR RRSAF ENVIRONMENT

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。コミットは実行されません。
プログラマーの応答: これらの環境で作業をコミットす
るには、IMS、CICS または RRS プロトコルを使用す
る必要があります。
ストアード・プロシージャーを IMS または CICS から
呼び出している場合は、戻る際にコミットを実行するよ
うにストアード・プロシージャーを定義しないでくださ
い。
SQLSTATE:
-926

2D521
ROLLBACK NOT VALID IN IMS, CICS
OR RRSAF ENVIRONMENT

説明: DB2 が唯一のリソース・マネージャーでないと
きに、IMS または CICS 環境で実行するアプリケーシ
ョンか、RRSAF 環境で実行するアプリケーションのい
ずれかが、ROLLBACK ステートメントの実行を試みま
した。これらの環境では、SQL ROLLBACK ステートメ
ントは実行することができません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。ロールバックは実行されません。
プログラマーの応答:

これらの環境で作業をロールバッ
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-927
クするには、IMS、CICS または RRS プロトコルを使
用する必要があります。

SQLSTATE:

SQLSTATE:

-939

-927

2D521
THE LANGUAGE INTERFACE (LI)
WAS CALLED WHEN THE
CONNECTING ENVIRONMENT WAS
NOT ESTABLISHED. THE PROGRAM
SHOULD BE INVOKED UNDER THE
DSN COMMAND

説明: TSO 環境において、ユーザーがまず DSN コマ
ンドを出して正しい実行環境を確立することなしに、ア
プリケーション・プログラムを実行しようとしました。
あるいは、IMS、CICS、または呼び出し接続機能 (CAF)
環境において、ユーザーが、正しい言語インターフェー
ス・モジュールを使用していないアプリケーション・プ
ログラムを実行しようとしました。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: TSO 環境では、DB2 アプリケー
ション・プログラムは、 DSN コマンド処理プログラム
の RUN サブコマンドのもとで呼び出さなければなりま
せん。 IMS、CICS、または CAF 環境では、アプリケ
ーションが正しい言語インターフェース・モジュールを
用いてリンク・エディットされているかどうか、または
正しい言語インターフェース・モジュールを動的に割り
振るかどうかを確かめてください。 各環境には、以下
の言語インターフェース・モジュールが必要です。
v IMS: DFSLI000
v CICS: DSNCLI
v CAF: DSNALI
v TSO: DSNELI
DYNAM オプションによって、誤りの言語インターフェ
ース・モジュールが実行時にロードされる場合がありま
す。
SQLSTATE:
-929

説明: 'token' は、DATA CAPTURE CHANGES で定義
された表の中のデータ変更を収集する DPROP の出口ル
ーチンによって提供される情報ストリングです。
システムの処置: この情報ストリングは、SQLCA の
SQLERRM 域に入れられます。
システム・プログラマーの応答: この SQLCODE に関
連する処置の情報については、データ伝搬プログラム
(DPROP) の資料を参照してください。
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ROLLBACK REQUIRED DUE TO
UNREQUESTED ROLLBACK OF A
REMOTE SERVER

説明: この要求の実行に先立って、動的コミットが実行
されました。動的 COMMIT 時にアプリケーションが
CONNECT されていたリモート・サーバーは、正常にコ
ミットされています。 しかし、動的コミット時に、少
なくとも 1 つの他のリモート・サーバー (読み取り専
用) が、分散作業単位のその部分をロールバックしてい
ます。
カーソル維持カーソルを使用するアプリケーションが、
ロールバックを行ったリモート・サーバーでカーソル位
置が維持されていると誤って想定しないようにするため
に、アプリケーションでロールバック操作を実行しなけ
ればなりません。
すべてのリモート・サーバーとの通信はまだ確立されて
います。
システムの処置: IMS および CICS 環境では、ロール
バックが行われるまで、すべての SQL ステートメント
は拒否されます。 他の環境では、静的 ROLLBACK が
実行されるまで、静的 ROLLBACK 以外のすべての
SQL ステートメントは拒否されます。
プログラマーの応答: (環境に応じて) 適切な要求を出
し、ロールバックを行ってください。 カーソル位置を
確立し直してから、-939 SQLCODE を受け取った最初
の要求を用いてアプリケーションを継続してください。
前の障害を検出し、アプリケーションを打ち切り必須状
態に置いたモジュールの名前が、 SQLERRP に含まれ
ています。
SQLSTATE:
-947

51006
FAILURE IN A DATA CAPTURE EXIT:
token

58002

51021
THE SQL STATEMENT FAILED
BECAUSE IT WILL CHANGE A
TABLE DEFINED WITH DATA
CAPTURE CHANGES, BUT THE DATA
CANNOT BE PROPAGATED

説明: インストール・パネル上の DPROP SUPPORT
オプションは、2 (DPROP のみのサポート) にセットさ
れています。 この SQL ステートメントを実行する
と、DATA CAPTURE CHANGES で定義された表を変
更してしまいます。 しかし、この SQL ステートメン
トは IMS サブシステムから出されていないため、ある
いはその変更についての作業単位の始めにモニター・ト
レース・クラス 6 がアクティブでなかったために、デ
ータを伝搬することができません。
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-948
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行されませ

システム・プログラマーの応答:
とってください。

次のいずれかの処置を

v インストール・オプションを、1 (伝搬なし) または 3
(任意のサブシステムからの変更を許可) に変更する。
v この SQLCODE を受け取ったアプリケーション・プ
ログラムを、 IMS サブシステムで実行できるように
変更し、モニター・トレース・クラス 6 を活動化す
る。
インストール・オプションが 3 に変更された場合、
DATA CAPTURE CHANGES で定義された表への SQL
変更はどのサブシステムからでも行うことができます
が、環境が伝搬に備えてセットアップされていないかぎ
り、変更は伝搬されません。
SQLSTATE:
-948

56038

v ロケーション名が SYSIBM.LOCATIONS 表の
LOCATIONS 列に指定されておらず、またローカル
DB2 サブシステムの名前でもない。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。このアプリケーション処理は非接続状態に置かれま
す。
プログラマーの応答: ロケーション名がホスト変数の値
として指定された場合は、名前がホスト変数内で左寄せ
されていること、また必要であれば、右側にブランクが
埋め込まれていることを確かめてください。 これが問
題でない場合は、SYSIBM.LOCATIONS を更新して、指
定された名前を含めるようにするか、あるいは
SYSIBM.LOCATIONS 内の名前と一致するように、指定
された名前を変更してください。
SQLSTATE:
-981

システムの処置: IMS および CICS 環境では、ロール
バックが行われるまで、すべての SQL ステートメント
は拒否されます。 他の環境では、静的 ROLLBACK が
実行されるまで、静的 ROLLBACK 以外のすべての
SQL ステートメントは拒否されます。
プログラマーの応答: DDF が開始される前にローカ
ル・データベース更新を実行するアプリケーションは、
同じ作業単位内で分散操作を実行することはできませ
ん。 ロールバック操作によって現行の作業単位を終了
させ、新しい作業単位を開始しなければ、SQL 操作を
実行することはできません。

説明: アプリケーションが SQL 操作を実行しようとし
ましたが、 RRSAF 接続が SQL ステートメントの処理
を実行できない状態でした。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: 問題の説明については、 859 ペー
ジの『第 4 部 DB2 コード』の理由コード を参照して
ください。 アプリケーションのエラーを訂正し、
REBIND して、アプリケーションを再実行してくださ
い。
SQLSTATE:
-991

現行の作業単位を再始動してください。
SQLSTATE:
-950

説明:

THE SQL STATEMENT FAILED
BECAUSE THE RRSAF CONNECTION
IS NOT IN A STATE THAT ALLOWS
SQL OPERATIONS, REASON
reason-code.

DISTRIBUTED OPERATION IS
INVALID

説明: この作業単位は DDF が開始される前に開始され
たものであるのに、アプリケーションで分散操作の実行
が試みられました。 ロールバック操作によって、この
作業単位を終了させる必要があります。

56062
THE LOCATION NAME SPECIFIED IN
THE CONNECT STATEMENT IS
INVALID OR NOT LISTED IN THE
COMMUNICATIONS DATABASE

次の条件の 1 つが当てはまります。

v ロケーション名がブランクである。
v ホスト変数のデータ・タイプが文字ストリングでな
い。
v ホスト変数の長さ属性が、16 より大きい。

42705

57015
CALL ATTACH WAS UNABLE TO
ESTABLISH AN IMPLICIT CONNECT
OR OPEN TO DB2.RC1= rc1 RC2= rc2

説明: 呼び出し接続が、暗黙接続を実行して、SQL ス
テートメントの結果としてオープンしようとしました。
接続またはオープンがこの戻り値を戻して失敗しまし
た。
rc1

失敗した CONNECT または OPEN 要求に対し
て FRBRC1 で戻された値。

rc2

失敗した CONNECT または OPEN 要求に対し
て FRBRC2 で戻された値。

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答:

アプリケーションが呼び出し接続
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-1760 • -20004
機能 (CAF) をメカニズムとして使用して DB2 に接続
しようとしているかどうかを検査してください。 WLM
によって設定された ストアード・プロシージャー・ア
ドレス・スペースで実行されているストアード・プロシ
ージャーに対して、アプリケーションは、CAF ではな
く、RRS 接続機能言語インターフェース・モジュール
(DSNRLI) にリンク・エディットするか、このモジュー
ルを動的に割り振らなければなりません。
SQLSTATE:

| -1760
|
|
|
|
|
|
|

57015
CREATE PROCEDURE FOR
procedure-name MUST HAVE VALID
LANGUAGE AND EXTERNAL
CLAUSES

説明: プロシージャー procedure-name の CREATE ス
テートメントの LANGUAGE または EXTERNAL 文節
が欠落しています。この文節は、指定されていなければ
なりません。

| システムの処置: このステートメントは実行できませ
| ん。
| プログラマーの応答: CREATE ステートメントを変更
| して欠落している文節を組み込み、ステートメントを再
| 実行してください。

て、 SQL CALL ステートメントに正しいパラメーター
数を指定してください。
SQLSTATE:

#| -5012
#
|
|
|
|
|

HOST VARIABLE host-variable IS NOT
EXACT NUMERIC WITH SCALE ZERO

説明: HOST VARIABLE host-variable が指定されまし
たが、それが使用されたコンテキストで無効です。
HOST VARIABLE host-variable が FETCH ステートメ
ントの ABSOLUTE または RELATIVE の一部として指
定されました。ホスト変数は使用できませんでした。

| host-variable
ABSOLUTE または RELATIVE 値を含むホス
|
ト変数の名前。
|
| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。
| プログラマーの応答: ホスト変数を、位取りがゼロの正
| 確な数値になるように変更します。
| SQLSTATE: 42618
-20003

GBPCACHE NONE CANNOT BE
SPECIFIED FOR TABLESPACE OR
INDEX IN GRECP

| SQLSTATE: 42601
-2001

THE NUMBER OF HOST VARIABLE
PARAMETERS FOR A STORED
PROCEDURE IS NOT EQUAL TO THE
NUMBER OF EXPECTED HOST
VARIABLE PARAMETERS.ACTUAL
NUMBER sqldanum, EXPECTED
NUMBER opnum

説明: DB2 はストアード・プロシージャーの SQL
CALL ステートメントを受け取りました。しかし、
CALL ステートメント上で提供されたホスト変数パラメ
ーターの数が、ホスト変数パラメーターの予定した数と
一致しません。
sqldanum
SQLDA を検査して判別されたホスト変数パラ
メーターの数。
opnum

ステートメントを解析して判別されたホスト変
数パラメーターの予定数。

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: SQL CALL が間違ってコーディ
ングされている場合、SQL アプリケーションを修正し
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53089

説明: GBPCACHE NONE が、ALTER TABLESPACE
または ALTER INDEX ステートメントで指定されてい
ました。しかし、代替される表スペース、索引、または
区画は GRECP にあります。
システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

ユーザーの処置: START DATABASE コマンドを使用
して、GRECP から表スペースまたは索引をリカバリー
してください。次に、ALTER ステートメントを再発行
する前に表スペースまたは索引を「停止」してくださ
い。
SQLSTATE:
-20004
説明:

560A7
8K or 16K BUFFERPOOL PAGESIZE
INVALID FOR A WORKFILE OBJECT

このメッセージは、以下の場合に出されます。

v 作業ファイル・データベース用の CREATE または
ALTER DATABASE ステートメントが、
BUFFERPOOL 文節の中に 8K または 16K のペー
ジ・サイズを指定している。
v 作業ファイル・データベース用の CREATE または
ALTER TABLESPACE ステートメントが、
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-20005
BUFFERPOOL 文節の中に 8K または 16K のペー
ジ・サイズを指定している。
システムの処置:
ん。

-20008

このステートメントは実行できませ

説明: keyword は、使用すべきでないフィーチャーで、
DB2 バージョン 7 より前のリリースではサポートされ
ていたが、現在はサポートされていません。

ユーザーの処置: 4K または 32K バッファー・プー
ル・ページ・サイズを指定するようにステートメントを
訂正してください。
SQLSTATE:

| -20005
|
|

|
|
|
|
|
|

これは、 CREATE DISTINCT TYPE、 CREATE
FUNCTION、または CREATE PROCEDURE ステート
メントの処理の際に起こります。 これは、新しい一致
列が作成される CREATE TABLE または ALTER
TABLE ADD COLUMN ステートメントの処理の際にも
起こることがあります。

|
|

システムの処置:
ません。

|

SQLSTATE:

プログラマーの応答: SQL ステートメントの構文を訂
正して、参照をサポートされないキーワードから除去し
てください。 詳細については、DB2 SQL 解説書 を参
照してください。
SQLSTATE:
-20070

プログラマーの応答: 基本表の LOB 列を正しく参照す
るように列名を変更してください。

LOBS CANNOT BE SPECIFIED AS
PARAMETERS WHEN NO WLM
ENVIRONMENT IS SPECIFIED

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行されませ

プログラマーの応答: パラメーターとして LOB を指定
しないか、または CREATE PROCEDURE ステートメン
トで NO WLM ENVIRONMENT ではなく、WLM
ENVIRONMENT を指定してください。
53097

AUXILIARY TABLE table-name CANNOT
BE CREATED BECAUSE COLUMN
column-name IS NOT A LOB COLUMN

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。指定された表は作成されません。

54035

オプション NO WLM ENVIRONMENT は、ストアー
ド・プロシージャーのパラメーター・リストの中で
LOB と一緒に使用することはできません。

560A9

説明: 補助表を、非 LOB 列に対して作成することがで
きません。 CREATE AUXILIARY TABLE ステートメ
ントは、関連する基本表の LOB 列を参照する必要があ
ります。

この SQL ステートメントは実行でき

説明: CREATE PROCEDURE ステートメントで、1 つ
または複数の LOB (または LOB に基づく特殊タイプ)
がパラメーター・リストの中で指定されました。また、
NO WLM ENVIRONMENT オプションも指定されまし
た。

SQLSTATE:

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

THE INTERNAL ID LIMIT OF limit HAS
BEEN EXCEEDED FOR OBJECT
TYPE object-type

説明: オブジェクトのタイプ object-type を固有に識別
するために内部 ID が使用されています。 このオブジ
ェクトのタイプに対する内部 ID の限界は limit です
が、この限界を超えています。

-20006

索引については、1 つのタイプ (タイプ 2) だけが現在
サポートされています。

560A8

|
|
|
|

UNSUPPORTED OPTION keyword
SPECIFIED

SQLSTATE:
-20071

|
#
#
#
#

53098
WLM ENVIRONMENT NAME MUST BE
SPECIFIED function-name

説明: WLM ENVIRONMENT オプションが CREATE
FUNCTION または CREATE PROCEDURE 上で指定さ
れていませんでした。そして、ご使用のシステム用のデ
フォルトの WLM 環境がありません。
システムの処置: ステートメントを処理することができ
ませんでした。

#
#
#
#
#
#

プログラマーの応答: WLM ENVIRONMENT 名を選択
して、それを CREATE FUNCTION ステートメントま
たは CREATE PROCEDURE ステートメントに組み込ん
でください。システム管理者に連絡して、ご使用のシス
テム用に定義されている WLM 環境の名前を探しだし
てください。
SQLSTATE:

53099
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-20072
-20072

プログラマーの応答: ALTER FUNCTION ステートメ
ントを発行する前に、関数を参照している視点を除去し
てください。

csect-name bind-type bind-subtype ERROR
USING auth-id AUTHORITY
OPERATION IS NOT ALLOWED ON A
TRIGGER PACKAGE package-name

SQLSTATE:

説明: 指定されたパッケージはトリガー・パッケージで
す。bind-type オペレーションは、このステートメントま
たはサブコマンドを使用しているトリガー・パッケージ
に対して実行することはできません。

-20074

csect-name
このメッセージを出した CSECT の名前。

THE OBJECT object-name CANNOT BE
CREATED BECAUSE THE FIRST
THREE CHARACTERS ARE
RESERVED FOR SYSTEM OBJECTS

説明: 一般的に、SYS は名前用の予約済み接頭部で
す。 例外は以下の 2 つのみです。
v SYSPROC は、ストアード・プロシージャーの有効な
スキーマ名です。
v SYSADM は有効なスキーマ名です。

bind-type
バインド操作のタイプ (BIND、 REBIND、
DROP、または FREE)。
bind-subtype
バインド操作のサブタイプ (COPY またはブラ
ンク)。

この状態は、プリコンパイラー・メッセージ DSNH794I
で報告される状態に類似しています。
このメッセージは、SYS 接頭部を持つスキーマに
CREATEIN、ALTERIN または DROPIN 特権を授与し
ようと試みる場合にも、発行されます。 上記の同じ例
外がこの授与に適用されます。

auth-id BIND、 REBIND または FREE サブコマンド
の呼び出し元の許可 ID、または、現在実行中
の DROP ステートメントのプロセスの 1 次許
可 ID。

システムの処置: このステートメントは実行されませ
ん。

package-name
次の形式のパッケージの名前:
'collection.package'。

プログラマーの応答: 予約済みの接頭部では始まらない
名前を選択してください。

システムの処置: プランまたはパッケージは、バイン
ド、コピー、または解放は行われません。
システム・プログラマーの応答: トリガー・パッケージ
は明示的にバインドすることはできません。 トリガ
ー・パッケージをコピーすることはできません。 トリ
ガー・パッケージをローカルで再バインドするために
は、REBIND TRIGGER PACKAGE サブコマンドを使用
する必要があります。 トリガー・パッケージをリモー
トで再バインドすることはできません。 トリガー・パ
ッケージを除去するためには、DROP TRIGGER ステー
トメントを使用する必要があります。

42927

SQLSTATE:

42939

|
|
|
|

-20091

|
|
|
|

説明: LIKE 文節が、視点の名前を INCLUDING
IDENTITY COLUMN ATTRIBUTES 文節と組み合わせ
て指定しました。この使い方はサポートされていませ
ん。

|
|

システムの処置:
ん。

THE FUNCTION function-name CANNOT
BE ALTERED BECAUSE IT IS
REFERENCED IN EXISTING VIEW
DEFINITIONS

|
|
|
|

プログラマーの応答: INCLUDING IDENTITY
COLUMN ATTRIBUTES 文節を除去して、ステートメ
ントを再実行依頼し、既存の視点定義を、一致列属性な
しでコピーします。

説明: ALTER FUNCTION ステートメントの
function-name を、 NOT DETERMINISTIC または
EXTERNAL ACTION に変更することができません。 1
つまたは複数の既存の視点定義で参照されているためで
す。

|
|
|
|
|
|
|
|

DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE の場合は、
代わりに、INCLUDING IDENTITY COLUMN
ATTRIBUTES を指定した AS subselect 文節を使用し
て、視点の列の一致列属性を得ることができます。たと
えば、次のようになります。

SQLSTATE:
-20073

56052

システムの処置:
ん。
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このステートメントは実行できませ

A VIEW NAME WAS SPECIFIED
AFTER LIKE IN ADDITION TO THE
INCLUDING IDENTITY COLUMN
ATTRIBUTES CLAUSE

このステートメントは実行されませ

DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE ....
AS (SELECT * FROM view-name) DEFINITION ONLY
INCLUDING IDENTITY COLUMN ATTRIBUTES
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-20092
| SQLSTATE: 560AD
-20092

プログラマーの応答: セクション番号を使用して、失敗
している起動された SQL ステートメントを判別してく
ださい。 報告された SQLCODE の説明を参照してくだ
さい。 そのメッセージが提案している処置に従ってく
ださい。

A VIEW WAS SPECIFIED FOR LIKE
BUT IT INCLUDES A ROWID
COLUMN

SQLSTATE:

説明: LIKE 文節が、ROWID 列の入った視点の名前を
指定しました。これはサポートされません。
システムの処置:
ん。

-20101

このステートメントは実行されませ

-20100

rc としての可能な値は 00E73001、 00E73002、
00E73003、および 00E73004 です。

560AE
AN ERROR OCCURRED WHEN
BINDING A TRIGGERED SQL
STATEMENT.INFORMATION
RETURNED: SECTION NUMBER :
section-number SQLCODE sqlerror,
SQLSTATE sqlstate, AND MESSAGE
TOKENS token-list

説明: CREATE TRIGGER ステートメントを実行中
に、トリガー・アクションの中に指定されている SQL
ステートメントがトリガー・パッケージにバインドされ
ます。 その処理中に、これらのステートメントの 1 つ
にエラーが発見されました。
section-number
失敗している起動された SQL ステートメント
に関連付けられているセクション番号。
WHEN 文節を含むトリガーについては、
WHEN 文節がセクション番号 1 です。 起動
された SQL ステートメントは、セクション番
号 2 から始まって順序に番号付けされます。
これは、WHEN 文節を持つトリガーにも、持
たないトリガーにも該当します。
sqlcode ステートメントをバインドするときに受け取っ
た SQLCODE。
sqlstate ステートメントをバインドするときに受け取っ
た SQLCODE に対する、対応する
SQLSTATE。
token-list
元の SQL エラーからのトークンのリスト。
このリストは切り捨てられることがあります。
システムの処置: CREATE TRIGGER ステートメント
は処理されませんでした。 トリガーおよびトリガー・
パッケージは作成されませんでした。

THE FUNCTION function FAILED WITH
REASON rc

説明: ステートメントが関数 function を実行しようと
試みました。 ステートメントは失敗しました。理由コ
ードは rc です。

| プログラマーの応答: ROWID 列 (ソース・タイプが
| ROWID の特殊タイプ列) の入らない視点の名前を指定
| するか、表の名前を指定して、ステートメントを再実行
| 依頼します。
SQLSTATE:

56059

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: DB2 理由コードによって説明さ
れている状態を訂正してください。
SQLSTATE:

# -20102
#
#
#
#

|
|
|
|
|
|
|
|

56060
CREATE OR ALTER STATEMENT
FOR ROUTINE routine-name SPECIFIED
THE option OPTION WHICH IS NOT
ALLOWED FOR THE TYPE OF
ROUTINE

説明: 作成中または代替中のルーチンのタイプには許可
されていないオプションが指定されました。
v MODIFIES SQL DATA は、表関数には許可されてい
ません。
v ALLOW PARALLEL は、表関数には許可されていま
せん。
v CARDINALITY は、非表関数には許可されていませ
ん。
v LANGUAGE SQL は、非 SQL 関数またはプロシー
ジャーには許可されていません。
v SQL 以外を指定している LANGUAGE は、SQL 関
数またはプロシージャーには許可されていません。
v LANGUAGE JAVA は、表関数には許可されていませ
ん。
v PARAMETER STYLE JAVA は、表関数には許可され
ていません。
システムの処置:
できません。

このステートメントを処理することは

プログラマーの応答: そのオプションをステートメント
から除去して、失敗しているステートメントを再実行し
てください。
SQLSTATE:

42849
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-20104
-20104

position-number は、ホスト変数番号 (メッセージが、
INSERT、UPDATE、DELETE、SELECT、SET、または
VALUES ステートメントの結果として出された場合)
か、パラメーター番号 (メッセージが、CALL ステート
メント、あるいは関数呼び出しの結果として出された場
合) のいずれかを識別します。

AN ATTEMPT TO ALTER A CCSID
FROM from-ccsid TO to-ccsid FAILED

説明: ステートメントが、データベースまたは表スペー
ス用の CCSID を代替しようと試みました。ステートメ
ントは失敗しました。
from-ccsid は、データベースまたは表スペース用に現在
使用中の CCSID を表します。

理由
01

to-ccsid は、代替ステートメントに指定されている
CCSID です。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: SQL REFERENCE には、このス
テートメントに指定できる CCSID のリストが入ってい
ます。 この付録に指定されている CCSID のみが、表
にリストされている対応する値にのみ変更できます。デ
ータベースまたは表スペースの CCSID を、表にリスト
されていない値に変更することはできません。
SQLSTATE:
-20106

説明: ALTER ステートメントは、既存の視点の定義の
中で参照されている表を含んでいる、表スペースまたは
データベース用の CCSID を代替するために使用するこ
とはできません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: 指定されたスペース用の CCSID
を代替するには、最初に、識別されているスペースに含
まれている表を参照しているすべての既存の視点の定義
を削除し、次に ALTER ステートメントを再実行してく
ださい。
SQLSTATE:
-20107

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: このホスト変数またはパラメータ
ーには、このマシンで使用できないマシン命令が必要で
す。要求された操作を行うには、これらの命令を DB2
が使用できなければなりません。このステートメント
を、必要な操作をサポートすることができるマシンで実
行します。システム管理者に連絡してください。
SQLSTATE:

# -20108
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

53022
A RESULT SET CONTAINS AN
UNSUPPORTED DATA TYPE IN
POSITION NUMBER position-number
FOR CURSOR cursor-name OPENED
BY STORED PROCEDURE
procedure-name

説明: ストアード・プロシージャー procedure-name
が、1 つ以上の照会結果セットを戻すことができませ
ん。cursor-name は、ストアード・プロシージャーが戻
すことのできない最初の照会結果セットを示していま
す。照会結果セットの position-number にある列に、リ
クエスターまたはサーバーがサポートしないデータ・タ
イプが入っています。

# システムの処置: CALL ステートメントは実行できま
# せん。

42945
HOST VARIABLE OR PARAMETER
NUMBER position-number CANNOT BE
USED AS SPECIFIED BECAUSE
REASON reason

説明: DB2 が、ステートメントでの指定通りに使用で
きないデータを受け取りました。理由は、データがこの
マシン環境の受け入れ可能フォーマットに変換できない
ためです。
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システムの処置:
ん。

42856
THE CCSID FOR TABLE SPACE OR
DATABASE CANNOT BE CHANGED
BECAUSE THE TABLE SPACE OR
DATABASE ALREADY CONTAINS A
TABLE THAT IS REFERENCED IN
EXISTING VIEW DEFINITIONS

IEEE (BFP) 浮動小数点命令または命令のエミ
ュレーションが使用できません。このサポート
は、基本浮動小数点拡張機能と呼ばれ、詳細
は、「ESA/390 Principles of Operation,
SA22-7201-05」(および後続の更新) に説明され
ています。

#
#
#
#
#
#

プログラマーの応答: リクエスターによってサポートさ
れるデータ・タイプのみを含む結果セットを戻すよう
に、サーバー側のストアード・プロシージャーを変更し
てください。また、リクエスター側のコードのレベルを
アップグレードして、サーバーから戻されたデータ・タ
イプをサポートするレベルにすることもできます。

# SQLSTATE: 56084
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-20110
-20110

CANNOT IMPLICITLY CONNECT TO A
REMOTE SITE WITH A SAVEPOINT
OUTSTANDING

説明: アクティブ保管点が存在するときに、ステートメ
ントが、別名または 3 部分名の付いたリモート DBMS
のオブジェクトを参照しました。このような参照には、
リモート DBMS への暗黙接続が必要ですが、これは未
解決の保管点が存在するときには使用できません。
システムの処置:
ん。

| -20111
|
|
|
|

保管点を解放するか、データを移

51036
CANNOT ISSUE SAVEPOINT,
RELEASE SAVEPOINT, ROLLBACK
TO SAVEPOINT FROM A TRIGGER,
FROM A USER-DEFINED FUNCTION,
OR FROM A GLOBAL TRANSACTION

| 説明: SAVEPOINT、RELEASE SAVEPOINT、および
| ROLLBACK TO SAVEPOINT ステートメントが、トリ
| ガーまたはグローバル・トランザクションの本体で使用
| できません。
|
|

システムの処置:
ん。

| SQLSTATE: 3B503
CALL TO STORED PROCEDURE
procedure FAILED BECAUSE THE
RESULT SET RETURNED FOR
CURSOR cursor IS SCROLLABLE,
BUT THE CURSOR IS NOT
POSITIONED BEFORE THE FIRST
ROW

| 説明: カーソル cursor のスクロール可能結果セット
| が、ストアード・プロシージャー procedure への CALL
| によって戻されていますが、そのうち 1 つ以上のカー
| ソルの位置が先頭行の前にありません。
|
|
|
|
|
|

|
|
|

プログラマーの応答: ストアード・プロシージャーの内
容を変更して、呼び出し元に戻る前に、結果セットのカ
ーソルの位置が先頭行の前になるようにしてください。

|

SQLSTATE:

560B1

| -20124
|
|
|
|
|
|
|
|

OPEN CURSOR cursor FAILED
BECAUSE THE CURSOR IS
SCROLLABLE BUT THE CLIENT
DOES NOT SUPPORT THIS

説明: カーソル cursor がスクロール可能と定義されて
いますが、クライアントが低レベルにあり、スクロール
可能カーソルをサポートしていません。 DRDA アプリ
ケーション・リクエスターは、スクロール可能結果セッ
トを処理することができません。

| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。
| プログラマーの応答: カーソルの定義を、スクロール不
| 能と変更してください。
| SQLSTATE: 560B2

このステートメントは実行されませ

| プログラマーの応答: このエラーが起こらないように、
| アプリケーション・プログラムのロジックを訂正してく
| ださい。

| -20123
|
|
|
|
|
|

完了時にエラーが検出されたため、ストアード・プロシ
ージャーが完了したアクションはロールバックされず、
ストアード・プロシージャーが開始した外部アクション
は完了しました。

このステートメントは実行されませ

プログラマーの応答:
動してください。
SQLSTATE:

|
|
|
|

システムの処置: ストアード・プロシージャーへの
Call が正常ではありませんでした。ストアード・プロシ
ージャーで定義されたすべての結果セットのカーソル
が、呼び出し元に戻る前にクローズされました。スクロ
ール可能カーソルは、結果セットからの FETCH に使用
することができません。ストアード・プロシージャーの

| -20125
|
|
|
|

CALL TO STORED PROCEDURE
procedure FAILED BECAUSE THE
RESULT SET FOR CURSOR cursor IS
SCROLLABLE, BUT THE CLIENT
DOES NOT SUPPORT THIS

|
|
|
|
|
|

説明: カーソル cursor のスクロール可能結果セット
が、ストアード・プロシージャー procedure の CALL
によって戻されていますが、クライアントは低レベルに
あり、スクロール可能カーソルをサポートしていませ
ん。 DRDA アプリケーション・リクエスターは、スク
ロール可能結果セットを処理することができません。

|
|
|
|
|
|
|
|
|

システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。ストアード・プロシージャーで定義された
すべての結果セットのカーソルが、呼び出し元に戻る前
にクローズされました。スクロール可能カーソルは、結
果セットからの FETCH に使用することができません。
ストアード・プロシージャーの実行終了時にエラーが検
出されたため、ストアード・プロシージャーが完了した
アクションはロールバックされず、ストアード・プロシ
ージャーが開始したアクションは完了しました。

| プログラマーの応答: ストアード・プロシージャー
| procedure の内容を、結果セットのカーソルをスクロー
| ル可能と定義しないように変更してください。

第 2 章 SQL 戻りコード

145

-20126
| SQLSTATE: 560B3
| -20126
|
|
|

CURSOR cursor IS DEFINED AS
SCROLLABLE, BUT THE
ENVIRONMENT INVOLVES A HOP
SITE

|
|
|
|
|

説明: 結果セット・カーソル cursor の OPEN ステー
トメントが、カーソルがスクロール可能と定義され、１
つ以上のホップ・サイトが必要とされていたために、失
敗しました。スクロール可能結果セット・カーソルは、
ホップ・サイトではサポートされません。

|
|

システムの処置:
できません。

|
|

プログラマーの応答: カーソルの定義を、スクロール不
能になるように変更してください。

|

SQLSTATE:

| -20127
|
|
|
|
|
|
|

このステートメントを処理することは

560B4
VALUE SPECIFIED ON FETCH
STATEMENT FOR ABSOLUTE OR
RELATIVE IS TOO LARGE FOR
DRDA

説明: FETCH ステートメントの ABSOLUTE または
RELATIVE の後に指定された値が、64 ビットを超えて
います。 DRDA では、この指定を 64 ビットに制限し
ています。

| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。
| プログラマーの応答: FETCH ステートメントのスクロ
| ールの指定を変更してください。
| SQLSTATE: 56051
| -20129
|

LOCAL SPECIAL REGISTER IS NOT
VALID AS USED

| 説明: 複数の値を割り当てる割り当てステートメント
| (SET または VALUES INTO) の中では、ローカル特殊
| レジスターを参照することはできません。たとえば、特
| 殊レジスター CURRENT SERVER および CURRENT
| PACKAGESET はローカルです。
|
|
|

また、特殊レジスターを括弧で囲む SET host-variable
ステートメントの中でも、ローカル特殊レジスターを参
照することはできません。

|
|
|
|
|
|

以下のステートメントは無効です。
SET (:hv1) = (CURRENT SERVER);
SET (:hv1,:hv2) = (CURRENT SERVER,CURRENT
PATH);
VALUES CURRENT SERVER, CURRENT DATE
INTO :c1, :c2;
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|

重大度: 8 (エラー)

|
|

システムの処置:
ん。

|
|
|
|
|
|

プログラマーの応答: ステートメントを複数のステート
メントに分割して、複数の値を割り当てるステートメン
トの中でローカル特殊レジスターが参照されないように
してください。また、ローカル特殊レジスターの SET
ステートメントが、等号のどちらの側にも括弧を使用し
ないようにしてください。

|

SQLSTATE:

# -20200
#
#

このステートメントは実行できませ

560B5
THE INSTALL OR REPLACE OF jar-id
FAILED AS url COULD NOT BE
LOCATED

# 説明: Jar をインストールまたは置換するプロシージャ
# ーに対して指定した URL が、有効な Jar ファイルを示
# していません。
# jar-id
#

INSTALL_JAR または REPLACE JAR に対し
て指定された JAR の名前。

# url

URL のうち 80 文字までが表示されます。

# システムの処置: このステートメントを処理することは
# できません。
# プログラマーの応答: 有効な Jar ファイルを示す URL
# を指定して、Jar をインストールまたは置換するプロシ
# ージャーを再度呼び出します。
# SQLSTATE: 46001
| -20201
|
|
|
|
|
|
|
|

THE INSTALL, REPLACE OR
REMOVE OF jar-name FAILED AS THE
JAR NAME IS INVALID

説明: Jar プロシージャーのインストール、置き換え、
または除去に指定された Jar 名 jar-name が無効でし
た。たとえば、Jar のフォーマットが不適切な場合もあ
れば、置き換える Jar が存在しない場合もあり、あるい
はすでに存在しているため、インストールできない場合
もあります。

| システムの処置: DB2 はステートメントを処理するこ
| とはできません。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: Jar ID が正しいフォーマットである
ことを確認します。 Jar が存在する場合は、それを除去
しなければ、インストールできない場合もあります。除
去または置換プロシージャーの場合は、Jar が存在して
いることを確認します。

| SQLSTATE: 54001
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-20202 • -20210
| -20202
|
|
|
|
|

THE REPLACE OR REMOVE OF
jar-name FAILED AS class IS IN USE

説明: 定義済みルーチンが、現在 Jar ファイルの指定
済みクラスを使用しているか、あるいは置換 Jar ファイ
ルに、ルーチンの定義が行われた指定済みクラスが入っ
ていません。

| システムの処置: DB2 はステートメントを処理するこ
| とはできません。
| SQLSTATE: 46003
# -20203
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

USER DEFINED FUNCTION OR
PROCEDURE name HAS A JAVA
METHOD WITH AN INVALID
SIGNATURE. THE ERROR IS AT OR
NEAR PARAMETER number. THE
SIGNATURE IS signature.

説明: 関数またはプロシージャーのインプリメントに使
用された Java メソッドのシグニチャーが無効です。例
えば、このメソッドのパラメーターが、対応する
CREATE PROCEDURE ステートメントのパラメーター
にマップできません。

# name
#
#

エラーの原因になったシグニチャーを持つ外部
Java 関数またはプロシージャーの特定名を示し
ます。

# number シグニチャーの中でエラーに最も近いパラメー
ターの位置を示します。
#
# signature
無効なシグニチャーの最初から 100 文字目ま
#
でを示します。
#
# システムの処置: このステートメントは実行されませ
# ん。
#
#
#
#

プログラマーの応答: Java メソッドに一致するパラメ
ーターを指定して対応する CREATE ステートメントを
再実行するか、指定したプロシージャーまたは関数のシ
グニチャーを訂正します。

# SQLSTATE: 46007
| -20204
|
|
|
|
|
|
|
|

THE USER-DEFINED FUNCTION OR
PROCEDURE routine-name WAS
UNABLE TO MAP TO A SINGLE
JAVA METHOD

説明: routine-name の CREATE または ALTER
FUNCTION あるいは PROCEDURE ステートメント
が、 EXTERNAL NAME 文節に Java メソッドを指定
しましたが、使用できませんでした。示されている関数
またはプロシージャーが、一致する Java メソッドを検

|
|

出できなかなったか、 2 つ以上のマッチング Java メソ
ッドを検出しました。

|
|

システムの処置: DB2 はステートメントを処理するこ
とはできません。

|

SQLSTATE:

# -20207
#
#
#
#
#
#
#
#

46008
THE INSTALL_JAR OR REMOVE_JAR
PROCEDURE FOR jar-name SPECIFIED
THE USE OF A DEPLOYMENT
DESCRIPTOR.

説明: jar-name の Jar をインストールまたは除去する
プロシージャーの DEPLOY パラメーター、または
UNDEPLOY パラメーターが非ゼロです。デプロイメン
ト記述子の使用はサポートされていないので、このパラ
メーターはゼロでなければなりません。

# システムの処置: JAR はインストールされないか、除
# 去されます。
# SQLSTATE: 46501
#
#
#
#

ユーザーの処置: DEPLOY パラメーターまたは
UNDEPLOY パラメーターをゼロに設定して、
INSTALL_JAR プロシージャーまたは REMOVE_JAR
プロシージャーの呼び出しを再実行します。

# -20210
#
#
#
#
#

THE SQL STATEMENT CANNOT BE
EXECUTED BECAUSE IT WAS AT A
LEVEL THAT IS INCOMPATIBLE WITH
THE CURRENT VALUE OF THE
ENCODING BIND OPTION OR
SPECIAL REGISTER

#
#
#
#
#
#
#

説明: SQL ステートメントがバージョン 7 より前のレ
ベルでプリコンパイルされましたが、ENCODING バイ
ンド・オプションまたは特殊レジスターの現行値が、シ
ステムの EBCDIC CCSID を示していません。SQL ス
テートメントを実行するために必要な情報が処理に使用
できず、SQL ステートメントを正常に完了できません
でした。 SQL ステートメントの実行は終了します。

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

DB2 バージョン 7 より前でプリコンパイルされたアプ
リケーションは、ENCODING(EBCDIC) または
ENCODING(ccsid) (ここで、ccsid はシステムの
EBCDIC CCSID を表す) 以外の ENCODING バイン
ド・オプションを指定して、明示的にも暗黙的にもバイ
ンドすることはできません。システムの MIXED DATA
の値が YES の場合、ccsid はデフォルトの EBCDIC 混
合 CCSID でなければなりません。そうでなければ、
ccsid はデフォルトの EBCDIC 単一バイト CCSID でな
ければなりません。

# システムの処置: このステートメントは実行できませ
# ん。
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# プログラマーの応答: この状態を修正するには、次のこ
# とが可能です。
# v 現行プリコンパイラーを使用してプログラムを再度プ
リコンパイルし、BIND コマンドを再実行する。
#
# v ENCODING(EBCDIC) または ENCODING(ccsid) (こ
#
こで、ccsid はシステムの EBCDIC CCSID を表す)
を使用して、BIND コマンドを再実行する。
#
# SQLSTATE: 560B8
# -20212
#
#
#
#

USER-DEFINED ROUTINE name
ENCOUNTERED AN EXCEPTION
ATTEMPTING TO LOAD JAVA CLASS
class_name FROM JAR jar_name.
ORIGINAL EXCEPTION: exception_string

# 説明: DB2 が Java クラスのロードを試みているとき
# に、Java 例外が発生しました。
#
#
#
#
#
#
#
#

EXTERNAL NAME 文節に示されたクラス、または参照
されたクラスのロード中に、このエラーが発生する可能
性があります。このエラーが示している事実は、ユーザ
ー・クラスが単に見付からなかったことだけではありま
せん。たとえば、JAR ファイルの読み取り中に入出力エ
ラーが発生した、あるいは JAR を含む BLOB を DB2
カタログから読み取っている間に SQL エラーが発生し
たことを示している可能性があります。

# name
#
#

実行中に ClassNotFoundException を発生させた
外部 Java 関数またはプロシージャーの特定
名。

# class_name
エラーの発生時に DB2 がロードを試みていた
#
Java クラス。
#

# -20213
#
#
#
#
#
#
#
#

説明: Java ストアード・プロシージャーが戻した
DYNAMIC RESULT SET パラメーターが、結果セット
を表現するために JDBC ドライバーが使用する Java ク
ラスのインスタンスでありません。

# procedure_name
#
エラーの原因になったパラメーターを戻した外
部 Java プロシージャー。
#
# number
結果セットを表現するために JDBC ドライバ
#
ーが使用する Java クラスのインスタンスでな
#
い戻りクラスを格納していたパラメーターの位
#
置。
#
# システムの処置: CALL ステートメントは失敗しま
# す。
#
#
#
#
#

プログラマーの応答: 戻される DYNAMIC RESULT
SET パラメーターが、DB2 (OS/390 版) JDBC ドライバ
ーによって生成されるクラスのインスタンスになるよう
に、Java メソッドを再作成します
(COM/ibm/db2os390/sqlj/jdbc/DB2SQLJResultSet)。

# SQLSTATE: 46502
-30000

# jar_name
クラスのロード元の Jar (ある場合)。
#
# exception_string
エラーが検出されたときにロードされていたク
#
ラス (収まるだけ)、そのクラスを含む JAR の
#
名前、およびこの ClassNotFoundException が起
#
こる原因となった例外の toString() (収まるだ
#
け) を示します。
#
# システムの処置: このステートメントは実行できませ
# ん。エラーを説明している DSNX961 メッセージが、
# MVS システム・コンソール上に表示されます。
# プログラマーの応答: 例外ストリングによって報告され
# た状態を訂正してください。
# SQLSTATE: 46103

STORED PROCEDURE procedure_name
HAS RETURNED A DYNAMIC
RESULT SET OF AN INVALID CLASS.
PARAMETER number IS NOT A DB2
RESULT SET

EXECUTION FAILED DUE TO A
DISTRIBUTION PROTOCOL ERROR
THAT WILL NOT AFFECT THE
SUCCESSFUL EXECUTION OF
SUBSEQUENT COMMANDS OR SQL
STATEMENTS: REASON reason-code
(sub-code)

説明: 現行の SQL ステートメントの正常な実行を妨げ
る DRDA プロトコル・エラーが発生しました。 このエ
ラーは、その後の SQL ステートメントの正常な実行を
妨げるものではありません。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。SQLCA はフォーマット設定されません。 追加の診
断情報を含む可能性のあるメッセージ DSNL031I また
は DSNL032I が、 MVS コンソールに出されている場
合があります。
プログラマーの応答: DBA に連絡し、この SQLCODE
が出される原因となった SQL ステートメントの分析を
要求してください。
問題判別: 'reason-code' は、SQL ステートメントの実
行の試みに対する応答としてリモート・サーバーから受
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け取った DDM 応答メッセージを表す DDM コード・
ポイントを識別しています。 これらは、リモート・サ
ーバーで検出された内部エラー、またはおそらくローカ
ル DB2 機能によって検出された内部エラーを表しま
す。
'reason-code' 値は、このエラーを表す DDM 応答メッセ
ージの 2 バイトの 16 進コード・ポイントで、次のい
ずれかです。
X'1254' - CMDCHKRM
X'220A' - DSCINVRM
X'220E' - DTAMCHRM
X'1245' - PRCCNVRM
X'2202' - QRYNOPRM
X'220F' - QRYPOPRM
X'2207' - RDBACCRM
X'2204' - RDBNACRM
X'124C' - SYNTAXRM
'reason-codes' の X'220A'(DSCINVRM)、
X'1245'(PRCCNVRM)、および X'124C'(SYNTAXRM) に
は、2 バイトの ’sub-code' が伴います。それ以外の場
合、'sub-code' はゼロです。
'sub-code' は、ゼロでないときは 2 バイトからなり、そ
の高位バイトはエラーが検出された場所を示します。
エラーがローカル DB2 によって検出された場合は
X'01' で、エラーがリモート・サーバーによって検出さ
れた場合は X'02' です。 低位バイトは、次のように、
'reason-code' によって異なります。
1. 'reason-code' = X'220A' (DSCINVRM) の場合は、記
述エラー・コード (DSCERRCD)。
2. 'reason-code' = X'124C' (SYNTAXRM) の場合は、構
文エラー・コード (SYNERRCD)。
3. 'reason-code' = X'1245' (PRCCNVRM) の場合は、会
話型プロトコル・エラー・コード (PRCCVNCD)。
DDM 用語の DSCERRCD、SYNERRCD、および
PRCCNVcd のセマンティクスの詳細については、「IBM
Distributed Data Management (DDM) Reference Guide」
を参照してください。
SQLSTATE:
-30002

58008
THE SQL STATEMENT CANNOT BE
EXECUTED DUE TO A PRIOR
CONDITION IN A CHAIN OF
STATEMENTS

説明: SQL ステートメントが PREPARE にチェーンさ
れました。しかし、PREPARE ステートメントは、プロ
グラムまたはエンド・ユーザーがチェーニングされたス
テートメントを再実行するか、または、別の SQL 要求

を実行することを要求する警告 SQLCODE を受け取り
ました。 このエラーは、クライアント / サーバー環境
においてのみ発生します。
v DRDA を使用している分散されたクライアントが
OPEN ステートメントを PREPARE にチェーニング
しました。しかし、PREPARE ステートメントは
SQLCODE +495 を受け取りました。
システムの処置: このステートメントはチェーニングさ
れた状態では実行できません。
プログラマーの応答: このステートメントを別の要求と
して再度送る必要があります。
SQLSTATE:
-30020

57057
EXECUTION FAILED DUE TO A
DISTRIBUTION PROTOCOL ERROR
THAT CAUSED DEALLOCATION OF
THE CONVERSATION: REASON
<reason-code (sub-code)>

説明: 現行の SQL ステートメントまたはコマンドの実
行だけでなく、その後の SQL ステートメントの正常な
実行も妨げるような DRDA プロトコル・エラーが発生
しました。
'reason-code' は、SQL ステートメントの実行の試みに対
する応答としてリモート・サーバーから受け取った
DDM 応答メッセージを表す DDM コード・ポイントを
識別しています。 これらは、リモート・サーバー側ま
たはおそらくローカル DB2 機能によって検出された内
部エラーを表します。
'reason-code' 値は、このエラーを表す DDM 応答メッセ
ージの 2 バイトの 16 進コード・ポイントで、次のい
ずれかです。
X'1232' - AGNPRMRM
X'1254' - CMDCHKRM
X'220A' - DSCINVRM
X'220E' - DTAMCHRM
X'0010' - FDODSC
X'1218' - MGRDEPRM
X'1245' - PRCCNVRM
X'241A' - QRYDSC
X'2202' - QRYNOPRM
X'220F' - QRYPOPRM
X'2207' - RDBACCRM
X'2204' - RDBNACRM
X'124C' - SYNTAXRM
'reason-code' に伴って、2 バイトのサブコード
(sub-code) が出されます。 サブコードは、ゼロでないと
きは 2 バイトからなり、その高位バイトはエラーが検
出された場所を示します。 エラーがローカル DB2 に
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よって検出された場合は X'01' で、エラーがリモート・
サーバーによって検出された場合は X'02' です。 低位
バイトは、次のように、'reason-code' によって異なりま
す。
reason code= X'220A' (DSCINVRM) の場合は、記述
エラー・コード (DSCERRCD)。
reason code = X'124C' (SYNTAXRM) の場合は、構
文エラー・コード (SYNERRCD)。
reason code = X'1245' (PRCCNVRM) の場合は、会
話型プロトコル・エラー・コード (PRCCVNCD)。
reason code = X'1218' (MGRDEPRM) の場合は、管
理プログラム依存エラー・コード (DEPERRCD)。
DDM 用語の DSCERRCD、SYNERRCD、
PRCCNVCD、および DEPERRcd のセマンティクスの詳
細については、「IBM Distributed Data Management
(DDM) Reference Guide」を参照してください。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。SQLCA はフォーマット設定され、エラーが検出さ
れた会話は割り振り解除されます。 追加の診断情報を
含む可能性のあるメッセージ DSNL031I または
DSNL032I が、 MVS コンソールに出されている場合が
あります。
プログラマーの応答: サーバーとの接続は壊されてお
り、このため、サーバーはこの作業単位をロールバック
しています。 この場合、正常に実行できる SQL ステ
ートメントは、ROLLBACK だけです。 しかし、リク
エスターが COMMIT でこのエラーを検出した場合は、
作業単位がサーバーでコミットされているかロールバッ
クされているかは不明です。
SQLSTATE:
-30021

58009
EXECUTION FAILED DUE TO A
DISTRIBUTION PROTOCOL ERROR
THAT WILL AFFECT THE
SUCCESSFUL EXECUTION OF
SUBSEQUENT COMMANDS OR SQL
STATEMENTS: MANAGER manager AT
LEVEL level NOT SUPPORTED
ERROR

説明: 現行の SQL ステートメントまたはコマンドの実
行だけでなく、その後の SQL ステートメントの正常な
実行も妨げるような DRDA エラーが発生しました。
DDM EXCSAT コマンドの処理中に、管理プログラム・
レベルの矛盾が検出されました。 EXCSAT の処理とエ
ラーについて詳しくは、「IBM Distributed Data
Management (DDM) Reference Guide」を参照してくださ
い。
manager の値は、このエラーを報告した EXCSATRD で
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はサポートされないとして識別された DDM 管理プログ
ラム・クラスの 2 バイトの 16 進コード・ポイントで
す。 2 バイトの 16 進値については、「IBM Distributed
Data Management (DDM) Reference Guide」の DDM 用
語の MGRLVL を参照してください。
level 値は、このエラーを報告した EXCSATRD ではサ
ポートされないとして識別された管理プログラム・レベ
ルの 2 バイトの 16 進値です。 2 バイトの 16 進値に
ついては、「IBM Distributed Data Management (DDM)
Reference Guide」の DDM 用語の MGRLVL を参照し
てください。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: システム・プログラマーに通知
し、この SQLCODE が出される原因となった状況を分
析してもらってください。
SQLSTATE:
-30030

58010
COMMIT REQUEST WAS
UNSUCCESSFUL, A DISTRIBUTION
PROTOCOL VIOLATION HAS BEEN
DETECTED, THE CONVERSATION
HAS BEEN DEALLOCATED.ORIGINAL
SQLCODE=original-sqlcode AND
ORIGINAL SQLSTATE=original-sqlstate

説明: アプリケーションによって要求された COMMIT
操作が失敗に終わりましたが、リモート・サーバーから
の応答とリモート・サーバーから戻された SQLCODE
が一致していません。 たとえば、リモート・サーバー
からの応答メッセージは、COMMIT 操作が正常に完了
しなかったことを示しているが、リモート・サーバーか
ら戻された SQLCODE はゼロに等しいかそれより大き
な値になっています。 作業単位はロールバックされ、
リモート・サーバーとの接続は割り振り解除されていま
す。
システムの処置: 警告が生成されています。 DSNL031I
メッセージがコンソールに書き出されている場合もあり
ます。詳細については、このメッセージの説明を参照し
てください。
リモート・サーバーによって戻された SQLCODE は
-30030 で置き換えられ、 AS によって戻された
SQLSTATE は '158013' で置き換えられ、リモート・サ
ーバーとの接続は割り振り解除されています。
リモート・サーバーから戻された SQLCODE 値と
SQLSTATE 値は、次の形式のストリングで、SQLERRM
フィールドに保管されます。
'original-sqlcode 'FF'X original-sqlstate'
プログラマーの応答: システム・プログラマーに通知
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し、生成されたトレース・データを分析する際の援助を
要求してください。

を調べてください。 リソースが利用不能になっている
理由は、理由コードで示されています。

SQLSTATE:

次の診断項目を収集し、利用不能なリソースの原因を判
別する助けにしてください。

-30040

58013
EXECUTION FAILED DUE TO
UNAVAILABLE RESOURCES THAT
WILL NOT AFFECT THE
SUCCESSFUL EXECUTION OF
SUBSEQUENT COMMANDS OR SQL
STATEMENTS.REASON reason-code
TYPE OF RESOURCE resource-type
RESOURCE NAME resource-name
PRODUCT ID pppvvrrm RDBNAME
rdbname

説明: この SQL ステートメントまたはコマンドには、
現在利用できない非 RDB リソースが必要です。
reason-code は、resource-type と resource-name で識別
されたリソースが利用できない理由を示しています。
プロダクト、プロダクト・レベル、および RDB が示さ
れます。
reason-code の値
これはプロダクト特定のコードで、リモート・サー
バーの資料に示されています。
resource-type の値
次のように定義された 2 バイトの 16 進数。
これはプロダクト特定のコードで、リモート・サ
ーバーの資料に示されています。
resource-name の値
英数字を含む可変長フィールドで、最大長は 35 バ
イトです。
pppvvrrm の値
次のように定義された英数字を含む 8 バイトのフィ
ールド。
ppp....... OS/390 の場合は DSN、SQL/DS SQL の
場合は ARI、AS/400 の場合は QSQ (3 バイト)
vv........ バージョン番号 (2 バイト)
rr........ リリース・レベル (2 バイト)
m......... 修正レベル (1 バイト)
rdbname の値
RDBNAME を含む 16 バイトのフィールド。
システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。ローカル DB2 は、リモート・サーバーか
ら切り離されます。
プログラマーの応答:

利用できなかったリソースの ID

v RDBNAME で識別されたシステムからのコンソール
出力、および障害期間中の SYSLOG データ・セット
のリスト。
v 受け取った理由コードで述べられている情報。
SQLSTATE:
-30041

57012
EXECUTION FAILED DUE TO
UNAVAILABLE RESOURCES THAT
WILL AFFECT THE SUCCESSFUL
EXECUTION OF SUBSEQUENT
COMMANDS AND SQL
STATEMENTS.REASON <reason-code>
TYPE OF RESOURCE <resource-type>
RESOURCE NAME <resource-name>
PRODUCT ID <pppvvrrm> RDBNAME
<rdbname>

説明: この SQL ステートメントまたはコマンドには、
現在利用できない非 RDB リソースが必要です。
<reason-code> は、<resource-type> と <resource-name>
で識別されたリソースが利用できない理由を示していま
す。 プロダクト、プロダクト・レベル、および RDB
が示されます。
<reason-code> の値
プロダクトに特定の 4 バイトの 2 進数。 これはリ
モート・サーバーの資料に示されています。
<resource-type> の値
プロダクトに特定の 2 バイトの 16 進数。 これは
リモート・サーバーの資料に示されています。
<resource-name> の値
英数字を含む可変長フィールドで、最大長は 35 バ
イトです。
<pppvvrrm> の値
次のように定義された英数字を含む 8 バイトのフィ
ールド。
ppp....... DB2 の場合は DSN、SQL/DS の場合は
ARI、OS/2 の場合は SQL、 AS/400 の場合は
QSQ (3 バイト)
vv........ バージョン番号 (2 バイト)
rr........ リリース・レベル (2 バイト)
m......... 修正レベル (1 バイト)
<rdbname> の値
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RDBNAME を含む 16 バイトのフィールド。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。ローカル DB2 は、リモート・サーバーから切り離
されます。
プログラマーの応答: 使用できなかったリソースの ID
を調べてください。 リソースが利用不能になっている
理由は、理由コードで示されています。
次の診断項目を収集し、利用不能なリソースの原因を判
別する助けにしてください。
v RDBNAME で識別されたシステムからのコンソール
出力、および障害期間中の SYSLOG データ・セット
のリスト。

了する前にパッケージ名が変更されていないようにして
ください。
SQLSTATE:
-30052

58012
PROGRAM PREPARATION
ASSUMPTIONS ARE INCORRECT

説明: ステートメントのバインド (すなわち、
BINDSQLSTT コマンド) に有効なプログラムの準備に
関する前提事項が、正しくありません。
システムの処置: このステートメントは拒否されます。

v 受け取った <reason-code> で述べられている情報。

プログラマーの応答: このエラーの後でパッケージが作
成されるかどうかは、バインド開始時に指定されたパッ
ケージ作成オプションによって決まります。

SQLSTATE:

SQLSTATE:

-30050

57013
<command-or-SQL-statement-type
COMMAND OR SQL STATEMENT
INVALID WHILE BIND PROCESS IN
PROGRESS

説明: リモート・バインドが進行中に、リモート・コマ
ンドまたはリモート SQL 実行が試みられました。 バ
インド時に許可されるコマンドは、BIND
STATEMENT、END BIND、ROLLBACK、または
COMMIT だけです。
システムの処置: 要求はリジェクトされます。 ローカ
ル DB2 は、リモート・サーバーから切り離されます。
プログラマーの応答: SQL ステートメントの実行また
はリモート・コマンドの処理を試みる前に、リモート・
バインドが完了しているようにしてください。
COMMIT および ROLLBACK は、バインド処理を終了
させます。
SQLSTATE:
-30051

OWNER AUTHORIZATION FAILURE

説明: パッケージの所有者に関連した許可エラーが検出
されました。 たとえば、指定する許可を与えられてい
ないパッケージ所有者をバインド・プログラムが指定し
ていると、AS が判断しました。
システムの処置: このバインド開始要求は拒否されま
す。
プログラマーの応答: 許可問題を訂正し、要求を出し直
してください。
SQLSTATE:
-30060

42506
RDB AUTHORIZATION FAILURE

説明: ユーザーは RDB にアクセスする許可を与えら
れていません。
システムの処置:

要求はリジェクトされます。

58011
BIND PROCESS WITH SPECIFIED
PACKAGE NAME AND CONSISTENCY
TOKEN NOT ACTIVE

説明: パッケージがバインド処理を受けていないとき
に、ステートメントのバインドまたはバインド終了が試
みられました。
システムの処置: ステートメントのバインド要求または
バインド終了要求は拒否されます。 ローカル DB2
は、リモート・サーバーから切り離されます。
プログラマーの応答: バインド要求を処理しているサー
バーが、この要求の処理中に異常終了していないよう
に、あるいはリモート・バインド・パッケージ要求が終
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-30053

42932

プログラマーの応答: 許可問題を訂正し、ジョブを再実
行依頼してください。
SQLSTATE:
-30061

08004
RDB NOT FOUND

説明: RDB へのアクセスが試みられましたが、RDB
が見つかりません。 これは、通常リクエスターが指定
したサーバー・ロケーション名が正しくないことを意味
します。 サーバーは、リクエスターによるサーバー・
ロケーション名の指定が間違っていることを示すことに
よって応答します。 ロケーション名を一致したものに
するには、リクエスター側の変更またはサーバー側の変
更が必要です。 DB2 システムのロケーション名は、
BSDS DDF レコードに定義されており、 DDF が始動
されたときは DSNL004I コンソール・メッセージにも
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定義されています。 ロケーション名の定義の詳細につ
いては、 DB2 インストレーション・ガイド の第 3 部
を参照してください。
システムの処置:

要求は処理されません。

プログラマーの応答: RDB 名が正しく指定されている
ようにしたあと、ジョブを再実行依頼してください。
SQLSTATE:
-30070

08004
command COMMAND NOT
SUPPORTED ERROR

説明: ターゲット・システムは、特定のコマンドをサポ
ートしていません。 このエラーは、ローカル DB2 と
リモート・サーバーの間の接続を終了させます。
command の値
2 バイトの 16 進数の DDM コード・ポイント。
システムの処置: コマンドはリジェクトされます。ロー
カル DB2 は、リモート・サーバーから切り離されま
す。
プログラマーの応答:
ください。
SQLSTATE:
-30071

正しいコマンドを出すようにして

58014
object-type OBJECT NOT SUPPORTED
ERROR

説明: ターゲット・システムは、特定のオブジェクトを
サポートしていません。 このエラーは、ローカル DB2
とリモート・サーバーの間の接続を終了させます。
object-type の値
2 バイトの 16 進数の DDM コード・ポイント。
システムの処置: このコマンドまたは SQL ステートメ
ントは拒否されます。 ローカル DB2 は、リモート・
サーバーから切り離されます。
プログラマーの応答: オブジェクトが正しく指定されて
いるようにしたあと、ジョブを再実行依頼するか、また
はコマンドを出し直してください。
SQLSTATE:
-30072

58015
parameter subcode PARAMETER NOT
SUPPORTED ERROR

説明: 特定のパラメーターが、アプリケーション・リク
エスターまたはリモート・サーバーのいずれかでサポー
トされていません。
parameter の値

subcode の値
次のように定義された 2 バイトの 16 進数。このサ
ブコードは 2 つの別個の部分から構成されますが、
オプションとしてゼロとなることもあります。 (ゼロ
でない場合) 高位バイトは、エラーが検出された場所
を示します。 エラーがローカル DB2 によって検出
された場合は X’01’ で、エラーがリモート・サーバ
ーによって検出された場合は X’02’ です。 低位バ
イトは常にゼロです。

# サポートされない共通パラメーターには、次のものがあ
# ります。
# X’2450’
通常は、サーバーが PREPARE の属性文節を
#
サポートしていないことを意味します。
#
システムの処置: このコマンドまたは SQL ステートメ
ントは拒否されます。 切り離しが行われます。
プログラマーの応答: サーバーとの接続は壊されてお
り、このため、サーバーはこの作業単位をロールバック
しています。 この場合、正常に実行できる SQL ステ
ートメントは、ROLLBACK だけです。 しかし、リク
エスターが COMMIT でこのエラーを検出した場合は、
作業単位がサーバーでコミットされているかロールバッ
クされているかは不明です。
SQLSTATE:
-30073

58016
parameter subcode PARAMETER VALUE
NOT SUPPORTED ERROR

説明: 指定されたパラメーター値が、ローカル DB2 ま
たはリモート・サーバーのいずれかでサポートされてい
ません。
parameter は、2 バイト 16 進数 DDM コード・ポイン
トです。 有効なコード・ポイントの定義については、
「IBM Distributed Data Management (DDM) Reference
Guide」を参照してください。parameter の共通値には、
下記が含まれます。
X'0035' 通常は、リクエスターから送信された単一バイ
ト・コード化文字セット ID (CCSID) を DB2
サーバーがサポートしないこと、またはサーバ
ーから受信した単一バイト CCSID を DB2 リ
クエスターがサポートしないことを意味しま
す。 詳細については、 X'119C' を参照してく
ださい。
X'1144' DB2 クライアントがパッケージのバージョン
を指定し、DRDA サーバーがバージョンをサポ
ートしない場合、DRDA サーバーはこのコー
ド・ポイントを戻します。

2 バイトの 16 進数の DDM コード・ポイント。
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-30074
内で二重引用符ストリング区切り文字を使用す
ることができます。 このためには、プログラ
ムを SQLDELIM(QUOTESQL) オプションを用
いてプリコンパイルする必要があります。 サ
ーバー・プロダクトが二重引用符 SQL ステー
トメント・ストリング区切り文字をサポートし
ない場合は、単一引用符 SQL ストリング区切
り文字を使用するようにプログラムを変更し、
SQLDELIM(APOSTSQL) オプションを用いてプ
リコンパイルしなければなりません。

X'119C'
サブコード情報に X'01' が含まれている場合
は、サーバーが使用したいと望んでいる単一バ
イト CCSID をリクエスターがサポートしませ
ん。 サブコード情報に X'02' が含まれている
場合は、リクエスターが使用したいと望んでい
る単一バイト CCSID をサーバーがサポートし
ません。
リクエスター・システムおよびサーバー・シス
テムの単一バイト CCSID を判別してくださ
い。 DB2 サブシステムの単一バイト CCSID
は、DSNHDECP に定義されています。 一方の
パートナーまたは両方のパートナーが誤った
CCSID を使用しているか、あるいはサポート
を追加する必要があるかもしれません。
CCSID の詳細については、DB2 インストレー
ション・ガイド を参照してください。

X'2121' 通常、SQL ステートメントで 10 進区切り文
字として使用される文字を指定するストリング
に意味エラーがあることを意味しています。
X'213F'
サポートされていない値を DYNAMICRULES
バインド・パラメーターに指定するバインド・
コマンドまたは再バインド・コマンドをサーバ
ーが処理中であったことを意味します。 サー
バーが DB2 第 3 版システムならば、
DYNAMICRULES(RUN) を指定するか、
DYNAMICRULES パラメーターを省略してく
ださい。

X'147A'
数値の入力ホスト変数が、DB2 でサポートさ
れる範囲内にないと、 DB2 サーバーはこのコ
ード・ポイントを戻すことがあります。 詳細
については、SQLCODE -406 の説明を参照し
てください。
X'14AC'
DRDA クライアントが DB2 サーバーによって
サポートされていない認証メカニズムを必要と
する場合は、DB2 サーバーはこのコード・ポ
イントを戻します。 詳細については、DB2 理
由コード 00D3010E の説明を参照してくださ
い。
X'2110'.
通常は、リクエスターが指定したサーバーのロ
ケーション名が正しくないことを意味します。
サーバーは、リクエスターによるサーバー・ロ
ケーション名の指定が正しくないこと、および
ロケーション名の長さがサーバーでサポートさ
れる長さよりも長いことを示すことによって応
答します。 リクエスターまたはサーバーを変
更して、ロケーション名を一貫させる必要があ
ります。 DB2 システムのロケーション名は、
BSDS DDF レコードに定義されており、 DDF
が始動されているときは DSNL004I コンソー
ル・メッセージにも表示される可能性がありま
す。 ロケーション名の定義の詳細について
は、DB2 インストレーション・ガイド の第 3
部を参照してください。
X'2120' 通常は、SQL ステートメント内での二重引用
符ストリング区切り文字の使用をサーバーがサ
ポートしないことを意味します。 DB2 COBOL
アプリケーションでは、SQL ステートメント
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’subcode' は、2 つの異なる部分からなる 2 バイトの 16
進数で、オプションとしてゼロとなることもあります。
(ゼロでない場合) 高位バイトは、エラーが検出された場
所を示します。 エラーがローカル DB2 によって検出
された場合は、X'01' です。 エラーがリモート・サーバ
ーによって検出された場合は、X'02' です。 低位バイト
は常にゼロです。
システムの処置: このコマンドまたは SQL ステートメ
ントは拒否されます。 切り離しが行われました。
プログラマーの応答: サーバーとの接続は壊されてお
り、このため、サーバーは作業単位をロールバックして
います。 正常に実行できる SQL ステートメントは、
ROLLBACK だけです。 しかし、リクエスターが
COMMIT でこのエラーを検出した場合は、作業単位が
サーバーでコミットされているかロールバックされてい
るかは不明です。
SQLSTATE:
-30074

58017
REPLY MESSAGE WITH codepoint
(svrcod) NOT SUPPORTED ERROR

説明: 応答メッセージ codepoint が認識されていない
か、あるいは応答メッセージ SVRCOD が認識されてい
ません。 このエラーは、アプリケーション・プログラ
ムによって出されるその後の DRDA コマンドおよび
SQL ステートメントの処理には影響を与えません。
codepoint の値
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v codepoint は、DDM 応答メッセージを表す 2 バイト
の 16 進値です。 応答メッセージの有効な
codepoints については、「IBM Distributed Data
Management (DDM) Reference Guide」で定義していま
す。

SQLSTATE:
-30081

prot COMMUNICATION ERROR
DETECTED. API=api, LOCATION=loc,
FUNCTION=func, ERROR CODES=rc1
rc2 rc3

svrcod の値
v SVRCOD は、応答メッセージの重大度コードを表す
1 バイトの 16 進値です。応答メッセージの有効な
SVRCOD については、「IBM Distributed Data
Management (DDM) Reference Guide」で定義していま
す。
システムの処置:

SQLSTATE:
-30080

説明: リモート・クライアントまたはサーバーとの通信
中に、通信エラーが検出されました。
prot

エラーが検出された通信プロトコルです。 現
在、’TCP/IP’ のみが有効な値です。

api

DB2 によって使用された通信アプリケーショ
ン・プログラミング・インターフェース (API)
です。 現在、’SOCKETS’ のみが有効な値で
す。

loc

パートナー・システムのネットワーク・ロケー
ション。

処理は続行されます。

プログラマーの応答: このエラーの原因としては、ソー
ス管理プログラムとターゲット管理プログラムのレベル
が一致していないこと、または内部エラーが考えられま
す。
58018
COMMUNICATION ERROR code
(subcode)

説明: SNA 通信エラーが検出されました。「VTAM for
MVS/ESA Programming for LU 6.2」に、このメッセージ
に表示される有効な code および subcode 値が記載され
ています。

TCP/IP パートナーの場合は、このフィールド
にパートナーのドット 10 進 IP アドレスが入
ります。
func

rc1

rc2

2 番目の戻りコード標識。
TCP/IP パートナーの場合は、このフィールド
に 10 進形式の TCP/IP reason code が入りま
す。 reason code の値については、「OS/390
UNIX システム・サービス プログラミング: ア
センブラー呼び出し可能サービス解説書」に説
明があります。

subcode の sense 部分は、VTAM のセンス・コード
です。 SNAネットワーク定義エラーに関連している
ことの多いセンス・コードの記述については、 1511
ページの『第 6 部 SNA コード』 を参照してくださ
い。

プログラマーの応答: 特定の LU 6.2 戻りコードにつ
いては、「VTAM for MVS/ESA Programming for LU
6.2」で説明する診断情報を調べてください。通信障害の
原因を判別するには、通信の専門家に相談してくださ
い。

最初の戻りコード標識。
TCP/IP パートナーの場合は、このフィールド
に 10 進形式の TCP/IP return code が入りま
す。 return code の値については、「OS/390
UNIX システム・サービス プログラミング: ア
センブラー呼び出し可能サービス解説書」に説
明があります。

v subcode は、以下のいずれかのフォームになります。
– rcsec-sense
– rcsec

システムの処置: このステートメントは実行されませ
ん。 通信障害のため、アプリケーションはサーバーか
ら切り離されます。 追加の診断情報を含むメッセージ
DSNL500I が、MVS コンソールに出されている場合が
あります。

失敗した通信機能。
TCP/IP パートナーの場合は、このフィールド
は失敗したソケット呼び出しの名前です。

v code は、VTAM の 1 次 LU6.2 戻りコード (RCPRI)
です。

subcode の rcsec 部分は、VTAM の 2 次 LU6.2 戻
りコード (RCSEC) です。

08001

rc3

3 番目の戻りコード標識。
TCP/IP パートナーの場合は、このフィールド
にゼロが入ります。

システムの処置: このステートメントは実行されませ
ん。 アプリケーションはサーバーから切り離されま
す。
プログラマーの応答: 通信障害の原因を判別するには、
通信の専門家に相談してください。
SQLSTATE:

08001
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-30082
-30082

CONNECTION FAILED FOR SECURITY
REASON reason-code (reason-string)

説明: リモート・データベース・サーバーへの接続の試
みが、無効または間違ったセキュリティー情報のために
拒否されました。 セキュリティー・エラーの原因は、
reason-code および reason-string の値によって記述され
ます。
reason-code および reason-string の値は以下のとおりで
す。
v 1 (PASSWORD EXPIRED) -- リモート・サーバーへ
の接続に使用されたパスワードが期限切れです。
v 2 (PASSWORD INVALID) -- リモート・サーバーへ
の接続に使用されたパスワードが、リモート・サーバ
ーに保管されているパスワードと一致しません。
v 3 (PASSWORD MISSING) -- リモート・サーバーが
接続要求を拒否しました。要求にパスワードがなかっ
たためです。
v 4 (PROTOCOL VIOLATION) -- リモート・サーバー
が接続要求を拒否しました。適切なセキュリティー情
報が要求に含まれていなかったためです。 エラー・
メッセージまたはトレース・レコードは、サーバー・
システムで作成してセキュリティー違反の性質を説明
しなければなりません。
v 5 (USER-ID MISSING) -- リモート・サーバーが接続
要求を拒否しました。要求がユーザー ID を指定して
いなかったためです。
v 6 (USER-ID INVALID) -- 接続要求で指定されたユー
ザー ID がリモート・サーバー・システムで定義され
ていません。
v 7 (USER-ID REVOKED) -- 接続要求で指定されたユ
ーザー ID が取り消されています。
v 15 (SECURITY FAILURE:secchkcd:svcerrno) — リモ
ート・サーバー・システムでの認証が失敗しました。
DDM 用語の SECCHKCD および SVCERRNO のセ
マンティクスの詳細については、「IBM Distributed
Data Management (DDM) Reference Guide」を参照し
てください。
v 16 (NEW PASSWORD INVALID) -- パスワード変更
要求で指定されたパスワードが、サーバーの要件を満
たしていませんでした。
v 17 (UNSUPPORTED FUNCTION) -- クライアントに
よって指定されたセキュリティー・メカニズムは、こ
のサーバーに対して無効です。 一般的な例を以下に
示します。
– クライアントが、DRDA パスワード変更機能をサ
ポートしていないサーバーに新規パスワード値を送
信した。
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– クライアントが、DCE をサポートしていないサー
バーに DCE 認証情報を送信した。
– クライアントは検査済み ユーザー ID を送信する
ように構成されているが、サーバーは検査済みユー
ザー ID をサポートしていない。 この不整合を訂
正するために、クライアントまたはサーバーの変更
を行う必要がある。
- OS/390 版 DB2 サーバー による、TCP/IP 接続
を経由する検査済みユーザー ID の受け入れ
は、DSNTIP5 インストール・パネル (DSN6FAC
TCPALVER) の TCPALVER の値によって制御
されています。
- OS/390 版 DB2 クライアントによる、検査済み
ユーザー ID の使用は、SYSIBM.LUNAMES ま
たは SYSIBM.IPNAMES 表の SECURITY_OUT
列によって制御されています。
システムの処置: リモート・データベース・サーバーへ
の接続は失敗します。 サーバー・システムが DB2
(OS/390 版および z/OS 版) サーバーである場合は、サ
ーバー・システムの DSNL030I メッセージで原因が記
述されます。
プログラマーの応答: DB2 は、通信データベース
(CDB) を使用して、ネットワーク・セキュリティー機能
を制御します。 CDB を適切に変更して、セキュリティ
ーに関する障害を訂正してください。
SQLSTATE:
-30090

08001
REMOTE OPERATION INVALID FOR
APPLICATION EXECUTION
ENVIRONMENT

説明: 読み取り専用実行環境 (IMS または CICS) にあ
るアプリケーションをサポートするサーバーで、更新操
作、動的コミット、または動的ロールバックが試みられ
ました。
システムの処置:

要求はリジェクトされます。

プログラマーの応答: リモート・データにアクセスして
いる IMS または CICS アプリケーションから、データ
を更新したり、動的コミットまたはロールバックを出し
たりしてはなりません。
SQLSTATE:
-30104

25000
ERROR IN BIND OPTION option AND
BIND VALUE value.

説明: リクエスター側システムから渡されたバインド・
パラメーターの処理中に、バインド・オプションまたは
バインド値のいずれかがサーバーに受け入れられなかっ
たか、オプションと値の組み合わせが不適切です。
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プログラマーの応答: BIND または REBIND コマンド
は失敗しました。 コマンド・オプションおよび値をテ
ストしてエラーを判別し、コマンドを再実行依頼してく
ださい。
SQLSTATE:
-30105

56095
BIND OPTION option1 IS NOT
ALLOWED WITH BIND OPTION option2

説明: リクエスター側システムから渡されたバインド・
パラメーターの処理中に、同時に指定できないバイン
ド・オプションが矛盾していることが検出されました。
プログラマーの応答: BIND または REBIND コマンド
は失敗しました。 コマンド・オプションをテストして
矛盾の原因を判別し、コマンドを再実行依頼してくださ
い。
SQLSTATE:

56096

第 2 章 SQL 戻りコード
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第 3 章 DB2 メッセージ
メッセージ・タイプおよびメッセージ番号付け規則の説明については、 1 ページの『第 1 部 はじめに』
を参照してください。
メッセージが、DB2 環境の外側で作動しているサブコンポーネントが出したのでないかぎり、メッセージ
の前には、システムのインストール時に定義されたコマンド接頭部 が付きます。コマンド接頭部は、本書
のメッセージ・テキストには示されていません。
TSO 接続機能 (TSO attachment facility)では、メッセージ ID を表示するかどうかをユーザーが決めること
ができます。表示する場合には、'PROFILE MSGID' と入力してください。 表示させない場合には、
'PROFILE NOMSGID' と入力してください。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001
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第 4 章 DSNA... メッセージ
この章には 2 種類のメッセージが記載されています。
1. トレース・ファイルに書き込まれるメッセージ。これらのメッセージが表示されるのは、トレースがオ
ンになっている (すなわち、DSNTRACE という DD 名が SYSOUT または TSO 端末に割り振られて
いる) 場合だけです。
2. DB2 ストアード・プロシージャーから戻されるメッセージ。これらのメッセージは、ストアード・プロ
シージャーから戻されるパラメーターとしてだけ表示されます。
DSNA... メッセージは、基本構造を共有します。 以下に、メッセージのエレメントを順番にリストしてい
ます。
1. メッセージ番号 (DSNAnnna)
2. メッセージの作成を行った CSECT の名前
3. 現在実行中のタスクの TCB アドレス
4. 各メッセージに固有の一連のトークンならびにトークンの説明
注: これらのメッセージの目的は、IBM 開発センターと IBM サポート・センターを援助することです。
これらのメッセージには、IBM 以外には意味をもたない情報も含まれています。
DSNA002E

DSNACA00 TCB=address SYSTEM
ERROR - FOUND UNEXPECTED
THREAD

説明: DB2 呼び出し接続機能制御ブロック CAB が、
あるはずのないスレッドが存在することを示していま
す。 これは CAF システム・エラーです。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNACA00
システムの処置: このメッセージは 04E 異常終了の直
前に出され、理由コード 00C10002 を伴います。
システム・プログラマーの応答: SYSUDUMP および
DSNTRACE トレース・ストリームを収集してくださ
い。
プログラマーの応答:
知らせてください。
問題判別:
DSNA201E

システム・プログラマーに問題を

IBM サポートに連絡してください。
DSNACA00 TCB=address CANNOT
USE 'CONNECT', ALREADY
CONNECTED TO DB2

説明: CONNECT 要求を受信しましたが、メッセージ
の 'address' が示す TCB については、DB2 との接続が
すでに存在しています。これは、CAF エラー (アプリケ
ーション・プログラム・エラー) です。このメッセージ
に付随して、戻りコード (R15) 200 とコード (R0)
00C10201 が出ます。
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

システムの処置: DB2 との新しい接続は行われず、エ
ラーの戻りコードと理由コードが出されます。 DB2 呼
び出し接続機能は、入力を受け入れることができます。
システム・プログラマーの応答: DB2 呼び出し接続機
能を使用しているプログラマーに問題を知らせてくださ
い。
プログラマーの応答: 前の接続を DISCONNECT しな
ければ、再 CONNECT はできません。コード内のロジ
ックを訂正してください。
問題判別: このメッセージの状況を理解するには、
DSNTRACE トレース・ストリームを調べてください。
DSNA202E

DSNACA00 TCB=address CANNOT
USE 'OPEN', PRIOR OPEN OR SQL
ALREADY CONNECTED APPLICATION
TO DB2

説明: OPEN 要求を受信しましたが、指定された TCB
については、DB2 スレッドがすでに作成されていま
す。 これはユーザー・エラーです。 このメッセージに
は、戻りコード (R15) 200 とコード (R0) 00C10202 が
一緒に出ます。
システムの処置: 新しい DB2 スレッドは作成されず、
エラーの戻りコードと理由コードが出されます。 DB2
呼び出し接続機能は、入力を受け入れることができま
す。
システム・プログラマーの応答: DB2 呼び出し接続機
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DSNA203E
能を使用しているプログラマーに問題を知らせてくださ
い。

能を使用しているプログラマーに問題を知らせてくださ
い。

プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムは
すでに、(明示的または暗黙的に) DB2 との OPEN レベ
ル接続を確立しています。 元の OPEN が終了しないか
ぎり、これを再び行うことはできません。アプリケーシ
ョンが呼び出し接続機能の OPEN 要求を出すと、 '明示
' OPEN が行われます。 DB2 接続が確立される前に、
アプリケーションが SQL ステートメントを出すと、 '
暗黙' OPEN が行われます。アプリケーション・プログ
ラム内のロジックを訂正してください。

プログラマーの応答: アプリケーション内のロジックを
訂正してください。 CONNECT が実行されていないか
ぎり、DISCONNECT を出してはなりません。

問題判別: このメッセージの状況を理解するには、
DSNTRACE トレース・ストリームを調べてください。
DSNA203E

DSNACA00 TCB=address CANNOT
USE 'CLOSE', THERE WAS NO
'OPEN' IN EFFECT

説明: CLOSE 要求を受信しましたが、このタスクにつ
いての (明示的または暗黙的な) OPEN レベル接続が存
在していません。これはユーザー・エラーです。 この
メッセージに付随して、戻りコード (R15) 200 およびコ
ード (R0) 00C10203 が出されます。
システムの処置: CLOSE は実行されません。 DB2 呼
び出し接続機能は、入力を受け入れることができます。
システム・プログラマーの応答: DB2 呼び出し接続機
能を使用しているプログラマーに問題を知らせてくださ
い。
プログラマーの応答: アプリケーション内のロジックを
訂正してください。 明示 OPEN が実行されていないか
ぎり、 CLOSE を出してはなりません。アプリケーショ
ンが呼び出し接続機能の OPEN 要求を出すと、 '明示'
OPEN が行われます。
問題判別: このメッセージの状況を理解するには、
DSNTRACE トレース・ストリームを調べてください。
DSNA204E

DSNACA00 TCB=address CANNOT
USE 'DISCONNECT', THERE WAS NO
'CONNECT' IN EFFECT

説明: DISCONNECT 要求を受信しましたが、DB2 接
続は確立されていません。これはユーザー・エラーで
す。 このメッセージに付随して、戻りコード (R15) 200
およびコード (R0) 00C10204 が出されます。
システムの処置: DISCONNECT は実行されません。
DB2 呼び出し接続機能は、入力を受け入れることがで
きます。
システム・プログラマーの応答:
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問題判別: このメッセージの状況を理解するには、
DSNTRACE トレース・ストリームを調べてください。
DSNA205E

DSNACA00 TCB=address CANNOT
USE 'TRANSLATE', THERE WAS NO
CONNECTION TO DB2 OR NOTHING
TO TRANSLATE

説明: TRANSLATE 要求を受信しましたが、変換に使
用できるデータがありません。有効な DB2 呼び出し接
続機能の制御構造をもっていなければ、TRANSLATE 要
求を行うことはできません。 明示または暗黙の接続要
求を出すと、制御構造が構築されます。これはユーザ
ー・エラーです。 このメッセージに付随して、戻りコ
ード (R15) 200 およびコード (R0) 00C10205 が出され
ます。
システムの処置: TRANSLATE は実行されません。
DB2 呼び出し接続機能は、入力を受け入れることがで
きます。
システム・プログラマーの応答: DB2 呼び出し接続機
能を使用しているプログラマーに問題を知らせてくださ
い。
プログラマーの応答: アプリケーション内のロジックを
訂正してください。 DB2 接続が試みられていないかぎ
り、TRANSLATE を出してはなりません。
問題判別: このメッセージの状況を理解するには、
DSNTRACE トレース・ストリームを調べてください。
DSNA206E

DSNACA00 TCB=address WRONG
NUMBER OF PARMS OR VL BIT OFF

説明: 誤った DB2 呼び出し接続機能要求が受信されま
した。 この要求に含まれているパラメーターが多すぎ
るか少なすぎるため、処理できません。このメッセージ
に付随して、戻りコード (R15) 200 およびコード (R0)
00C10206 が出されます。
システムの処置: 前の要求は処理されません。DB2 呼
び出し接続機能は、入力を受け入れることができます。
システム・プログラマーの応答: DB2 呼び出し接続機
能を使用しているプログラマーに問題を知らせてくださ
い。
プログラマーの応答: アプリケーション内のロジックを
訂正してください。 DB2 呼び出し接続機能に渡された
パラメーター・リストが、個々の呼び出しに関して正し
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DSNA207E
い数のパラメーターをもっているかどうか、およびパラ
メーター・リストを終了させるために高位 (VL) ビット
がオンになっているかどうかを確かめてください。

システム・プログラマーの応答: DB2 呼び出し接続機
能を使用しているプログラマーに問題を知らせてくださ
い。

問題判別: このメッセージの状況を理解するには、
DSNTRACE トレース・ストリームを調べてください。

プログラマーの応答: OPEN 要求および CONNECT 要
求の両方で、正しい DB2 サブシステム ID を指定して
ください。

DSNA207E

問題判別: このメッセージの状況を理解するには、
DSNTRACE トレース・ストリームを調べてください。

DSNACA00 TCB=address DID NOT
RECOGNIZE ACTION PARAMETER parm

説明: DB2 呼び出し接続機能が処置要求を受信しまし
たが、認識できないタイプまたはパラメーターの処置要
求のため、処理できません。許可される処置要求タイプ
は、CONNECT、OPEN、CLOSE、DISCONNECT、およ
び TRANSLATE です。許可されるパラメーターについ
て、アプリケーション・プログラミングおよび SQL ガ
イド の CAF セクションを参照してください。このメ
ッセージに付随して、戻りコード (R15) 200 およびコー
ド (R0) 00C10207 が出されます。
システムの処置: 制御権が呼び出し側に戻されます。こ
の要求は処理されません。 DB2 呼び出し接続機能は、
入力を受け入れることができます。
システム・プログラマーの応答: DB2 呼び出し接続機
能を使用しているプログラマーに問題を知らせてくださ
い。
プログラマーの応答: アプリケーション内のロジックを
訂正してください。 DB2 呼び出し接続機能に渡した、
以前の要求の処置パラメーター・タイプまたはキーワー
ドのつづりを調べてください。渡した処置パラメーター
は、トレース・メッセージ DSNA800I のパラメータ
ー・フィールドにリストされています。エラーが処置パ
ラメーターでない場合は、エラーを出したパラメーター
が、このメッセージのパラメーター・フィールドにリス
トされます。
問題判別: このメッセージの状況を理解するには、
DSNTRACE トレース・ストリームを調べてください。

DSNA209E

DSNACA00 A STORED PROCEDURE
ISSUED AN EXPLICIT CALL TO
DSNALI

説明: ストアード・プロシージャーが、DSNALI に明
示呼び出しを出しました。 これは許されません。この
メッセージと一緒に、戻りコード 200 がレジスター 15
に、コード 00C10209 がレジスター 0 に入れられま
す。
システムの処置: 制御権が呼び出し側に戻されます。要
求は処理されていません。 DB2 呼び出し接続機能は、
入力を受け入れることができます。
システム・プログラマーの応答: DB2 呼び出し接続機
能を使用しているプログラマーに問題を知らせてくださ
い。
プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムか
ら DSNALI に対する明示的呼び出しを除去してくださ
い。
問題判別: このメッセージの状況を理解するには、
DSNTRACE トレース・ストリームを調べてください。

# DSNA301I
#

THE VALUE parm-value FOR
PARAMETER parm-name IS NOT VALID

# 説明: 入力パラメーターの 1 つに誤った値が指定され
# ているため、ストアード・プロシージャー DSNACICS
# を実行できませんでした。
# 重大度: 12

DSNA208E

DSNACA00 TCB=address CANNOT
HAVE 2 SSIDS (ssid1 AND ssid2)
FROM 1 TCB

説明: 前の CONNECT 要求 (ssid1) とは異なるサブシ
ステム ID (ssid2) を指定した OPEN 要求が受信されま
した。 タスクは、1 つの DB2 サブシステムにしか接
続できません。 このメッセージに付随して、戻りコー
ド (R15) 200 およびコード (R0) 00C10208 が出されま
す。

# システムの処置: ストアード・プロシージャー
# DSNACICS は、CICS トランザクションを呼び出さずに
# 終了します。
# プログラマーの応答: SQL CALL ステートメントに指
# 定されている入力パラメーター値を訂正してください。
# システム・プログラマーの応答: ユーザー出口
# DSNACICX が、パラメーターを有効な値に設定してい
# ることを確認してください。

システムの処置: 制御権が呼び出し側に戻されます。こ
の要求は処理されません。 DB2 呼び出し接続機能は、
入力を受け入れることができます。
第 4 章 DB2 メッセージ
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DSNA302I
# DSNA302I
#

THE REQUIRED INPUT PARAMETER
parm-name CONTAINS NULLS

# 説明: 必要な入力パラメーターのうち 1 つ以上にヌル
# 値が指定されているため、ストアード・プロシージャー
# DSNACICS を実行できませんでした。
# 重大度: 12
# システムの処置: ストアード・プロシージャー
# DSNACICS は、CICS トランザクションを呼び出さずに
# 終了します。
#
#
#
#

プログラマーの応答: SQL CALL ステートメントの入
力パラメーター値を訂正するか、ユーザー出口
DSNACICX がパラメーターを非ヌルの値に設定してい
ることを確認してください。

# システム・プログラマーの応答: ユーザー出口
# DSNACICX が、パラメーターを非ヌル値に設定してい
# ることを確認してください。
# DSNA303I
#
#
#

THE PARAMETER NETNAME WAS
NOT SPECIFIED WHEN THE
CONNECT TYPE OF SPECIFIC WAS
SPECIFIED

# 説明: CONNECT TYPE パラメーターが SPECIFIC に
# 設定されている場合、入力パラメーター NETNAME に
# は非ヌル値を指定する必要があります。
# 重大度: 12
# システムの処置: ストアード・プロシージャー
# DSNACICS は、CICS トランザクションを呼び出さずに
# 終了します。
#
#
#
#

プログラマーの応答: SQL CALL ステートメントの入
力パラメーター値を訂正するか、ユーザー出口
DSNACICX がパラメーターを非ヌルの値に設定してい
ることを確認してください。

# システム・プログラマーの応答: ユーザー出口
# DSNACICX が、パラメーターを非ヌル値に設定してい
# ることを確認してください。
# DSNA304I
#
#
#
#
#
#
#

THE USER EXIT DSNACICX
RETURNED RETURN CODE =
X'hhhhhhhh' AND THE FOLLOWING
ERROR MESSAGE:

説明: ユーザー出口 DSNACICX が、非ゼロの戻りコ
ードとメッセージをストアード・プロシージャー
DSNACICS に戻しました。メッセージ DSNA304I の直
後に、DSNACICX が戻したメッセージが示されます。

# 重大度: 12

# DSNACICS は、CICS トランザクションを呼び出さずに
# 終了します。
# プログラマーの応答: システム・プログラマーに連絡し
# てください。
# システム・プログラマーの応答: ユーザー出口が生成し
# たエラー・メッセージの原因を訂正してください。
# DSNA305I
#
#
#
#
#
#
#
#
#

説明: DSNACICS は、CICS EXCI 呼び出しインターフ
ェースを使用して、CICS サーバー・プログラムの実行
を要求します。 CICS EXCI インターフェースの呼び出
し func の結果、予期しない CICS 応答コードと理由コ
ードが出されました。表示される可能性のある func の
値は、次のとおりです。

# Initialize_User

EXCI ユーザー環境を初期化します。

# Allocate_Pipe
#

CICS 領域にセッションを割り振りま
す。

# Open_Pipe
#

割り振られたパイプを CICS 領域の受
信セッションに接続します。

# DPL_Request
#

CICS サーバー・プログラムを実行す
るための要求を出します。

# Close_Pipe
#

オープン・パイプを CICS 領域から切
断します。

# Deallocate_Pipe
パイプを CICS 領域から割り振り解除
#
します。
#
#
#
#
#
#

この障害が起こる原因としては、EXCI インターフェー
スが CICS サブシステム用に正しく使用可能になってい
ないことが考えられます。 CICS 応答コードと理由コー
ドの説明は、「CICS External Interfaces Guide」を参照
してください。

# 重大度: 12
# システムの処置: ストアード・プロシージャー
# DSNACICS は、CICS トランザクションを呼び出さずに
# 終了します。
# プログラマーの応答: システム・プログラマーに連絡し
# てください。
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: ストアード・プロシー
ジャーが呼び出す CICS 領域に対して、EXCI インター
フェースが使用可能になっていることを確認してくださ
い。 DB2 ストアード・プロシージャーにエラーがある
と思われる場合は、問題の識別と報告について、「DB2

# システムの処置: ストアード・プロシージャー
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FAILED. CICS RESPONSE CODE =
X'hhhh' CICS REASON CODE =
X'hhhhhhhh'
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# Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
# ださい。

# Retrieve_token IEANTRT サービスを使用してトーク
ンを検索します。
#

#
#
#
#
#
#

DSNACICS を実行するストアード・プロシージャー・
アドレス・スペースの JCL 始動プロシージャーに、
DSNDUMP DD ステートメントを追加します。その後、
DSNACICS を呼び出すアプリケーションを再実行しま
す。これにより、DB2 が DSNACICS に関するエラー・
メッセージを出すと、SVC ダンプが生成されます。

#
#
#
#

#
#
#
#
#

DB2 ストアード・プロシージャーにエラーがあると思
われる場合は、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」
の第 2 部を参照してください。 1525 ページの『付録
B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
てください。 1、2、 22。

# DSNA306I
#
#
#
#
#
#
#

THE CICS SERVER PROGRAM
program ABENDED. CICS ABEND
CODE=C’cccc’

説明: DSNACICS が呼び出した CICS サーバー・プロ
グラムが、異常終了しました。 CICS は、エラーを示す
4 文字の異常終了コードを戻します。これらのエラー・
コードについては、「CICS/ESA Problem Determination
Guide」に説明があります。

# 重大度: 12
#
#
#
#

システムの処置: ストアード・プロシージャー
DSNACICS は、次の要求を処理します。 CICS は、最
後の同期点までバックアウトし、SYNCONRETURN オ
プションを強制します。

# プログラマーの応答: サーバー・プログラムのエラーを
# 訂正してください。
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: サーバー・プログラム
のエラーの原因を訂正してください。このエラーの後、
ミラー・トランザクションがまだ使用可能になっている
ことを確認してください。サーバー・プログラムを実行
する要求が以降も受け入れられるように、ミラー・トラ
ンザクションが使用可能になっている必要があります。

# DSNA307I
#

OS/390 token-service REQUEST FAILED.
SYSTEM RETURN CODE=X'hhhh'

# 説明: DSNACICS は、OS/390 トークン・サービスを使
# 用してタスク・レベル情報を保管します。 OS/390 サー
# ビスが、予期しない戻りコードを戻しました。
# token-service は、DSNACICS が要求したトークン・サー
# ビス機能です。表示される可能性のある値は、以下のと
# おりです。
# Create_token
#

IEANTCR サービスを使用してトーク
ンを作成します。

戻りコードの詳しい説明については、「OS/390 MVS プ
ログラミング: アセンブラー・サービス 解説書」の
IEANTCR または IEANTRT の説明を参照してくださ
い。

# 重大度: 12
# システムの処置: ストアード・プロシージャー
# DSNACICS は、次の要求を処理します。
# プログラマーの応答: システム・プログラマーに連絡し
# てください。
#
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DSNACICS を実行す
るストアード・プロシージャー・アドレス・スペースの
JCL 始動プロシージャーに、DSNDUMP DD ステート
メントを追加します。その後、DSNACICS を呼び出す
アプリケーションを再実行します。これにより、DB2
が DSNACICS に関するエラー・メッセージを出すと、
SVC ダンプが生成されます。

#
#
#
#
#

DB2 ストアード・プロシージャーにエラーがあると思
われる場合は、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」
の第 2 部を参照してください。 1525 ページの『付録
B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
てください。 1、2、 22。

# DSNA308I
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

THE CICS EXCI DPL_REQUEST
REQUEST FAILED. CICS RESPONSE
CODE=0. DPL RETAREA CONTAINS
FIELD1=X'hhhhhhhh',
FIELD2=X'hhhhhhhh', FIELD3=C’cccc’

説明: DSNACICS は、CICS EXCI 呼び出しインターフ
ェースを使用して、CICS サーバー・プログラムの実行
を要求します。 DPL_REQUEST コマンドが、
DPL_RETAREA に予期しない値を戻しました。
FIELD1、FIELD2、および FIELD3 の意味の詳しい説明
については、「CICS External Interfaces Guide」、およ
び「CICS/ESA Application Programming Guide」を参照
してください。

# 重大度: 12
# システムの処置: ストアード・プロシージャー
# DSNACICS は、次の要求を処理します。
# プログラマーの応答: サーバー・プログラムのエラーを
# 訂正してください。システム・プログラマーに連絡して
# ください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DSNACICS を実行す
るストアード・プロシージャー・アドレス・スペースの
JCL 始動プロシージャーに、DSNDUMP DD ステート
メントを追加します。その後、DSNACICS を呼び出す
第 4 章 DB2 メッセージ
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DSNA309I
# アプリケーションを再実行します。これにより、DB2
# が DSNACICS に関するエラー・メッセージを出すと、
# SVC ダンプが生成されます。
#
#
#
#
#

DB2 ストアード・プロシージャーにエラーがあると思
われる場合は、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」
の第 2 部を参照してください。 1525 ページの『付録
B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
てください。 1、2、 22。

# DSNA309I
#
#
#

UNABLE TO LOAD USER EXIT
DSNACICX. SYSTEM REASON
CODE=X'hhhh' SYSTEM COMPLETION
CODE=X'hhhh'

# 説明: DSNACICS が、ユーザー出口ルーチン
# DSNACICX をロードできませんでした。
# 重大度: 12
# システムの処置: ストアード・プロシージャー
# DSNACICS は、CICS トランザクションを呼び出しませ
# ん。 DSNACICS は次の要求を処理します。
# プログラマーの応答: システム・プログラマーに連絡し
# てください。
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: ストアード・プロシー
ジャー・アドレス・スペースの始動プロシージャー内の
STEPLIB ステートメントが、DSNACICX を含むライブ
ラリーを指定していることを確認してください。デフォ
ルトのユーザー出口は、出荷時に SDSNLOAD DB2 ラ
イブラリーに格納されています。

#
#
#
#
#
#

DSNACICS を実行するストアード・プロシージャー・
アドレス・スペースの JCL 始動プロシージャーに、
DSNDUMP DD ステートメントを追加します。その後、
DSNACICS を呼び出すアプリケーションを再実行しま
す。これにより、DB2 が DSNACICS に関するエラー・
メッセージを出すと、SVC ダンプが生成されます。

#
#
#
#
#

DB2 ストアード・プロシージャーにエラーがあると思
われる場合は、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」
の第 2 部を参照してください。 1525 ページの『付録
B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
てください。 1、2、 22。

# CICS サーバー・プログラムが呼び出された可能性があ
# ります。
# プログラマーの応答: システム・プログラマーに連絡し
# てください。
# システム・プログラマーの応答: オペレーターがストア
# ード・プロシージャー・タスクを取り消した理由を判別
# してください。
# DSNA311I
#

DSNACICS ABNORMALLY
TERMINATED

# 説明: DSNACICS ストアード・プロシージャーを呼び
# 出したタスクが、異常終了しました。
# 重大度: 12
#
#
#
#
#
#
#

システムの処置: DSNACICS は即時に終了します。
CICS サーバー・プログラムが呼び出された可能性があ
ります。このエラーに関する SVC ダンプまたは
SYSMDUMP が生成されます。 CICS サービスにエラ
ーが生じた場合は、SYSMDUMP が生成される可能性が
あります。ストアード・プロシージャーの異常終了の場
合は、SVC ダンプが生成されます。

# プログラマーの応答: システム・プログラマーに連絡し
# てください。
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DSNACICS を実行す
るストアード・プロシージャー・アドレス・スペースに
関する JES メッセージを検討してください。問題の原
因を記述する CICS メッセージまたはシステム・メッセ
ージを探してください。

#
#
#
#
#

DB2 ストアード・プロシージャーにエラーがあると思
われる場合は、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」
の第 2 部を参照してください。 1525 ページの『付録
B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
てください。 1、2、 22。

# DSNA312I
#

USER EXIT DSNACICX ABNORMALLY
TERMINATED

# 説明: ユーザー出口プログラム DSNACICX が異常終
# 了しました。
# 重大度: 12

# DSNA310I
#

STORED PROCEDURE TASK
CANCELLED BY OPERATOR

# 説明: DSNACICS ストアード・プロシージャーを呼び
# 出したタスクが、オペレーターによって取り消されまし
# た。
# 重大度: 12
# システムの処置: DSNACICS は即時に終了します。
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# システムの処置: DSNACICS は即時に終了します。
# CICS サーバー・プログラムは呼び出されません。この
# エラーに関する SVC ダンプが生成されます。
# プログラマーの応答: システム・プログラマーに連絡し
# てください。
# システム・プログラマーの応答: ユーザー出口が異常終
# 了した理由を判別してください。 DB2 ストアード・プ
# ロシージャーにエラーがあると思われる場合は、「DB2
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DSNA313I • DSNA8xx
#
#
#
#

Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリスト
されている次の診断項目を集めてください。 1、2、
22。

# の第 2 部を参照してください。 1525 ページの『付録
# B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
# てください。 1、2、 22。
DSNA8xx

# DSNA313I
#

DSNACICS TERMINATED BY DB2
CANCEL THREAD COMMAND

# 説明: オペレーターが DB2 CANCEL THREAD コマン
# ドを実行したため、ストアード・プロシージャー
# DSNACICS が終了しました。

説明: DSNA800 シリーズのメッセージは診断を目的と
したもので、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
8 部に記載されています。

# 重大度: 12
# システムの処置: DSNACICS は即時に終了します。
# CICS サーバー・プログラムが呼び出された可能性があ
# ります。
# プログラマーの応答: システム・プログラマーに連絡し
# てください。
# システム・プログラマーの応答: オペレーターが DB2
# CANCEL THREAD コマンドを実行した理由を判別して
# ください。
# DSNA314I
#
#
#

UNABLE TO LOAD CICS STUB
ROUTINE DFHXCSTB. SYSTEM
REASON CODE=X'hhhh' SYSTEM
COMPLETION CODE=X'hhhh'

# 説明: DSNACICS が、CICS スタブ・ルーチン
# DFHXCSTB をロードできませんでした。
# 重大度: 12
# システムの処置: ストアード・プロシージャー
# DSNACICS は、CICS トランザクションを呼び出しませ
# ん。 DSNACICS は次の要求を処理します。
# プログラマーの応答: システム・プログラマーに連絡し
# てください。
#
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: ストアード・プロシー
ジャー・アドレス・スペースの始動プロシージャー内の
STEPLIB ステートメントが、DFHXCSTB を含む CICS
ライブラリーを指定していることを確認してください。
DFHXCSTB は、CICS EXCI ライブラリー (SDFHEXCI)
にあります。このライブラリーは、APF 許可を受けて
いる必要があります。

#
#
#
#
#
#

DSNACICS を実行するストアード・プロシージャー・
アドレス・スペースの JCL 始動プロシージャーに、
DSNDUMP DD ステートメントを追加します。その後、
DSNACICS を呼び出すアプリケーションを再実行しま
す。これにより、DB2 が DSNACICS に関するエラー・
メッセージを出すと、SVC ダンプが生成されます。

# DB2 ストアード・プロシージャーにエラーがあると思
# われる場合は、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」
第 4 章 DB2 メッセージ
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第 5 章 DSNB... メッセージ
DSNB200I

UPDATE VVDS FAILED.DSNAME =
dsn, MMRC=cccccccc
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID= logical-unit-of-work-id =token

説明: DB2 は、RECOVER、LOAD、または REORG
ユーティリティー・ジョブで使用したデータ・セットを
クローズする準備はできていますが、 VSAM ボリュー
ム・データ・セット (VVDS) 内のデータ・セット高頻
度使用 RBA を更新することができません。メディア管
理プログラム・カタログ更新機能が、このエラーを検出
し、システム・メッセージ IEC161I を出しました。 dsn
は、データ・セットの DSNAME を示します。 MMRC
は、DB2 がメディア管理プログラム・カタログ更新サ
ービスから受信した戻りコードです。これらのコードの
説明については、「DFSMS/MVS: Diagnosis Reference
for DFSMSdfp」を参照してください。
接続 ID、相関 ID、および論理作業単位 ID (LUW-ID)
は、問題を検出したユーザーまたはアプリケーションを
示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
その値は、スレッドに割り当てられた論理作業単位 ID
であり、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。こ
のトークン値は、DB2 コマンドで論理作業単位 ID の
代わりに使用でき、論理作業単位 ID の入力として受け
入れられます。
システムの処置: DB2 は、このデータ・セットのクロ
ーズ処理を続行します。しかし、ユーティリティー・ジ
ョブには、 00C2010C の 'リソース利用不能' 理由コー
ドが通知されます。このユーティリティー・ジョブは、
失敗した状態のままとなります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: エラーの原因を判別す
るには、該当する MVS 資料内のシステム・メッセージ
IEC161I を参照してください。エラーを訂正し、アプリ
ケーションをもう一度呼び出すようにユーザーに知らせ
てください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。
1、10、11。

DSNB204I

OPEN OF DATA SET
FAILED.DSNAME = dsn

説明: DB2 表スペースまたは索引スペースの所要のデ
ータ・セットをオープンすることができません。このエ
ラーは、システム・メッセージ IEC161I を出すメディ
ア管理プログラムの CONNECT 機能によって検出され
ました。 dsn は、データ・セットの DSNAME を示し
ます。
このメッセージは、あるデータ・セットに対していった
ん出ると、そのデータ・セットに対しては、それ以上使
用できなくなります。
システムの処置: この条件を検出したバッファー・マネ
ージャー機能は終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: エラーの原因を判別す
るには、該当する MVS 資料内のシステム・メッセージ
IEC161I を参照してください。エラーを訂正し、アプリ
ケーション・プログラムをもう一度呼び出してくださ
い。
問題判別: IBM サポート担当員に支援を要求してくだ
さい。 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストさ
れている次の診断項目を集めてください。 1、5、10、
12。
DSNB207I

DYNAMIC ALLOCATION OF DATA
SET FAILED.REASON = rrrr DSNAME
= dsn

説明: DB2 表スペースまたは索引スペースの所要のデ
ータ・セットを割り振ることができません。動的割り振
りによって戻される理由コード rrrr が、障害の理由を
示しています。この理由コードの説明については、該当
する MVS 資料を参照してください。 dsn は、デー
タ・セットの DSNAME を示します。
このメッセージは、あるデータ・セットに対していった
ん出ると、そのデータ・セットに対しては、それ以上使
用できなくなります。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1OST
システムの処置: この条件を検出したバッファー・マネ
ージャー機能は終了し、固有のエラーの戻りコードを渡
します。
オペレーターの応答:
てください。
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DSNB209I
システム・プログラマーの応答: この状況を訂正し、ア
プリケーションをもう一度呼び出してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
10、12。
DSNB209I

csect-name-BUFFER MANAGER
TABLESPACE/INDEXSPACE
CLEAN-UP ROUTINE (DSNB1CFC)
HAS BEEN SCHEDULED FOR
DBNAME = dbn, SPACENAME = spn,
PSID = X'psid'

説明: DB2 が、以下のいずれかの理由で異常状態を検
出しました。
v 関連する表スペースまたは索引スペースには、変更ペ
ージが含まれていますが、それらのページを、予定し
たよりも長い期間にわたって DASD に書き込むこと
ができません。更新が異常に長くかかったか、または
内部論理エラーによって、これが起こった可能性があ
ります。
v このメッセージは、不整合データまたはページの不完
全な更新のために異常終了した後に出されます。
関連する表スペースまたは索引スペース用に、DB2
が、表スペースまたは索引スペース終結処置ルーチン
(DSNB1CFC) をスケジュールしました。 DSNB1CFC
は、ドレーン・ロックを獲得し、更新が行われないよう
にします。終結処置の処理中、ユーザーはデータにアク
セスできません。
書き出し意図をもつ回復可能な不整合ページが不均衡で
ある場合、 DB2 は、リカバリー処理を開始してから、
DB2 ログを使用してページを構成し直します。変更さ
れた、書き出し意図をもつ、これ以外のページが不均衡
である場合は、バッファー・マネージャーが、ページを
DASD に強制的に書き戻した上で、バッファー・スペー
スを再割り当てできるようにします。
dbn は、表スペースまたは索引スペースと関連している
データベース名を示します。 spn は、終結処置しなけ
ればならない表スペースまたは索引スペースの名前で
す。 psid は、表スペースまたは索引スペースの内部 ID
です。これは、この後で出される可能性のあるメッセー
ジ DSNB221I とこのメッセージを関連付けるために使
用されます。

ての活動を静止させなければ、終結処置を進めることは
できません。関連するオブジェクトが索引スペースであ
る場合は、索引スペースが定義されている表スペースに
対するすべての活動も静止しなければなりません。終結
処置が完了すると、表スペースまたは索引スペースは自
動的にユーザーにアクセス可能になります。
ユーザーの処置: 終結処置活動が完了したように見えな
い場合、 DB2 は依然として表スペースのドレーン・ロ
ックを待っている可能性があります。問題の表スペース
(索引スペースの場合は、関連する表スペース) に対し
て、 -DISPLAY DATABASE CLAIMERS コマンドを出
し、終結処置ルーチンがまだロックを待っているかどう
かを判別してください。また、まだ待っている場合は、
表スペース・ロックの保有者を判別してください。ジョ
ブが非常に長期間にわたって表スペース・ロックを待っ
ている場合 (たとえば、入力待ちの場合) は、ジョブを
取り消して、終結処置を進めることが必要になる場合が
あります。
DSNB212I

説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントが、不均衡な書き出し意図をもつ不整合ペ
ージを検出しました。 DB2 は、DB2 ログを使用してペ
ージのオンライン・リカバリーを行う準備ができていま
す。 dbn は、関連するデータベース名を示します。
spn は、表スペース名または索引スペース名を示しま
す。 pno は、表スペースまたは索引スペース内の論理
的に不整合なページ番号 (16 進表記) です。
システムの処置:
DSNB215I

処理は続行されます。

csect-name-ONLINE RECOVERY FOR
AN INCONSISTENT PAGE HAS BEEN
COMPLETED FOR DBNAME = dbn ,
SPACENAME = spn , PAGE NUMBER
= X'pno'

説明: 不整合ページのリカバリー処理が完了しました。
dbn は、関連するデータベース名を示します。 spn
は、表スペース名または索引スペース名を示します。
pno は、表スペースまたは索引スペース内の、論理的に
不整合なページ番号 (16 進表記) です。
システムの処置: 処理は続行されます。

システムの処置: DB2 は、関連する表スペースまたは
索引スペースを終結させる準備が整っています。ただ
し、終結処置を開始する前に、DB2 は表スペースまた
は索引スペースのドレーンを要求します。 DB2 は、こ
のロックを無期限に待ちます。したがって、表スペース
または索引スペース (あるいはその両方) に対するすべ
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DSNB217I
DSNB217I

csect-name-ONLINE RECOVERY FOR
AN INCONSISTENT PAGE WAS
UNSUCCESSFUL FOR DBNAME = dbn
, SPACENAME = spn , PAGE
NUMBER = X'pno'

説明: 不整合ページのリカバリー処理が失敗に終わりま
した。このページは、論理的に不整合として DASD に
書き出されます。このメッセージは、リカバリー処理の
始まりを示すために出されたメッセージ DSNB212I に
対する応答として出されます。 dbn は、関連するデー
タベース名を示します。 spn は、表スペース名または
索引スペース名を示します。 pno は、表スペースまた
は索引スペース内の、論理的に不整合なページ番号 (16
進表記) です。
システムの処置: このページには、論理的に不整合であ
るというマークが付いているので、修正が済むまで使用
できません。この機能を実行している実行単位は、正常
に続行されます。
問題判別: このメッセージに先立って、同じ障害を示す
DSNI012I メッセージが出されることがあります。その
場合、00C90102 異常終了ダンプが、この障害の原因を
判別するのに役立つ場合があります。それ以外の場合
は、関連する DSNB212I メッセージとこのメッセージ
の間に異常終了が発生していないか、SYS1.LOGREC を
調べてください。ログ・レコードのタイム・スタンプを
使用すると、この異常終了を見つけることができます。
DSNB219I

csect-name-BUFFER MANAGER
TABLESPACE/INDEXSPACE
CLEAN-UP PROCESS HAS BEEN
COMPLETED FOR DBNAME = dbn ,
SPACENAME = spn

説明: このメッセージは、関連する表スペースまたは索
引スペースの、バッファー・マネージャー (BM) による
表スペースまたは索引スペース終結処置が完了したこと
を示しています。バッファー・マネージャーが表スペー
スまたは索引スペースの終結処置をスケジュールする理
由については、メッセージ DSNB209I を参照してくだ
さい。 dbn は、関連するデータベース名を示します。
spn は、表スペース名または索引スペース名を示しま
す。
システムの処置:

処理は続行されます。

DSNB221I

csect-name-BUFFER MANAGER
TABLESPACE/INDEXSPACE
CLEAN-UP PROCESS WAS NOT
REQUIRED FOR PSID = X'psid'

説明: このメッセージは、関連する表スペースまたは索
引スペースのバッファー・マネージャー (BM) が、表ス
ペースまたは索引スペース終結処置を迂回したことを示
しています。バッファー・マネージャーは、その表スペ
ースまたは索引スペースに対する他のすべての活動を静
止させた後で、その表スペースまたは索引スペースがも
はや活動モードにないこと、すなわち、それがクローズ
されていることを検出しました。
先に検出された異常条件は、バッファー・マネージャー
のページ・セット・クローズ処理により、解決されまし
た。バッファー・マネージャーが、表スペースまたは索
引スペースの終結処置をスケジュールする理由について
は、突き合わせフィールドに psid を使用して、対応す
るメッセージ DSNB209I を参照してください。 psid
は、関連する表スペースまたは索引スペースの内部 ID
です。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB223I

csect-name-BUFFER MANAGER
TABLESPACE/INDEXSPACE CLEANUP
PROCESS WAS SKIPPED FOR PSID
= X'psid'

説明: このメッセージは、関連する表スペースまたは索
引スペースの、表スペースまたは索引スペース終結処置
が迂回されたことを示しています。表スペースまたは索
引スペースに対する他のすべての活動を静止している間
に、回復不能なエラーが検出されました。このエラー
は、次のいずれかの条件によって起こされた可能性があ
ります。
v IRLM によってストレージ不足条件が検出された。
v バックアウトのため、表スペースまたは索引スペース
が消去された。
前に検出された異常状態は、後でバッファー・マネージ
ャーのページ・セット・クローズ処理によって解決でき
ると見なされます。 バッファー・マネージャーが表ス
ペースまたは索引スペースの終結処置をスケジュールす
る理由については、(突き合わせフィールドに psid を使
用) 対応するメッセージ DSNB209I を参照してくださ
い。 psid は、関連する表スペースまたは索引スペース
の内部 ID を表します。
システムの処置:

処理は続行されます。

システム・プログラマーの応答: 関連する表スペースま
たは索引スペースには、不整合データが含まれている可
能性があります。 DB2 STOP TABLESPACE または
第 5 章 DB2 メッセージ
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DSNB224I
INDEXSPACE コマンドを出して、ページ・セット・ク
ローズ処理を行い、関連する表スペースまたは索引スペ
ースの終結処置を実行できるようにしてください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
DSNB225I

DSNB224I

csect-name- BUFFER MANAGER I/O
ERROR DURING function,
DBNAME=dbn,SPACENAME=snm, DATA
SET NUMBER=dsno, PAGE
NUMBER=X'pno', MM ERROR
FLAG=X'aa', CSW STATUS=X'bbbb',
SENSE BYTES=X'cccc', SEEK
ADDRESS=X'dddddddddddddddd'

説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントが、入出力エラーを検出しました。メッセ
ージに示される関数は、READ、WRITE または
FORMAT です。データベース名、表スペース名または
索引スペース名、データ・セット番号、および入出力操
作が実行されていたページのページ番号 (16 進表記)
が、メッセージに示されます。残りの情報は、メディ
ア・マネージャーが戻したエラー情報で、 IBM サポー
ト担当者により、エラー分析のために使用されます。
システムの処置: システム処置は、実行中の関数によっ
て異なります。関数が WRITE の場合、または機能が
READ で、再始動時またはロールバックの過程で、この
操作が実行されていた場合は、データ・セットの入出力
エラー・ページ範囲が更新され、メッセージ DSNU086I
が出ます。ほとんどの場合 (READ、同期 WRITE、
FORMAT の場合) は、問題の性質を示す理由コードと
ともに、 'リソース利用不能' がユーザーに戻されま
す。

csect-name - BUFFER MANAGER I/O
ERROR DURING function
DBNAME=dbn,SPACENAME=snm, DATA
SET NUMBER=dsno, MM ERROR
CODES=X’aaaaaaaa’ DB2 REASON
CODE=X’bbbbbbbb’

説明: DB2 が、入出力エラーを検出しました。メッセ
ージに示される関数は、 READ、WRITE、CASTOUT、
または FORMAT です。データベース名、表スペース名
または索引スペース名、データ・セット番号、障害発生
時に戻されたメディア管理プログラムのエラー情報、お
よびこの障害に関連する DB2 理由コードが、このメッ
セージに示されます。
システムの処置: キャストアウト・エラーを除き、アプ
リケーションは異常終了し、異常終了 X'04E' および理
由コード 00C200A4 または 00C200C0 が出ます。キャ
ストアウト中にエラーが発生した場合、処理は継続され
ます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、受け取った理由コードに関して 859 ページの『第
4 部 DB2 コード』で説明されている指示に従ってくだ
さい。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

このメッセージが、データ・セットに対して 10 回出る
と、クローズされて再オープンしないかぎり、そのデー
タ・セットは使用禁止になります。

問題判別: このメッセージは、異常終了 X'04E' および
関連するページ・セットを提供する理由コード
00C200A4 または 00C200C0 に先立って出されます。

オペレーターの応答:
てください。

発生した入出力エラーのタイプを示す IOS エラー・メ
ッセージが出ていないか、 MVS コンソール・ログを調
べてください。 IOS メッセージが出ていた場合には、
そのメッセージに関する問題判別の指示に従ってくださ
い。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SQLCA またはユーテ
ィリティー・メッセージに入れてユーザーに戻される理
由コードについては、 859 ページの『第 4 部 DB2 コ
ード』 の情報を参照してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、10、
12。

問題判別: ユーザーに戻される理由コードの「問題判
別」の項を参照してください。
発生した入出力エラーのタイプを示す IOS エラー・メ
ッセージが出ていないか、 MVS コンソール・ログを調
べてください。 IOS メッセージが出ていた場合には、
そのメッセージに関する問題判別の指示に従ってくださ
い。
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DSNB226I
DSNB226I

csect-name - BUFFER MANAGER PAGE
GET ROUTINE DETECTED AN
INVALID PAGE IN DBNAME=dbn,
SPACENAME=snm, DATA SET
NUMBER= dsno, PAGE
EXPECTED=X’aaaaaa’, PAGE
RECEIVED=X’bbbbbb’

説明: バッファー・マネージャー (BM) のページ入手
処理中に、予期しないページを受け取りました。関連す
るページ・セットは、データベース名、スペース名、お
よびデータ・セット番号で示されています。エラーのペ
ージは、予期されたページ aaaaaa で示されます。予期
したページを含むバッファーで見つかったのは、ページ
番号 bbbbbb です。
システムの処置: アプリケーションは、異常終了コード
X'04E' および理由コード 00C200F7 で終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、理由コード 00C200F7 について 859 ページの『第 4
部 DB2 コード』 で述べられている指示に従ってくだ
さい。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: このメッセージは、異常終了 X'04E' および
関連するページ・セットの情報を示す理由コード
00C200F7 に先立って出されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、10、
12、64。
DSNB227I

csect-name - DFHSM RECALL FAILED
FOR DSNAME=dsn HSMRC=aaaaaaaa
HSMRSN=bbbbbbbb

説明: マイグレーションされたデータ・セットを再呼び
出しする試みが、失敗しました。 DSNAME に、デー
タ・セットが示されています。 HSMRC および
HSMRSN は、 DFHSM が提供する戻りコードと理由コ
ードです。
システムの処置:
に戻されます。

'リソース利用不能'コードがユーザー

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: メッセージに示された
情報を使用して、DFHSM 再呼び出し障害の理由を判別
してください。
問題判別:

理由コードの説明については、 859 ページの『第 4 部
DB2 コード』 を参照してください。 DFHSM メッセー
ジ ARC11nnI (nn は HSMRC の値) を参照してくださ
い。
DSNB228I

csect-name GROUP BUFFER POOL
gbpname CANNOT BE ACCESSED FOR
function MVS IXLCACHE REASON
CODE=reason

説明: 関数 function のグループ・バッファー・プール
gbpname にアクセスしている間に、DB2 が MVS
IXLCACHE 要求からのエラーを受け取りました。
function READ または WRITE
reason

MVS IXLCACHE 要求からの理由コード

システムの処置: システム処置は、実行中の関数によっ
て異なります。関数が WRITE であるか、またはロール
バックまたは DB2 再始動時に READ が実行される場
合、データ・セットの論理ページ・リスト LPL にペー
ジが追加され、メッセージ DSNB250E が出されます。
その他の場合、特定の問題を示す理由コードと共に、 '
リソース利用不能' がユーザーに戻されます。
システム・プログラマーの応答: MVS IXLCACHE の
理由コードの説明については、MVS/ESA プログラミン
グ: シスプレックス・サービス 解説書 を参照してくだ
さい。
DSNB229I

csect-name UNEXPECTED ERROR
WHEN CHECKING FOR REQUEST
COMPLETION FOR GROUP BUFFER
POOL gbp-name MVS IXLFCOMP
REASON CODE=reason

説明: 二重化のための 2 次グループ・バッファー・プ
ールへの書き込み要求の完了を検査している時に、
DB2 が、MVS から予期しないエラーを受け取りまし
た。 gbp-name がグループ・バッファー・プールの名前
を示しています。グループ・バッファー・プールが二重
化されていて、エラーが、2 次グループ・バッファー・
プールへの要求で発生したものであれば、 gbp-name
は、接尾部 ’-SEC’ を伴うグループ・バッファー・プー
ルの名前を示します。
reason は、MVS IXLFCOMP サービスからの理由コー
ドです。
システムの処置: DB2 は、グループ・バッファー・プ
ールをシンプレックス・モードに戻します。 2 次グル
ープ・バッファー・プールは、割り振り解除されます。
システム・プログラマーの応答: MVS IXLFCOMP の
理由コードの説明については、MVS/ESA プログラミン

このメッセージに含まれている戻りコードと
第 5 章 DB2 メッセージ
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DSNB230I
グ: シスプレックス・サービス 解説書 を参照してくだ
さい。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

DSNB230I

システム・プログラマーの応答: 下位レベルとして報告
されたデータ・セットにアクセスできるようにするに
は、以下の処置のいずれかを取ってください。

A SHARED OWNING SYSTEM
CANNOT CONNECT A SHARED
DATASET IN OUTPUT MODE.
DSN=dsn

v (DSN1COPY、DFHSM、または別のツールを使って)
ページ・セットまたは区画を正しいレベルに復元す
る。

説明: DB2 表スペースまたは索引スペースの必要なシ
ステム間共用データ・セットを、出力モードでオープン
することができません。 このエラーは、システム・メ
ッセージ IEC161I を出すメディア管理プログラムの
CONNECT 関数が検出しました。 dsn は、データ・セ
ットの DSNAME です。
DSNB231I

csect-name - UNEXPECTED DATA SET
LEVEL ID ENCOUNTERED - LEVEL ID
=lvlid EXPECTED LEVEL ID=xlvlid
DSN=dsn

説明: DB2 表スペースにある、必要なデータ・セット
をオープンすることができません。 DB2 が、予期せぬ
データ・セット・レベル ID を検出しました。
lvlid

データ・セットからの予期せぬレベル ID。
DB2 がデータ・セットからレベル ID を検索
できない場合 (たとえば、データ・セットが削
除され、再定義されている) は、レベル ID
は、″X’’″ と表示されます。

xlvlid

DB2 が前回記録したレベル ID。データ・セッ
トをオープンする際に予期されるレベル ID で
ある。

dsn

データ・セットの DSNAME

|
|
|
|

v RECOVER または RECOVER LOGONLY ユーティリ
ティーを実行して、下位レベルのページ・セットまた
は区画を現行レベルにリカバリーする。

A SHARED DATASET CANNOT BE
CONNECTED IN INPUT
MODE.DSN=dsn

説明: DB2 表スペースまたは索引スペースにある、シ
ステム間共用データ・セットを、出力モードでオープン
することができません。 このエラーは、システム・メ
ッセージ IEC161I を出すメディア管理プログラムの
CONNECT 関数が検出しました。 dsn は、データ・セ
ットの DSNAME です。
DSNB232I

DSN1PRNT (FORMAT) ユーティリティーを実行し
て、ページ・セットまたは区画のコピー・レベル ID
を知る。レベル ID は、ページ・セットまたは区画の
ヘッダー・ページにあります。

v REPAIR ユーティリティーを LEVELID オプション
を指定して実行し、下位レベルを受け入れる。

|
|
|

このオプションは、DB2 がレベル ID にアクセス可
能な場合 (lvlid が ″X’’″ ではない) にのみ、有効で
す。
この処置により、データの不整合という問題が生じる
ことがありますが、これはユーザーの責任です。
v LOAD REPLACE ユーティリティーを使って、ペー
ジ・セットまたは区画の内容を置換する。
v RECOVER ユーティリティーを使って、ページ・セッ
トを以前のちょうどよいレベルに明示的に復元する。
予期されたレベル ID が、検出されたレベル ID よりも
小さい場合には、メッセージに示されたオブジェクトが
別のシステムから不正に移植されたものであったり、ま
たは DSNDB01.SYSLGRNX が下位レベルであることを
示している可能性があります。メッセージで示されたオ
ブジェクトに問題がある場合、上記にリストされた処置
を使用して、データへのアクセスを許可することができ
ます。 SYSLGRNX に問題がある場合、これは、DB2
が管理するすべてのオブジェクトのリカバリーが危うく
なるほど重大な状況です。 SYSLGRNX が不注意に復元
され、 DB2 システムの残りの部分と適合しないレベル
になっていないかどうかを調査してください。
DSNB250E

この問題は、データ・セットが復元された結果、他のデ
ータ・セットや DB2 ログ (またはその両方) と一致し
ないレベルになった可能性があります。
システムの処置: DB2 は、'リソース利用不能' SQL コ
ードおよびエラーを説明する理由コードを、アプリケー
ションに戻します。
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csect-name A PAGE RANGE WAS
ADDED TO THE LOGICAL PAGE LIST
DATABASE NAME = dbn SPACE
NAME = spn DATA SET NUMBER =
dsno PAGE RANGE = lowpg TO highpg
START LRSN = startlrsn END LRSN =
endlrsn START RBA = startrba

説明: DB2 は、ページ範囲のページで問題が生じたた
め、示されたデータ・セットの論理ページ・リスト LPL
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にページ範囲を追加しました。 startlrsn および endlrsn
は、ページ範囲のページをリカバリーするために必要な
ログ範囲を示しています。この値は、DB2 がデータ共
用環境にある (値が LRSN 値である) 場合を除き、RBA
値です。データ共用環境で、 startrba は、値がゼロでな
い場合、リカバリー・ログ範囲の RBA 値を開始する値
を示します。 startrba は、メッセージを出した DB2 メ
ンバーのログ・レコードだけに適用されます。このメッ
セージの endrba がゼロ値である場合、または endlrsn
が示されている場合は、現行のリカバリー・ログの終了
を意味します。
システムの処置: ページ・セットの LPL にページ範囲
が追加されます。 SPACENAM オプションを指定した
START DATABASE コマンド、RECOVER ユーティリ
ティー、または LOAD ユーティリティーのどれかを使
ってページをリカバリーするまで、ページにアクセスす
ることはできません。 LPL にあるページにアクセスし
ようとしているユーザーは、理由コード 00C20206 の
SQLCODE -904 を受け取ります。グループ・バッファ
ー・プールのアクセス処理中に、MVS が問題を検出す
る場合、 DB2 は、エラーを記述する SYS1.LOGREC
項目を書き出します。
システム・プログラマーの応答: LPL からページをリ
カバリーするには、 SPACENAM オプションを指定し
た -START DATABASE コマンド、 RECOVER ユーテ
ィリティー、または LOAD ユーティリティーを使用し
てください。
DSNB301E

csect-name GROUP BUFFER POOL
gbpname CANNOT BE CONNECTED
DB2 REASON CODE = reason1 MVS
IXLCONN REASON CODE = reason2

説明: DB2 は、この名前のグループ・バッファー・プ
ールに接続できませんでした。通常、障害が生じた状態
が改善されるまで、各 DB2 理由コード (00C20204 を
除く) の各 DB2 サブシステムごとに 1 度ずつ、このメ
ッセージが出されます。
reason1 DB2 理由コード
reason2 MVS IXLCONN 理由コード
DB2 理由コードが 00C20204 で、MVS IXLCONN 処理
中に問題が生じたことを示している場合は、エラー状況
が訂正されるまで、各 IXLCONN 理由コードの各 DB2
サブシステムごとに 1 度ずつ、このメッセージが出さ
れます。 DB2 理由コードが 00C20204 ではない場合、
reason2 にはゼロが含まれます。 MVS IXLxxxx の理由
コードの説明については、MVS/ESA プログラミング: シ
スプレックス・サービス 解説書 を参照してください。
システムの処置:

要求して、アクセスを要求した場合、 SQLCODE -904
(リソース利用不能) が、このメッセージで示された
DB2 理由コードとともに SQL ユーザーに返されます。
データ共用グループの別の DB2 上の SQL ユーザーの
ために接続要求がなされた場合、 SQLCODE -904 (リソ
ース利用不能) が、 DB2 理由コード 00C20252 で SQL
ユーザーに返されます。これは、別のグループ・バッフ
ァー・プールに接続できないために、要求された表スペ
ースまたは索引スペースが利用できないことを示してい
ます。
MVS IXLCONN 理由コードが、次の 2 つの場合で、
IFCID 0250 がアクティブである場合は、メッセージに
さらに診断情報が含まれます。この 2 つの場合とは、
理由コードが xxxx0C08 (MVS CFRM 管理ポリシーの
優先順位リストに基づいて割り振る適切な機能がなかっ
たため、構造割り振りが失敗した) であるか、
xxxx084C (ユーザーが正しいセキュリティー・アクセス
機能 (SAF) 権限を持っていない) である場合です。
DSNB302I

csect-name GROUP BUFFER POOL
gbpname IS ALLOCATED IN A
VOLATILE STRUCTURE

説明: DB2 グループ・バッファー・プール構造体は、
揮発属性です。
構造体が揮発属性であるときは必ず、DB2 メンバーは
このメッセージを出します。グループ・バッファー・プ
ールに最初に接続した時、または属性が後になって変更
されたときに、DB2 がこの属性を検出します。 DB2
は、常に揮発性でないグループ・バッファー・プールを
要求しますが、揮発性構造体しか利用できない場合に
は、その割り振りを許可します。
システムの処置: DB2 処理が続行されます。
システム・プログラマーの応答: 非揮発性結合機構で、
グループ・バッファー・プールを割り振ることができる
ようにするには、以下のことを確認してください。
v 少なくとも結合機構の 1 つのサブセットが非揮発性
として正しく構成されている。
v MVS CFRM ポリシーが、グループ・バッファー・プ
ール結合機構構造体の優先リストにある非揮発性結合
機構を正しく指定している。
上記が正しく行われても、優先順位リストにある最も適
切な結合機構が見つからない (たとえば、十分なフリ
ー・スペースがない) 場合があるため、割り振りが別の
結合機構で生じることがあります。 MVS は、以下の構
造割り振り要求に最も適合する機能の構造を割り振ろう
とします。

この DB2 の SQL ユーザーが、接続
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DSNB303E
第 1 選択:
揮発性要件、スペース要件、および排他リスト
要件に合う結合機構

は、DAP 状態にあることを示しています。 DAP 状
態ではなくなるまで、グループ・バッファー・プール
にはアクセスできません。

第 2 選択:
揮発性要件およびストレージ要件に合う結合機
構

v DB2 の損害評価プロセスは、障害が生じたグルー
プ・バッファー・プールを使用している表スペースお
よび索引スペースを判別し、そのスペースを 'グルー
プ・バッファー・プール・リカバリー保留'(GRECP)
状態にします。

第 3 選択:
要求された容量よりも少ない可能性があるが、
最も合う (利用可能なフリー・スペースが最も
多い) 容量を持つ結合機構
第 4 選択:
構造体を割り振ることができない

v DB2 が、GRECP 状態に必要なすべてのスペースを設
定した後、グループ・バッファー・プールは DAP 状
態ではなくなります。メッセージ DSNB305I は、そ
の DAP 状態が解決されたことを示しています。

IFCID 0250 (活動化されている場合) には、割り振りが
試みられた結合機構のリストが含まれています。

DSNB305I

DSNB303E

説明: 損害評価が完了し、グループ・バッファー・プー
ル (GBP) の '損害評価保留' (DAP) 状態が解決されまし
た。 この時点で、グループ・バッファー・プール状態
はもう制限されず、DB2 は、関連するバッファー・プ
ール内の GBP 従属ページ・セットを次に参照するとき
にグループ・バッファー・プールに再び接続しようとし
ます。

csect-name A LOSS OF CONNECTIVITY
WAS DETECTED TO GROUP BUFFER
POOL gpbname

説明: グループ・バッファー・プール gpbname に対す
る接続性が失われました。
システムの処置: DB2 は、REASON=FAILURE を指定
して、結合機構構造からの接続を切断しました。
この問題に応じて取られた処置は、試みられた機能によ
って決まります。以下の通りです。
v 結合機構が読み取られた場合、SQLCODE -904 (リソ
ース利用不能) が、特定のエラーを示す理由コードを
伴って SQL ユーザーに返されます。
v ロールバック、バックアウト、または再始動時に結合
機構が読み取られる場合、ページ・セットの論理ペー
ジ・リスト (LPL) にアクセス不能なページが追加さ
れます。 LPL に追加された各データ・セットの最初
のページに対して、メッセージ DSNB250E が出され
ます。
v キャストアウトの過程で結合機構を読み取る場合、キ
ャストアウト操作は完了できません。
v 結合機構が書き出される場合、変更されたページがペ
ージ・セットの LPL に追加されます。
DSNB304I

csect-name GROUP BUFFER POOL
gbpname WAS SET TO ’DAMAGE
ASSESSMENT PENDING’ STATUS

説明: グループ・バッファー・プールの結合機構構造に
障害が生じました。
システムの処置:
v DB2 は、グループ・バッファー・プールを '損害評価
保留' (DAP) 状態にします。メッセージ DSNB304I
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csect-name ’DAMAGE ASSESSMENT
PENDING’ STATUS WAS CLEARED
FOR GROUP BUFFER POOL gbpname

このメッセージの前に、メッセージ DSNB304I が出さ
れます。
DSNB306I

csect-name THE REQUESTED LENGTH
OF THE LOCAL CACHE VECTOR
COULD NOT BE ALLOCATED FOR
GROUP BUFFER POOL gbpname
REQUESTED LENGTH = length1
ALLOCATED LENGTH = length2

説明: DB2 は、gbpname が示すグループ・バッファ
ー・プールに接続しましたが、 MVS システム共通拡張
サービス (XES) のコンポーネントは、ハードウェア・
システム域 (HSA) のローカル・キャッシュ・ベクトル
(LCV) に、要求されたサイズを割り振れませんでした。
DB2 には、メンバーのバッファー・プール (仮想プール
およびハイパープールの結合) 内のすべてのページを操
作するために十分な大きさの LCV サイズが必要です。
length1 は、DB2 が要求した LCV サイズをビット数で
示します。 length2 は、XES が割り振り可能であった
LCV サイズをビット数で示します。
オペレーター・コンソールがあふれるのを防ぐために、
このメッセージは、グループ・バッファー・プールごと
に 1 つの DB2 メンバーに対して一度しか出されませ
ん。
システムの処置: DB2 は GBP を切断し、まだ出され
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DSNB307I
ていない場合は、理由コード 00C20208 とともにメッセ
ージ DSNB301E を出します。
SQLCODE -904 は、理由コード 00C20208 とともにユ
ーザーに戻されます。
システム・プログラマーの応答: ローカル・キャッシ
ュ・ベクトルのサイズをサポートするのに十分な HSA
ストレージが、プロセッサーにありません。 HSA の割
り振りの詳細はマシンに依存しており、ハードウェアに
よって定義されます。この問題を解決するには、以下の
2 つの処置のいずれかを実行します。
v プロセッサーの資料を参照して HSA ストレージ割り
振りを増加できるかどうかを判別する。増加できる場
合は、その方法を判別する。
v 並列シスプレックス内のソフトウェアの構成を変更
し、他の結合機構構造体ユーザーが使用しているベク
トルの数またはサイズをなくす。以下のソリューショ
ンが適用できる場合があります。
– DB2 ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用し、こ
のローカル・バッファー・プールのサイズを小さく
する。 この場合、ハイパープールを縮小または排
除するか、仮想プールを縮小しなければなりませ
ん。
– DB2 ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用し、す
でにグループ・バッファー・プールに接続されてい
る別のローカル・バッファー・プールのサイズを縮
小する。 この場合、ハイパープールを縮小または
排除するか、仮想プールのサイズを縮小しなければ
なりません。接続されたバッファー・プールを縮小
すると、 DB2 は、通常、対応する LCV のサイズ
を動的に縮小して HSA ストレージを使用可能にす
ることができます。ただし、DB2 は、常に動的
LCV の縮小を行うことができるわけではありませ
ん。特に、ハイパープールがある場合は実行できま
せん。DB2 が LCV サイズを動的に縮小すること
ができない場合は、 DB2 ALTER BUFFERPOOL
コマンドを使用して、LCV の割り振り解除または
LCV の縮小を次のように強制的に行うことができ
ます。
1. 存在する場合は、ハイパープールを削除する。
2. 次のいずれかの処置をとってください。
a. 仮想プールを極力小さくする (50 ページ以
下)。仮想プールを十分に小さくすると、
DB2 は動的に LCV を縮小します。また
は、
b. 仮想プールを削除して、グループ・バッファ
ー・プールから DB2 を切断する。これによ
って、そのグループ・バッファー・プールへ
のメンバーの接続に関連する全 LCV が解放
されます。

3. 仮想プールを定義し直して、元のサイズより小
さくする。ハイパープールが元々存在している
場合は、仮想プールを元のサイズに復元できる
場合があります。
– グループ・バッファー・プール従属のページ・セッ
トを少数のグループ・バッファー・プールに統合し
て、グループ・バッファー・プールの接続の数を減
らす。
– 関連する LCV とともに結合機構キャッシュまたは
リスト構造体を使用している他のソフトウェア・コ
ンポーネントの資料を参照して、接続の削除または
接続に関連する LCV のサイズの縮小が可能である
かどうかを判別する。
DSNB307I

csect-name GROUP BUFFER POOL
gbpname WAS SUCCESSFULLY
ALLOCATED BUT THE EXCLUSION
LIST WAS NOT HONORED

説明: DB2 は、グループ・バッファー・プールへの接
続、および結合機構のグループ・バッファー・プールの
割り振りを正常に終了しました。ただし、排他リストの
構造を含む結合機構に、グループ・バッファー・プール
は割り振られました。
システム・プログラマーの応答: 排他リストを使用する
必要がある場合、排他リストにない結合機構に十分なス
ペースがあることを確認しなければなりません。 IFCID
0250 は、どの機構を試みたかに関する情報を提供しま
す。
DSNB308I

csect-name GROUP BUFFER POOL
gbpname WAS SUCCESSFULLY
ALLOCATED BUT THE ALLOCATED
SIZE OF alloc_size IS LESS THAN THE
REQUESTED SIZE OF req_size

説明: DB2 は、グループ・バッファー・プールへの接
続、および結合機構のグループ・バッファー・プールの
割り振りを正常に終了しました。しかし、優先順位リス
ト機構に十分なスペースがないため、グループ・バッフ
ァー・プールの割り振られたサイズは、 MVS CFRM
管理ポリシーで要求したサイズよりも小さくなっていま
す。 alloc_size および req_size の両方とも 4KB ブロッ
ク以下です。
システム・プログラマーの応答: IFCID 0250 は、どの
結合機構を使用して割り振りを試みたかに関する情報を
提供します。
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DSNB309I
DSNB309I

csect-name GROUP BUFFER POOL
gbpname HAS BEEN DISCONNECTED
WITH A REASON OF ’reason’

説明: DB2 が、指定されたグループ・バッファー・プ
ールから切断されました。
reason は、以下の値の 1 つを示します。
NORMAL
DB2 がグループ・バッファー・プールを正常
に切断した。MVS は接続を削除します。
FAILURE
DB2 がグループ・バッファー・プールを異常
切断した。MVS は接続を「障害が続く」状態
にします。 いくつかのタイプのエラーが検出
された場合、 DB2 は FAILURE の理由で
GBP を切断するため、キャストアウト処理は
続行されません。 通常、このエラーには、結
合機構または DASD のいずれかに対する接続
性の障害が含まれます。 このメッセージはメ
ッセージ DSNB303E の前に出され、大抵は一
連の DSNB311I メッセージおよび DSNB312I
メッセージより前に出ます。
グループ・バッファー・プールへの接続が失われたため
にこのメッセージが出された場合、このメッセージは、
この DB2 メンバーがエラーの処理を完了したことを示
します。

DSNB311I

説明: グループ・バッファー・プールへの接続性が失わ
れたことが検出されると、このメッセージが出されま
す。このメッセージは、示されている表スペースまたは
索引スペースが、論理ページ・リスト (LPL) 内に 1 つ
または複数のページを持っていて、リカバリーが必要で
あることを示します。このメッセージは、DB2 が表ス
ペースまたは索引スペースの処理を完了すると出され、
この時点でその表スペースまたは索引に対する LPL ペ
ージをリカバリーすることができるようになります。そ
して、これがリカバリーできる最も早い時点を示しま
す。
システムの処置: スペースがリカバリーされるまでは
LPL 内のページにアクセスすることはできません。
システム・プログラマーの応答: 表スペースまたは索引
を指定して START DATABASE コマンドを出し、LPL
ページをリカバリーしてください。 START
DATABASE コマンドは、グループ・バッファー・プー
ルに接続できる DB2 メンバーから出さなければなりま
せん。このコマンドではなく、RECOVER ユーティリテ
ィーまたは LOAD ユーティリティーを使用して LPL
ページをリカバリーすることもできます。
DSNB312I

システム・プログラマーの応答: メッセージ DSNB311I
または DSNB312I に対するシステム・プログラマーの
応答を参照してください。
DSNB310I

csect-name GROUP BUFFER POOL
gbpname IS ALLOCATED IN A
NONVOLATILE STRUCTURE

説明: グループ・バッファー・プールが割り振られる結
合機構ストレージは、以前は揮発属性でしたが、今は不
揮発属性です。可用性の理由から、DB2 グループ・バ
ッファー・プールを不揮発結合機構ストレージに割り振
ることをお勧めします。 DB2 がグループ・バッファ
ー・プールに接続すると、補助結合機構構造を不揮発性
ストレージに割り振るよう要求されます。不揮発性スト
レージの要求が無視される場合、DB2 はメッセージ
DSNB302I を出します。
システムの処置:
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DB2 処理が続行されます。

csect-name DBNAME database SPACE
NAME spacename HAS PAGES IN THE
LOGICAL PAGE LIST

csect-name DBNAME database SPACE
NAME spacename PARTITION
part-number HAS PAGES IN THE
LOGICAL PAGE LIST

説明: グループ・バッファー・プールへの接続性が失わ
れたことが検出されると、このメッセージが出されま
す。このメッセージは、指定された表スペースまたは索
引の区画が、論理ページ・リスト (LPL) 内に 1 つまた
は複数のページを持っていて、リカバリーが必要である
ことを示します。このメッセージは、DB2 が区画の処
理を完了すると出され、この時点でその区画に対する
LPL ページをリカバリーすることができるようになりま
す。そして、これがリカバリーできる最も早い時点を示
します。
システムの処置: スペースがリカバリーされるまでは
LPL 内のページにアクセスすることはできません。
システム・プログラマーの応答: 表スペースまたは索引
スペースの区画に START DATABASE コマンドを出
し、 LPL ページをリカバリーしてください。 START
DATABASE コマンドは、グループ・バッファー・プー
ルに接続できる DB2 メンバーから出さなければなりま
せん。このコマンドではなく、RECOVER ユーティリテ
ィーまたは LOAD ユーティリティーを使用して LPL
ページをリカバリーすることもできます。
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csect-name GROUP BUFFER POOL
gpbname TO BE DISCONNECTED
REASON=reason LOSSCONN
PERCENTAGE=percentage

説明: この DB2 メンバーは、グループ・バッファー・
プール gpbname からの接続を切断されています。グル
ープ・バッファー・プールが割り振られている結合機構
との接続が失われているためです。
reason は、以下のいずれかです。
NOSFMPOL
CONNFAIL(YES) と指定されたアクティブ
SFM ポリシーがないため、 MVS が接続性の
損失範囲を判別することができません。
LOSSCONN
MVS は、接続性の損失範囲が 100% よりも小
さいことを判別しました。
NOXESEVL
MVS が接続性の損失範囲を判別しようとし始
めましたが、 MVS が評価を完了できないよう
にする何らかの状況が生じました。たとえば、
MVS が評価を行おうとしている間に、SFM ポ
リシーが非アクティブになったような場合で
す。
reason が LOSSCONN である場合、 percentage は、
MVS が計算した接続損失率を示します。 MVS は、失
われた接続の範囲を計算します。接続を失ったシステム
と結合機構構造体にアクティブ・コネクターを持つシス
テムに関連して、SFM が重みづけをしたものです。 (結
合機構構造体に対するアクティブ・コネクターを持たな
いシステムがある場合、そのシステムは「失われた接続
性の割合」には入りません。)
reason が LOSSCONN ではない場合、 percentage は適
用できません (それはゼロとして現れるはずです)。
システムの処置: DB2 メンバーは、グループ・バッフ
ァー・プールの接続を「障害が続く」状態のまま切断し
ます。
接続に障害が生じた時に進行中のトランザクションがあ
る場合、 DB2 は論理ページ・リスト (LPL) にページを
追加する必要があるかもしれません。
システム・プログラマーの応答: START DATABASE
コマンドを使って、LPL ページをリカバリーしてくださ
い。 DSNDB01 または DSNDB06 オブジェクトが LPL
ページを持つ場合、最初にそれらをリカバリーしてか
ら、他のオブジェクトの LPL リカバリーを始める必要
があるかもしれません。

DSNB314I

csect-name DAMAGE ASSESSMENT TO
BE TRIGGERED FOR GROUP
BUFFER POOL gpbname
REASON=reason

説明: グループ・バッファー・プールが割り振られた結
合機構、または MVS システムから結合機構への接続性
についてエラーを検出しました。このため、DB2 は、
グループ・バッファー・プール gpbname の損害評価を
始めようとしています。
reason は、以下のいずれかです。
100%LCON
結合機構でエラーが生じたか、または MVS シ
ステムの接続機構でエラーが生じたため、すべ
ての DB2 メンバーが、示されているグルー
プ・バッファー・プールに対する接続を失いま
した。
STRFAIL
グループ・バッファー・プールが割り振られた
結合機構でエラーが生じました。これにより、
結合機構構造体に障害が発生しました。
CONERROR
この名前のグループ・バッファー・プールが、
結合機構に現在割り振られていますが、 DB2
はグループ・バッファー・プールに接続できま
せん。 DB2 が実行されているシステムは、現
在接続されていず、MVS は、アクティブで接
続されているメンバーも、接続されているメン
バーもないことを示しているからです。
DAP

名前付きグループ・バッファー・プールは、
「損害評価保留」(DAP) 状態です。

システムの処置: DB2 は損害評価機能を起動して、影
響を受けたグループ・バッファー・プールでキャッシュ
された可能性がある変更済みのすべてのページが、「リ
カバリーする必要あり」とマーク付けされている (ペー
ジが帰属するオブジェクトが GRECP 状態でマーク付け
されている) ことを確認します。このメッセージは、グ
ループ・バッファー・プールが障害評価保留 (DAP) 状
態に入っていたことを示す、 DSNB304I メッセージが
すぐ後に続くはずです。
接続に障害が生じた時に進行中のトランザクションがあ
る場合、 DB2 は論理ページ・リスト (LPL) にページを
追加する必要があるかもしれません。
DB2 がグループ・バッファー・プールの損害評価を起
動したのに、 DSNB314I メッセージが出ない場合があ
ります。これは、グループ・バッファー・プールが
(MVS SETXCF FORCE コマンドによって) 手動で削除
された場合であり、グループ・バッファー・プールに対
するすべての接続は、障害が続いたままの状態になりま
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DSNB315I
す (たとえば、すべての DB2 メンバーがダウンした状
態)。この場合、グループ・バッファー・プールに接続す
る次の DB2 メンバーは、MVS に、 CFRM ポリシー
参照リストにあるどれかの結合機構に、グループ・バッ
ファー・プールの新規のインスタンスを再割り振りさせ
ようとします。割り振りが成功すると、DB2 は、結合
機構構造体のバージョン ID を比較して、グループ・バ
ッファー・プールの以前のインスタンスが失われたこと
を見つけ、損害評価を起動します。しかし、この場合
DSNB314I メッセージを受け取らず、グループ・バッフ
ァー・プールを損害評価保留 (DAP) 状態に入れたこと
を示す、 DSNB304I または DSNB305I メッセージも受
け取りません。損害評価プロセスが GRECP 状態にした
ページ・セットまたは区画を示す、一連の DSNB322I
メッセージまたは DSNB323I (あるいはその両方) を受
け取るだけです。
システム・プログラマーの応答: START DATABASE
コマンドを使って、LPL ページと GRECP オブジェク
トをリカバリーしてください。 DSNDB01 または
DSNDB06 オブジェクトが GRECP 状態にあるか、また
は LPL ページを持っている場合、まずこれらをリカバ
リーしてから他のオブジェクトの GRECP または LPL
リカバリーに進む必要があります。
DSNB315I

csect-name GROUP BUFFER POOL
gpbname IS ALLOCATED AS
GBPCACHE cacheatt

説明:
YES

グループ・バッファー・プールを、データ・キ
ャッシュに使用します。

NO

グループ・バッファー・プールを、データ・キ
ャッシュに使用しません。相互無効化検査にの
み使用します。

構造体が割り振られると必ず、DB2 メンバーはこのメ
ッセージを出します。メインライン処理時またはグルー
プ・バッファー・プールの再構築時のいずれかで、グル
ープ・バッファー・プールに最初に接続した時、DB2
がこの割り振りを検出します。
システムの処置:
DSNB319A

DB2 処理が続行されます。

csect-name THERE IS A SHORTAGE
OF SPACE IN GROUP BUFFER POOL
gbp-name

説明: 新しいページへの書き込みに使用可能なグルー
プ・バッファー・プール (GBP) 結合機構構造体内のス
トレージの量が少なくなっています。GBP の 75% が変
更データで満たされています。 GBP が変更データで満
たされると、キャストアウトしきい値に達した状態が続
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くため、キャストアウト・エンジンは、GBP 内の変更
済みページの数をキャストアウトのしきい値以下に保持
しようとする状態が続きます。また、GBP の変更デー
タが増加するにつれて、操作の効率が悪くなります。
GBP ストレージが完全になくなると、トランザクショ
ンの遅延が発生し、論理ページ・リスト (LPL) にペー
ジが追加されます。
このメッセージは MVS コンソール上、強調表示されま
す。
システムの処置: DB2 処理が続行されます。
このメッセージは、強調表示が継続され、SP5.2.1-JES3
以前の環境では自動的に削除されません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
てストレージの問題を修正してください。
システム・プログラマーの応答:
以下の処置の 1 つまたは複数をとることによって、
GBP ストレージの不足を解消することができます。
v ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを使用し、
CLASST および GBPOOLT のキャストアウトしきい
値を低くする。
v ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを使用し、
GBPCHKPT GBP チェックポイントの頻度を下げる。
v MVS SETXCF START,REBUILD コマンドを使用し、
GBP 結合機構構造体を拡張する。再構築する場合
は、ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを使用し
て RATIO を低くすると、ディレクトリー項目用のデ
ータ項目により高い割合の GBP ストレージを割り当
てることができます。
v MVS 5.2 以降のリリースで実行している場合は、
MVS SETXCF START,ALTER コマンドを使用して
GBP のサイズを拡張することもできる (拡張可能な
最大のサイズは、 GBP の割り振りに使用した CFRM
ポリシーの SIZE パラメーターから判別します)。
ストレージ不足を解消するための対策をとらないと、
GBP の使用が 90% に達した場合にメッセージ
DSNB325A が表示されます。
GBP ストレージの不足が解消されると、メッセージ
DSNB327I が表示されます。
DISPLAY GBPOOL コマンドおよび DB2 の統計トレー
スによって、使用中の GBP ストレージの量をモニター
することができます。キャストアウト活動を監視し、キ
ャストアウトが必ず GBP 書き込み活動の速度に合うよ
うにしてください。パフォーマンス・トレース・クラス
20 および 21 (特に IFCID 0261、0262、0263) を使用し
て、 DB2 キャストアウト処理をより詳細にモニターす
ることもできます。
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DSNB320I

csect-name - DBNAME database SPACE
NAME spacename PARTITION
part-number IN GROUP BUFFERPOOL
gbpname IS IN GROUP BUFFERPOOL
RECOVERY PENDING STATE

説明: このメッセージは、この名前の表スペースまたは
索引スペース区画が、グループ・バッファー・プール・
リカバリー保留 (GRECP) 状態にあることを報告しま
す。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
きません。

この名前の区画のデータはアクセスで

ユーザーの処置: その区画で -START DATABASE コ
マンドを実行し、 GRECP 状況を除去して、再びデータ
にアクセスできるようにしてください。 REPLACE オ
プションを指定して RECOVER または LOAD ユーテ
ィリティーを使い、 GRECP 状態を解消することもでき
ます。

あることを報告します。表スペースまたは索引スペース
の名前が利用できないときに、メッセージ DSNB320I
の代わりにこのメッセージが出されます。物理ロック
(P ロック) を区画上に保持するため、区画を自動的にリ
カバリーすることはできません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 示された区画のデータはアクセスでき
ません。
ユーザーの処置: -DISPLAY DATABASE(*)
SPACENAM(*) RESTRICT コマンドを実行し、 GRECP
状態にある表スペースまたは索引スペース区画を判別し
てください。最初に、その区画上に保持されている P
ロックを持つ、失敗した DB2 メンバーを始動します。
区画上で -START DATABASE コマンドを出し、
GRECP 状況を除去してデータに再びアクセスできるよ
うにします。 REPLACE オプションを指定して
RECOVER または LOAD ユーティリティーを使い、
GRECP 状態を解消することもできます。
DSNB323I

DSNB321I

csect-name - DBNAME database SPACE
NAME spacename IN GROUP
BUFFERPOOL gbpname IS IN GROUP
BUFFERPOOL RECOVERY PENDING
STATE

説明: このメッセージは、この名前の表スペースまたは
索引スペースが、グループ・バッファー・プール・リカ
バリー保留 (GRECP) 状態にあることを報告します。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: その表スペースまたは索引スペースは
アクセスできません。
ユーザーの処置: その表スペースまたは索引スペースで
-START DATABASE コマンドを出し、 GRECP 状態を
除去して、データをアクセスできるようにしてくださ
い。 REPLACE オプションを指定して RECOVER また
は LOAD ユーティリティーを使い、 GRECP 状態を解
消することもできます。
DSNB322I

csect-name - TABLE SPACE OR INDEX
SPACE WITH DBID X’dbid’ PSID
X’psid’ PARTITION part-number IN
GROUP BUFFERPOOL gbpname IS IN
GROUP BUFFERPOOL RECOVERY
PENDING STATE AND CANNOT BE
AUTOMATICALLY RECOVERED

説明: このメッセージは、内部 ID DBID と PSID が
示す表スペースまたは索引スペース区画が、グループ・
バッファー・プール・リカバリー保留 (GRECP) 状態に

csect-name - TABLE SPACE OR INDEX
SPACE WITH DBID X’dbid’ PSID
X’psid’ IN GROUP BUFFERPOOL
gbpname IS IN GROUP BUFFERPOOL
RECOVERY PENDING STATE AND
CANNOT BE AUTOMATICALLY
RECOVERED

説明: このメッセージは、内部 ID DBID および PSID
によって識別された表スペースまたは索引スペースが、
グループ・バッファー・プール・リカバリー保留
(GRECP) 状態にあることを報告します。表スペースま
たは索引スペースの名前が利用できないときに、メッセ
ージ DSNB321I の代わりにこのメッセージが出されま
す。物理ロック (P ロック) をスペースに保持するた
め、スペースまたは索引スペースを自動的にリカバリー
することはできません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: その表スペースまたは索引スペースは
アクセスできません。
ユーザーの処置: -DISPLAY DATABASE(*)
SPACENAM(*) RESTRICT コマンドを出し、 GRECP
状態にある表スペースまたは索引スペースを判別してく
ださい。最初に、その表スペースまたは索引スペース上
に保持されている P ロックを持つ、失敗した DB2 メ
ンバーを始動してください。その表スペースまたは索引
スペースで -START DATABASE コマンドを出し、
GRECP 状態を除去して、データをアクセスできるよう
にしてください。 REPLACE オプションを指定して
RECOVER または LOAD ユーティリティーを使い、
GRECP 状態を解消することもできます。
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DSNB325A
DSNB325A

ンを中断してキャストアウト活動を開始し、GBP への
書き込みを再試行します。何度か再試行しても GBP の
書き込みに失敗する場合は、DB2 は LPL にページを追
加します。

csect-name THERE IS A CRITICAL
SHORTAGE OF SPACE IN GROUP
BUFFER POOL gbp-name

説明: 新しいページへの書き込みに使用可能なグルー
プ・バッファー・プール (GBP) 結合機構構造体内のス
トレージの量が、非常に少なくなっています。GBP の
90% が変更データで満たされています。GBP が変更デ
ータで満たされると、キャストアウトしきい値に達した
状態が続くため、キャストアウト・エンジンは、GBP
内の変更済みページの数をキャストアウトのしきい値以
下に保持しようとする状態が続きます。さらに、 GBP
内の変更データが増加するにつれて、結合機構のストレ
ージ管理アルゴリズムの効率が低下します。GBP スト
レージが完全になくなると、トランザクションの遅延が
発生し、論理ページ・リスト (LPL) にページが追加さ
れます。

GBP ストレージの不足が解消されると、メッセージ
DSNB327I が表示されます。
DISPLAY GBPOOL コマンドおよび DB2 の統計トレー
スによって、使用中の GBP ストレージの量をモニター
することができます。キャストアウト活動を監視し、キ
ャストアウトが必ず GBP 書き込み活動の速度に合うよ
うにしてください。パフォーマンス・トレース・クラス
20 および 21 (特に IFCID 0261、0262、0263) を使用し
て、 DB2 キャストアウト処理をより詳細にモニターす
ることもできます。
DSNB327I

このメッセージは MVS コンソール上に強調表示されま
す。
システムの処置:

DB2 処理が続行されます。

説明: グループ・バッファー・プール (GBP) 結合機構
構造体には、 GBP に新しいページを書き込むための十
分なスペースがあります。

このメッセージは強調表示されたままになり、
pre-SP5.2.1-JES3 環境では自動的に削除されない場合が
あります。

以下のいずれかが発生すると、このメッセージが出され
ます。
v GBP の再構築によって、変更済みページのカウント
が 60 % まで、あるいは GBP 容量以下まで減少し
た。
v 'changed data.' 項目が、以前は GBP 容量の 75 % 以
上であったが、 60 % 以下に減少した。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
てストレージの問題を修正してください。
システム・プログラマーの応答: 以下の処置の 1 つま
たは複数をとることによって、GBP ストレージの不足
を解消することができます。
v ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを使用し、
CLASST および GBPOOLT のキャストアウトしきい
値を低くする。
v ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを使用し、
GBPCHKPT GBP チェックポイントの頻度を下げる。
v MVS SETXCF START,REBUILD コマンドを使用し、
GBP 結合機構構造体を拡張する。再構築する場合
は、ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを使用し
て RATIO を低くすると、ディレクトリー項目用のデ
ータ項目により高い割合の GBP ストレージを割り当
てることができます。
v MVS 5.2 以降のリリースで実行している場合は、
MVS SETXCF START,ALTER コマンドを使用して
GBP のサイズを拡張することもできる (拡張可能な
最大のサイズは、 GBP の割り振りに使用した CFRM
ポリシーの SIZE パラメーターから判別します)。
ストレージ不足を解消するための対策をとらないと、
'GBP full' 条件が原因で GBP への書き込みに失敗した
場合、メッセージ DSNB228I が表示されます。 DB2
が 'full' 条件を検出すると、 DB2 は、トランザクショ
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csect-name GROUP BUFFER POOL
gbp-name HAS ADEQUATE FREE
SPACE

システムの処置: DB2 処理が続行されます。

|

DSNB330I

csect-name GROUP BUFFER POOL
gbpname CANNOT BE CONNECTED
FOR REBUILD DB2 REASON CODE =
reason1 MVS IXLCONN REASON
CODE = reason2

説明: DB2 は、指定されているグループ・バッファ
ー・プールに接続して再構築することができませんでし
た。 reason1 は、DB2 理由コードです。 reason2 は、
MVS IXLCONN 理由コードです。 MVS IXLxxxx の理
由コードの説明については、「MVS/ESA プログラミン
グ: シスプレックス・サービス 解説書」を参照してくだ
さい。
システムの処置: DB2 は再構築を停止します。
問題判別: MVS IXLCONN 理由コードが、次の 2 つ
の場合で、 IFCID 0250 がアクティブである場合は、メ
ッセージにさらに診断情報が含まれます。この 2 つの
場合とは、理由コードが xxxx0C08 (MVS CFRM 管理
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DSNB331I
ポリシーの優先順位リストに基づいて割り振る適切な機
能がなかったため、構造割り振りが失敗した) である
か、 xxxx084C (ユーザーが正しいセキュリティー・ア
クセス機能 (SAF) 権限を持っていない) である場合で
す。
DSNB331I

csect-name REBUILD STARTED FOR
GROUP BUFFER POOL gbpname
REASON = reason

説明: 指定されたグループ・バッファー・プールの再構
築が開始されました。 reason は、再構築の開始理由を
示します。 reason は、以下のいずれかです。
OPERATOR
オペレーターが SETXCF コマンドを出して再
構築を開始した。
LOSSCONN
MVS がグループ・バッファー・プールへの接
続性の損失を検出した。
このメッセージは、再構築に参加している DB2 メンバ
ーが出します。
システムの処置: 指定されたグループ・バッファー・プ
ールにアクティブで接続している DB2 メンバーは、再
構築に参加します。 DB2 は、グループ・バッファー・
プールの再構築処理を以下の 2 つのフェーズで完了し
ます。
1. 静止フェーズ。 メンバーが、グループ・バッファ
ー・プールへのローカルなアクセスをすべて静止さ
せます。
2. 接続フェーズ。メンバーがそれぞれ新規の構造体に
接続します。元の構造体に対する接続性をもつ各ペ
ージ・セットまたは区画キャストアウトの所有者
は、元の構造体から新規の構造体にページを書き込
む役割を果たします。新規の構造体に十分なデータ
項目がない場合は、代わりに、ページ・セットおよ
び区画の所有者は DASD にそれらのページをキャス
トアウトします。キャストアウトが完了すると、各
メンバーはメッセージ DSNB332I を出します。全メ
ンバーがキャストアウト所有者の再構築作業を完了
すると、グループ・バッファー・プール構造体所有
者は最終的なスイープを行い、変更済みのページが
元の構造体に残っていないかどうかを検査します。
残っている場合は、構造体の所有者は変更済みのペ
ージを元の構造体から読み込み、それを新規の構造
体に書き込みます。最終的なスイープが完了する
と、構造体所有者はメッセージ DSNB333I を出しま
す。
全メンバーが MVS に応答して接続フェーズ処理が完了
したことを示すと、 MVS は、再構築が完了したことを

各メンバーに通知します。各 DB2 メンバーは、再構築
が正常に完了したことを示すメッセージ DSNB338I を
出します。
再構築中にエラーが発生した場合は、再構築は停止しま
す。各 DB2 メンバーは、再構築が停止した理由を示す
メッセージ DSNB335I、および再構築が正常に完了しな
かったことを示すメッセージ DSNB339I を順に出しま
す。また、オペレーターが MVS SETXCF コマンドを
使用して再構築を停止することもできます。
DSNB332I

csect-name THIS MEMBER HAS
COMPLETED CASTOUT OWNER
REBUILD FOR GROUP BUFFER
POOL gbpname PAGES CAST OUT
FROM ORIGINAL STRUCTURE =
value1 PAGES WRITTEN TO NEW
STRUCTURE = value2

説明: キャストアウト所有者となっているページ・セッ
トおよび区画に対する、指定されたグループ・バッファ
ー・プールの再構築処理の一部をこの DB2 メンバーが
完了しました。
value1 は、再構築のためにメンバーが DASD にキャス
トアウトしたページの数を示します。新規の構造体に十
分な数のデータ項目がある場合は、 DB2 が変更済みペ
ージを元の構造体から新規の構造体に書き込むため、
value1 は通常は 0 になります。ただし、新規の構造体
に十分なスペースがない場合は、 DB2 は、元の構造体
の変更済みページを新規の構造体に書き込まずに DASD
にキャストアウトして新規構造体内のスペースの不足に
対応するため、 value1 が 0 を超える場合があります。
value2 は、再構築処理の一部としてこのメンバーが元の
構造体から新規の構造体に書き込んだ変更済みページの
数を示します。新規構造体に十分なスペースがある場合
は、元の構造体に対する接続性をもつ各 DB2 は、キャ
ストアウト所有者となっているページ・セットおよび区
画に対する変更済みページを元の構造体から新規の構造
体に書き込みます。この場合、value2 は、DB2 メンバ
ーが書き込んだページの数を示します。
ページ・セットまたは区画のキャストアウト所有者とし
ての役割がこのメンバーにない場合は、value1 および
value2 が 0 になる場合があります。
元のグループ・バッファー・プールに接続する各 DB2
メンバーが、常にメッセージ DSNB331I の後にこのメ
ッセージを出します。
システムの処置: この DB2 メンバーがグループ・バッ
ファー・プール構造体の所有者でない場合、再構築の作
業が完了すると、 DB2 メンバーは再構築の一部を完了
したことを MVS に通知して、その後、すべてのメンバ
第 5 章 DB2 メッセージ
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DSNB333I
ーが処理を完了したことが通知されるまで待機します。
このメンバーが構造体所有者の場合は、最終的なスイー
プ処理を実行します (DSNB333I を参照)。
グループ・バッファー・プールの再構築処理に関する説
明については、メッセージ DSNB331I の「システムの
処置」を参照してください。
DSNB333I

csect-name REBUILD FINAL SWEEP
COMPLETED FOR GROUP BUFFER
POOL gbpname PAGES WRITTEN TO
NEW STRUCTURE = value1

説明: DB2 は、示されたグループ・バッファー・プー
ルの再構築の最終的なスイープを完了しました。最終的
なスイープとは、グループ・バッファー・プール構造体
の所有者である DB2 メンバーが、ページ・セットおよ
び区画の所有者すべてが作業を完了した後に、変更済み
ページがすべて DASD にキャストアウトされている
か、もしくは新規の構造体に書き込まれているようにす
ることをいいます。最終的なスイープ中に変更済みペー
ジが元の構造体内に残っている場合は、構造体所有者
は、新規の構造体にそれらのページを書き込みます。
value1 は、手作業で再構築を行うときは、ほとんどの場
合 0 です。DB2 がグループ・バッファー・プールに対
する接続性を失っているため、再構築が開始された場合
は大抵 value1 が 0 を超えます。
構造体所有者が、常にメッセージ DSNB332I の後にこ
のメッセージを出します。
システムの処置: このメッセージが出されると、構造体
所有者は直ちに再構築の完了を MVS に通知します。す
ると、MVS は、再構築の完了を各参加メンバーに通知
し始めます。
グループ・バッファー・プールの再構築処理に関する説
明については、メッセージ DSNB331I の「システムの
処置」を参照してください。
DSNB335I

csect-name REBUILD STOPPED FOR
GROUP BUFFER POOL gbpname
REASON = reason1 DB2 REASON
CODE = reason2

説明: 指定されたグループ・バッファー・プールの再構
築が停止しました。
reason1 は、再構築停止の理由を次のように示します。
OPERATOR
オペレーターが MVS SETXCF コマンドを出
して再構築を停止した。

が新規のグループ・バッファー・プール構造体
に対する接続性を失った。
LOSSCONNOLD
再構築中に、1 つまたは複数の DB2 メンバー
が元のグループ・バッファー・プール構造体に
対する接続性を失った。
STRFAILNEW
再構築中に、新規のグループ・バッファー・プ
ール構造体に障害が発生した。
STRFAILOLD
再構築中に、元のグループ・バッファー・プー
ル構造体に障害が発生した。
DB2REASON
DB2 が再構築の停止を決定した。reason2 内の
理由コードは、DB2 が再構築を停止した理由
を示します。
INSUFFCONN
新規の構造体は、現行の構造体に比べて、同等
以上の接続性をもたらしません。
NOBETRCONN
新規の構造体は、LossConn 再構築に対して、
現行の構造体に比べて、同等以上の接続性をも
たらしません。
reason1 が「DB2REASON」を示している場合は、
reason2 は、DB2 が再構築を停止した理由を示す DB2
理由コードを指定します。 reason1 が「DB2REASON」
ではない場合は、reason2 は 0 です。
このメッセージは、メッセージ DSNB331I の後に出さ
れ、通常、再構築を開始したこと、およびその理由を示
します。このメッセージは、再構築に参加している
DB2 メンバーが出します。このメッセージの後に、メ
ッセージ DSNB339I が出されます。
システムの処置: 新規の構造は廃棄されます。元の構造
体がまだ使用可能である場合は、元の構造体に接続する
メンバーがすべて、この構造体の使用を再開します。元
の構造体に接続していないメンバーは切断されるため、
その接続は「障害が続く」状態になります。
元の構造を使用できない場合は、DB2 は、グループ・
バッファー・プールに対する損害評価プロセスを開始し
ます。
システム・プログラマーの応答: 『DB2REASON』 が
原因で再構築が停止した場合は、示された理由コードに
関する説明を参照してください。

LOSSCONNNEW
再構築中に、1 つまたは複数の DB2 メンバー
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DSNB338I

csect-name THE REBUILD FOR GROUP
BUFFER POOL gbpname HAS
COMPLETED SUCCESSFULLY

解説書」を参照してください。
DSNB350I

説明: 指定されたグループ・バッファー・プールの再構
築が正常に完了しました。
このメッセージは、再構築の開始理由を示すメッセージ
DSNB331I の後に出ます。このメッセージは、再構築に
参加している DB2 メンバーが出します。
システムの処置: 元の構造は廃棄され、グループ・バッ
ファー・プールに接続しているすべての DB2 は、新規
の構造を使用し始めます。
DSNB339I

csect-name THE STOP OF THE
REBUILD FOR GROUP BUFFER
POOL gbpname HAS COMPLETED

説明: 示されているグループ・バッファー・プールの再
構築の停止が完了しました。
このメッセージは、再構築の停止理由を示すメッセージ
DSNB335I の後に出されます。このメッセージは、再構
築に参加している DB2 メンバーが出します。
システムの処置: 新規の構造は廃棄されます。元の構造
がまだ使用可能である場合は、元の構造に接続されてい
るメンバーすべてが使用を再開します。接続されていな
いメンバーは切断され、「接続は失敗が続く状態」にな
ります。
元の構造を使用できない場合は、DB2 は、グループ・
バッファー・プールに対する損害評価プロセスを開始し
ます。

| DSNB340I

csect-name UNEXPECTED ERROR
DURING REBUILD FOR GROUP
BUFFER POOL gbpname MVS
service-name RETURN CODE = rc MVS
service-name REASON CODE = reason

説明: DB2 は、指定されたグループ・バッファー・プ
ールの再構築処理中に、 MVS から予期しないエラーを
受け取りました。
service-name は、以下のいずれかです。
IXLREBLD
IXLEERSP

csect-name DBNAME database SPACE
NAME spacename CANNOT BE
AUTOMATICALLY RECOVERED. DB2
REASON CODE = reason

説明: グループ・バッファー・プールの障害の後、
DB2 が、示された表スペースまたは索引スペースを自
動的にリカバリーすることができません。 reason は、
DB2 がリカバリーを開始できなかった理由を示す DB2
理由コードです。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 表スペースまたは索引スペースはグル
ープ・バッファー・プール・リカバリー保留 (GRECP)
状況のままになり、アクセスすることができません。
ユーザーの処置: 表スペースか索引スペースで DB2
-START DATABASE コマンドを使用して GRECP 状況
を除去し、データにアクセスできるようにしてくださ
い。 REPLACE オプションを指定して RECOVER また
は LOAD ユーティリティーを使い、 GRECP 状態を解
消することもできます。
DSNB351I

csect-name DBNAME database SPACE
NAME spacename PARTITION part#
CANNOT BE AUTOMATICALLY
RECOVERED. DB2 REASON CODE =
reason

説明: グループ・バッファー・プールの障害の後、
DB2 が、示された表スペースまたは索引スペース区画
を自動的にリカバリーすることができません。 reason
は、DB2 がリカバリーを開始できなかった理由を示す
DB2 理由コードです。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 区画は、グループ・バッファー・プー
ル・リカバリー保留 (GRECP) 状況のままになり、アク
セスすることができません。
ユーザーの処置: 区画上で DB2 -START DATABASE
コマンドを使用して GRECP 状況を除去し、データにア
クセスできるようにしてください。REPLACE オプショ
ンを指定して RECOVER または LOAD ユーティリテ
ィーを使い、 GRECP 状態を解消することもできます。

rc は MVS サービスからの戻りコードであり、 reason
は理由コードです。
システムの処置:

DB2 は再構築を停止します。

システム・プログラマーの応答: 名前付き MVS サー
ビスの戻りコードおよび理由コードの説明については、
「MVS/ESA プログラミング: シスプレックス・サービス
第 5 章 DB2 メッセージ
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DSNB352I
DSNB352I

csect-name AUTOMATIC RECOVERY
CANNOT BE INITIATED FOR GROUP
BUFFER POOL gbp-name REASON =
reason

説明: 指定されたグループ・バッファー・プールの障害
の後、 DB2 が自動リカバリーを開始することができま
せん。
reason は、自動リカバリーを開始できなかった理由を示
します。
AUTORECNO
グループ・バッファー・プールの AUTOREC
オプションが NO にセットされている。
CONNRELEASE
アクティブで接続している少なくとも 1 つの
DB2 メンバーが、自動リカバリーをサポート
する適切なリリース・レベルでない。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: グループ・バッファー・プール・リカ
バリー保留 (GRECP) 状況にあるページ・セットおよび
区画は、アクセス不能のままです。
ユーザーの処置: ページ・セットおよび区画上で DB2
-START DATABASE コマンドを使用して GRECP 状況
を除去し、データにアクセスできるようにしてくださ
い。 REPLACE オプションを指定して RECOVER また
は LOAD ユーティリティーを使い、 GRECP 状態を解
消することもできます。

システムの処置: DSNB354I メッセージで自動リカバリ
ー処理の完了を確認してください。
DSNB354I

csect-name ASYNCHRONOUS GRECP
RECOVERY HAS COMPLETED FOR
GROUP BUFFER POOL bpoolname.

説明: メッセージで示されているグループ・バッファ
ー・プール内の GRECP ページ・セットに対する
GRECP リカバリー処理を DB2 が完了しました。この
メッセージは、以前 DSNB353I メッセージを発行し、
リカバリー中のある 1 つのオブジェクトのページ・セ
ット・キャストアウト所有者である DB2 メンバーによ
って一回発行されます。
DSNB401I

BUFFERPOOL NAME bpname,
BUFFERPOOL ID bpid, USE COUNT
ucount

説明: このメッセージには、DISPLAY BUFFERPOOL
コマンドの結果としての表示情報が含まれています。各
バッファー・プールごとに、DISPLAY BUFFERPOOL
コマンドからの情報を表示する一連のメッセージの最初
のメッセージとして、このメッセージが出されます。
統計データは次のとおりです。
bpname
バッファー・プール外部名
(BP0、BP1,...、BP49、BP8KB、BP16KB
BP32K、BP32K1,...、BP32K9)
バッファー・プール内部 ID (0-49、80-89)

reason が AUTORECNO で、グループ・バッファー・
プールの自動リカバリーを使用可能にする場合は、
ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを使用してグル
ープ・バッファー・プールの AUTOREC を YES に設
定してください。

bpid

reason が CONNRELEASE の場合は、必ずグループ内
のすべての DB2 メンバーが適切なリリース・レベルで
実行されるようにしてください。第 5 版以降のリリー
ス・レベルですべてのメンバーが実行されていない限
り、自動リカバリーはサポートされません。

システムの処置: 処理は続行されます。

DSNB353I

csect-name ASYNCHRONOUS GRECP
RECOVERY IN PROGRESS FOR
GROUP BUFFER POOL bpoolname

説明: グループ・バッファー・プールの障害に続いて、
DB2 は、自動リカバリー処理を起動して、示されたグ
ループ・バッファー・プールに対する GRECP ページ・
セットのリカバリーを試みます。このメッセージは、リ
カバリーするオブジェクトの 1 つに関してページ・セ
ット・キャストアウト所有者である、DB2 メンバー
が、一度発行します。
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ucount このバッファー・プールを参照しているオープ
ン状態の表スペースまたは索引スペースの数。
ゼロの使用回数は、バッファー・プールが非ア
クティブであることを意味します。

DSNB402I

VIRTUAL BUFFERPOOL SIZE = vpsize
BUFFERS ALLOCATED = vpalc TO BE
DELETED = vptbd IN-USE/UPDATED =
vpcba

説明: このメッセージは、DISPLAY BUFFERPOOL コ
マンドによって表示され、仮想バッファー・プールの割
り振り状況を示します。このメッセージの前には常に、
関連するバッファー・プールを示すメッセージ
DSNB401I が出されます。
統計データは次のとおりです。
vpsize ユーザー指定の仮想バッファー・プール・サイ
ズ
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DSNB403I
vpalc

活動仮想バッファー・プール内の割り振られた
バッファーの数

は常に、関連するバッファー・プールを示すメッセージ
DSNB401I が出されます。

vptbd

プール縮小のために活動仮想バッファー・プー
ル内から削除すべきバッファーの数

入力しきい値は、次のとおりです。

vpcba

仮想バッファー・プール内で現在アクティブな
(つまり、スチール可能でない) バッファーの数

システムの処置:
DSNB403I

処理は続行されます。

HIPERPOOL SIZE = hpsize BUFFERS,
CASTOUT = hpcast ALLOCATED =
hpalc TO BE DELETED = hptbd
BACKED BY ES = hpback

説明: このメッセージは、DISPLAY BUFFERPOOL コ
マンドによって表示され、バッファー・プールの割り振
り状況を示します。このメッセージの前には常に、関連
するバッファー・プールを示すメッセージ DSNB401I
が出されます。

vpseq

仮想プールの順次スチールしきい値。全仮想バ
ッファー・プール・サイズを 100 として表す
(パーセント)。

hpseq

ハイパープールの順次スチールしきい値。全ハ
イパープール・サイズを 100 として表す (パー
セント)。

dwt

仮想バッファー・プールのフリー・バッファー
据え置き書き出しのしきい値。全仮想バッファ
ー・プール・サイズを 100 として表す (パーセ
ント)。

dwv1

仮想バッファー・プールの垂直方向据え置き書
き出しのしきい値。全仮想バッファー・プー
ル・サイズを 100 として表す (パーセント)。

dwv2

仮想バッファー・プールの垂直方向据え置き書
き出しのしきい値。バッファーの絶対数として
表される。 dwv2 がしきい値を示すのに、dwv1
がゼロで dwv2 がゼロでない場合だけです。そ
れ以外の場合には dwv1 がしきい値を示しま
す。

変数は次のとおりです。
hpsize ユーザー指定のハイパープール・サイズ
hpcast ハイパープールの CASTOUT 属性 (YES また
は NO)
hpalc

活動ハイパープール内の割り振られたバッファ
ーの数

hptbd

プール縮小のために活動ハイパープール内から
削除すべきバッファーの数

vppseqt 並列照会処理の順次しきい値。仮想順次スチー
ルしきい値の割合 (パーセント) を示します。
しきい値が 0 にセットされると、並列照会処
理はサポートされません。
vpxpseqt

hpback
拡張ストレージによってバッキングされたバッ
ファーの数。 CASTOUT(YES) ハイパープール
の場合は、拡張ストレージ・フレームがシステ
ムによってスチールされており、かつ DB2 が
その後バッファーへのアクセスを試みなかった
場合には、この値は、実際にバッキングされた
バッファーの数よりも大きくなります。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1DBP

補助並列順次しきい値。並列照会処理の順次し
きい値のパーセントとして表されます。並列処
理中のグループの別のメンバーをこの DB2 が
支援しているときに使用されるバッファー・リ
ソースの量を、vpxpseqt が制御することができ
ます。しきい値が 0 に設定されている場合
は、このバッファー・プールを使用して、照会
を処理している他のデータ共用メンバーを支援
することはありません。データ共用以外の環境
では、この値は無視されます。
システムの処置:

DSNB404I

THRESHOLDS — VP SEQUENTIAL =
vpseq HP SEQUENTIAL = hpseq
DEFERRED WRITE = dwt VERTICAL
DEFERRED WRT = dwv1,dwv2
PARALLEL SEQUENTIAL = vppseqt
ASSISTING PARALLEL SEQT =
vpxpseqt

説明: このメッセージは、DISPLAY BUFFERPOOL コ
マンドによって表示され、バッファー・プールのユーザ
ー変更可能しきい値を示します。このメッセージの前に

DSNB405I

処理は続行されます。

spacetype NAMES - sn sn sn sn

説明: DISPLAY BUFFERPOOL コマンドを出すと、こ
のメッセージが、ハイパープールに割り振られたハイパ
ー・スペースまたはデータ・スペースの名前をリストし
ます。DSNB405I メッセージにはそれぞれ最大 4 個の
スペース名が表示されます。スペース名が 5 個以上あ
る場合には複数の DSNB405I メッセージが出されま
す。このメッセージの前には常に、関連するバッファ
ー・プールを示すメッセージ DSNB401I が出されま
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DSNB406I
す。 spacetype は次のいずれかです。
HIPERSPACE
sn リストにより、ハイパープールに割り当て
られるハイパー・スペースの名前が与えられま
す。
DATASPACE
sn リストにより、仮想バッファー・プールに
割り当てられるデータ・スペースの名前が与え
られます。
システムの処置:
DSNB406I

処理は続行されます。

VIRTUAL BUFFERPOOL TYPE CURRENT = cvptype PENDING =
pvptype PAGE STEALING METHOD =
pgsteal

説明: このメッセージは DISPLAY BUFFERPOOL コ
マンドによって表示され、現行および保留の VPTYPE
属性と PGSTEAL 属性を示します。このメッセージの
前には常に、関連するバッファー・プールを示すメッセ
ージ DSNB401I が出されます。
仮想バッファー・プール・タイプ (VPTYPE) 属性で、
cvptype は、仮想バッファー・プールの現在の割り振り
に適用されています。
PRIMARY
仮想バッファー・プールは、DB2 データベー
ス・サービス (ssnmDBM1) アドレス・スペー
スに割り当てられています。
DATASPACE
仮想バッファー・プールは 1 つまたは複数の
データ・スペースに割り当てられています。
保留仮想バッファー・プール・タイプ (VPTYPE) 属性
で、 pvptype は、仮想バッファー・プールの次の割り振
りに適用されます。

FIFO

先入れ先出し (FIFO) のアルゴリズムを使用し
て仮想バッファー・プールを管理することを指
定します。

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB408I

NO DETAIL STATISTICS AVAILABLE
FOR BUFFER POOL bpname

説明: このメッセージは、DETAIL オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
されます。 DB2 の始動した後、プールが活動化されて
いないために、要求されたバッファー・プールの明細統
計が使用できないことを示しています。
システムの処置:
DSNB409I

処理は続行されます。

INCREMENTAL STATISTICS SINCE
basetime

説明: このメッセージは、DETAIL(INTERVAL) オプシ
ョンが指定された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドに
よって表示されます。統計が累積されていた時間間隔の
開始時刻 (つまり、前の増分表示の時刻、または前に増
分表示がなかった場合は、バッファー・プールが初めて
活動化された時刻) を示しています。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB410I

CUMULATIVE STATISTICS SINCE
basetime

説明: このメッセージは、DETAIL(*) オプションが指
定された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表
示されます。統計が累積されていた時間間隔の開始時刻
(つまり、バッファー・プールが初めて活動化された時
刻) を示しています。
システムの処置:

処理は続行されます。

PRIMARY
仮想バッファー・プールは、DB2 データベー
ス・サービス (ssnmDBM1) アドレス・スペー
スに割り当てられます。

DSNB411I

DATASPACE
仮想バッファー・プールは 1 つまたは複数の
データ・スペースに割り当てられます。

説明: このメッセージは、DETAIL オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
されます。バッファー・プールのページ読み取り統計を
リストします。このメッセージの前には常に、関連する
バッファー・プールを示すメッセージ DSNB401I が出
されます。

pgsteal は、仮想バッファー・プールで使用中のペー
ジ・スチール・メソッド (PGSTEAL) です。
LRU
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Least Recently Used のアルゴリズムを使用して
仮想バッファー・プールを管理することを指定
します。これはデフォルトの値です。

RANDOM GETPAGE = rgp SYNC
READ I/O (R) = srr SEQ. GETPAGE =
sgp SYNC READ I/O (S) = srs DMTH
HIT = dmt

統計データは次のとおりです。
rgp

非順次 GETPAGE 要求の数
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DSNB412I
srr

非順次 GETPAGE 要求での同期読み取り入出
力操作の回数

sgp

順次 GETPAGE 要求の数

srs

順次 GETPAGE 要求での同期読み取り入出力
操作の回数

dmt

データ管理しきい値に到達した回数

システムの処置:
DSNB412I

処理は続行されます。

SEQUENTIAL PREFETCH REQUESTS = pft PREFETCH I/O = pio
PAGES READ = pfp

説明: このメッセージは、DETAIL オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
されます。バッファー・プールの順次事前取り出し統計
をリストします。このメッセージの前には常に、関連す
るバッファー・プールを示すメッセージ DSNB401I が
出されます。
統計データは次のとおりです。
pft

順次事前取り出しが要求された回数

pio

順次事前取り出し読み取り入出力操作の回数

pfp

順次事前取り出しのために読み取られたページ
数

システムの処置:
DSNB413I

処理は続行されます。

LIST PREFETCH - REQUESTS = pft
PREFETCH I/O = pio PAGES READ =
pfp

説明: このメッセージは、DETAIL オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
されます。バッファー・プールのリスト事前取り出し統
計を示します。このメッセージの前には常に、関連する
バッファー・プールを示すメッセージ DSNB401I が出
されます。

DSNB414I

説明: このメッセージは、DETAIL オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
されます。バッファー・プールの動的事前取り出し統計
をリストします。このメッセージの前には常に、関連す
るバッファー・プールを示すメッセージ DSNB401I が
出されます。
統計データは次のとおりです。
pft

動的事前取り出しが要求された回数

pio

動的事前取り出し読み取り入出力操作の回数

pfp

動的事前取り出しのために読み取られたページ
数

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB415I

リスト事前取り出しが要求された回数

pio

リスト事前取り出し読み取り入出力操作の回数

pfp

リスト事前取り出しのために読み取られたペー
ジ数

システムの処置:

処理は続行されます。

PREFETCH DISABLED - NO BUFFER
= pfd NO READ ENGINE = ree

説明: このメッセージは、DETAIL オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
されます。バッファー・プールの事前取り出し統計をリ
ストします。このメッセージの前には常に、関連するバ
ッファー・プールを示すメッセージ DSNB401I が出さ
れます。
統計データは次のとおりです。
pfd

事前取り出しが割り込み禁止にされた (バッフ
ァーなしの) 回数

ree

事前取り出しが割り込み禁止にされた (非同期
読み取り処理プログラムが使用可能でない) 回
数

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB420I

統計データは次のとおりです。
pft

DYNAMIC PREFETCH - REQUESTS =
pft PREFETCH I/O = pio PAGES READ
= pfp

SYS PAGE UPDATES = sws SYS
PAGES WRITTEN = pws ASYNC
WRITE I/O = wio SYNC WRITE I/O =
imw

説明: このメッセージは、DETAIL オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
されます。バッファー・プールのページ書き出し統計を
リストします。このメッセージの前には常に、関連する
バッファー・プールを示すメッセージ DSNB401I が出
されます。
統計データは次のとおりです。
sws

システム・ページ更新の数

pws

書き出されたシステム・ページの数
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DSNB421I
wio

非同期書き出し入出力操作の回数

imw

同期書き出し入出力操作の回数

システムの処置:
DSNB421I

処理は続行されます。

な DB2 システム処理によって) ハイパープー
ルから仮想バッファー・プールに移動されたペ
ージの数
hwa

非同期に (すなわち、順次事前取り出しのよう
な DB2 システム処理によって) 仮想バッファ
ー・プールからハイパープールに移動されたペ
ージの数

hrf

ハイパープールからページを読み取ろうとした
が、バッキング E フレームがシステムによっ
てスチールされた回数

hwf

ハイパープールにページを書き出そうとした
が、バッキング E フレームを割り振ることが
できなかった回数

DWT HIT= dwt VERTICAL DWT
HIT=vdw NO WRITE ENGINE=wee

説明: このメッセージは、DETAIL オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
されます。バッファー・プールのページ書き出し統計を
リストします。このメッセージの前には常に、関連する
バッファー・プールを示すメッセージ DSNB401I が出
されます。
統計データは次のとおりです。
dwt

据え置き書き出ししきい値に到達した回数

vdw

垂直方向据え置き書き出ししきい値に到達した
回数

wee

書き出しエンジン (非同期書き出し処理プログ
ラム) を入出力操作に使用できなかった回数

システムの処置:
DSNB431I

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB430I

HIPERPOOL ACTIVITY (NOT USING
ASYNCHRONOUS DATA MOVER
FACILITY) — SYNC HP READS=hrs
SYNC HP WRITES=hws ASYNC HP
READS=hra ASYNC HP WRITES= hwa
READ FAILURES= hrf WRITE
FAILURES=hwf

説明: このメッセージは、DETAIL オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
されます。仮想バッファー・プールとハイパープール相
互間でのページの移動に関する統計をリストします。
このメッセージの前には常に、関連するバッファー・プ
ールを示すメッセージ DSNB401I が出されます。 リス
トされる統計は、非同期データ移動プログラム機能を使
用せずに移動されたページに関する統計です。

hws

hra
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同期をとって (すなわち、アプリケーションの
ページ・アクセス要求に応答して) ハイパープ
ールから仮想プールに移動されたページの数
同期をとって (すなわち、アプリケーションの
ページ・アクセス要求に応答して) 仮想バッフ
ァー・プールからハイパープールに移動された
ページの数
非同期に (すなわち、順次事前取り出しのよう

HIPERPOOL ACTIVITY (USING
ASYNCHRONOUS DATA MOVER
FACILITY) — HP READS = ara HP
WRITES = awa READ FAILURES = arf
WRITE FAILURES = awf

説明: このメッセージは、DETAIL オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
されます。仮想バッファー・プールとハイパープール相
互間でのページの移動に関する統計をリストします。
リストされる統計は、非同期に (すなわち、非同期デー
タ移動プログラム機能を使用した、順次事前取り出しの
ような DB2 システム処理によって) 移動されたページ
に関する統計です。このメッセージの前には常に、関連
するバッファー・プールを示すメッセージ DSNB401I
が出されます。
変数は次のとおりです。
ara

ハイパープールから仮想バッファー・プールに
移動されたページの数

awa

仮想バッファー・プールからハイパープールに
移動されたページの数

arf

読み取り要求が失敗したページの数

awf

書き出し要求が失敗したページの数

統計データは次のとおりです。
hrs

処理は続行されます。

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB440I

PARALLEL ACTIVITY — PARALLEL
REQUEST = tpa DEGRADED
PARALLEL = dpa

説明: このメッセージは、DETAIL が指定された
DISPLAY BUFFERPOOL コマンドへの応答として出さ
れます。 並列活動についての統計をリストします。こ
のメッセージの前には常に、関連するバッファー・プー
ルを示すメッセージ DSNB401I が出されます。
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DSNB453I
変数は次のとおりです。
tpa

dpa

要求された数の順次事前取り出しストリームの
入手に関する、バッファー・プールとの間の折
衝の合計数。
折衝の結果として低下モードの並列操作となっ
た合計回数

DSNB453I

VP CACHED PAGES - CURRENT =
vcount MAX = mvcount CHANGED =
ccount MAX = mccount

説明: アクティブなバッファー・プールに関するメッセ
ージで、LSTATS が指定された DISPLAY
BUFFERPOOL コマンドを出すと、このメッセージが表
示される可能性があります。仮想バッファー・プール内
でそのデータ・セットに関してキャッシュされたページ
の数および変更されたページの数をリストしています。
このメッセージが出されるのは、表示されるゼロ以外の
値があって表示される場合だけです。このメッセージの
前には常に、関連するバッファー・プールを示すメッセ
ージ DSNB401I、表スペースまたは索引スペースを示す
DSNB464I または DSNB465I、およびデータ・セットを
示す DSNB466I が出されます。
統計データは次のとおりです。
vcount そのデータ・セットに関して VP 内でキャッシ
ュされたページの数 (すなわち、仮想バッファ
ー・プール内でそのデータ・セット用のページ
を含むバッファーの数)。
mvcount
LSTATS オプションが指定された DISPLAY
BUFFERPOOL コマンドが最後に出された後
に、そのデータ・セットに関して VP 内でキャ
ッシュされたページの最大数。

DSNB454I

HP CACHED PAGES — CURRENT =
hcount MAX = mhcount

説明: 活動バッファー・プールに関するメッセージで、
LSTATS が指定された DISPLAY BUFFERPOOL コマン
ドを出すと、このメッセージが表示される可能性があり
ます。データ・セットに関してハイパープール内でキャ
ッシュされたページの数および変更されたページの数を
リストしています。 このメッセージが出されるのは、
表示されるゼロ以外の値があって表示される場合だけで
す。このメッセージの前には常に、関連するバッファ
ー・プールを示すメッセージ DSNB401I、表スペースま
たは索引スペースを示す DSNB464I または
DSNB465I、およびデータ・セットを示す DSNB466I が
出されます。
統計データは次のとおりです。
hcount そのデータ・セットに関して HP 内でキャッシ
ュされたページの数 (すなわち、ハイパープー
ル内でそのデータ・セット用のページを含んで
いるバッファーの数)。
mhcount
LSTATS オプションが指定された DISPLAY
BUFFERPOOL コマンドが最後に出された後
に、そのデータ・セットに関して HP 内でキャ
ッシュされたページの最大数。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB455I

SYNCHRONOUS I/O DELAYS —
AVERAGE DELAY = avd MAXIMUM
DELAY = mxd TOTAL PAGES = tpg

このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1DBP

説明: このメッセージは、アクティブなバッファー・プ
ールに関するメッセージで、LSTATS オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
される可能性があります。バッファー・プールに関連す
るオープン状態の表スペースまたは索引スペースに属す
るデータ・セットについての、同期入出力遅延統計をリ
ストしています。リストされる値は、そのデータ・セッ
トの最後の表示以後の増分値です。このメッセージが出
されるのは、表示されるゼロ以外の値があって表示され
る場合だけです。このメッセージの前には常に、関連す
るバッファー・プールを示すメッセージ DSNB401I、表
スペースまたは索引スペースを示す DSNB464I または
DSNB465I、およびその表スペースまたは索引スペース
内の相対データ・セットを示す DSNB466I が出されま
す。

システムの処置:

統計データは次のとおりです。

ccount そのデータ・セットに関して VP 内で変更され
たページの数 (すなわち、データ・セットに関
して仮想バッファー・プール内で変更されたペ
ージの数)。
mccount
LSTATS オプションが指定された DISPLAY
BUFFERPOOL コマンドが最後に出された後
に、そのデータ・セットに関して VP 内で変更
されたページの最大数。

処理は続行されます。

avd

そのデータ・セット内のページの平均入出力遅
延 (ミリ秒単位)
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DSNB456I
mxd

そのデータ・セット内のページの最大入出力遅
延 (ミリ秒単位)

引スペースを示す DSNB464I または DSNB465I が出さ
れます。

tpg

そのデータ・セットに関して読み取られたか書
き込まれた合計ページ数

システムの処置: 処理は続行されます。

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB456I

DSNB460I

ASYNCHRONOUS I/O DELAYS —
AVERAGE DELAY = avd MAXIMUM
DELAY = mxd TOTAL PAGES = tpg
TOTAL I/O COUNT = tio

説明: このメッセージは、活動バッファー・プールに関
するメッセージで、LSTATS オプションが指定された
DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示される
可能性があります。バッファー・プールに関連するオー
プン状態の表スペースまたは索引スペースに属するデー
タ・セットについての、非同期の入出力遅延統計をリス
トします。リストされる値は、そのデータ・セットの最
後の表示以後の増分値です。このメッセージが出される
のは、表示されるゼロ以外の値があって表示される場合
だけです。このメッセージの前には常に、関連するバッ
ファー・プールを示すメッセージ DSNB401I、表スペー
スまたは索引スペースを示す DSNB464I または
DSNB465I、およびその表スペースまたは索引スペース
内の相対データ・セットを示す DSNB466I が出されま
す。
統計データは次のとおりです。
avd

そのデータ・セット内のページの平均入出力遅
延 (ミリ秒単位)

mxd

そのデータ・セット内のページの最大入出力遅
延 (ミリ秒単位)

tpg

そのデータ・セットに関して読み取られたか書
き込まれた合計ページ数

tio

そのデータ・セットに対して出された入出力の
合計数

システムの処置:

処理は続行されます。

--PAGE SET/PARTITION LIST
INFORMATION----DATA SHARING
INFO-- TS GBP MEMBER CASTOUT
USE P-LOCK DATABASE SPACE
NAME PART IX DEP NAME OWNER
COUNT STATE

説明: このメッセージは、列見出しを表示します。この
列見出しは、DISPLAY BUFFERPOOL コマンドが生成
した複数の表示行の先頭を示すものです。複数行表示の
形式は次の 3 つの部分から成ります。
v 列見出し (DSNB460I)。下線が引かれています。
v コマンド (DSNB462I) によって要求されたすべてのス
ペースと区画に関する詳細なスペース情報。
v どのスペースもコマンド基準に一致しないときに表示
される可能性のある終了メッセージ (DSNB463I)。
メッセージ DSNB462I のテキストでは、このメッセー
ジが生成する見出しの後に明細行が示されます。
DISPLAY BUFFERPOOL LIST コマンドで 255 行を超
える表示出力が検出されると、この報告書は分断され
て、見出しテキストに ’(CONTINUED)’ と示された、新
しい見出し (DSNB460I) が表示されます。これは、複数
行の WTO メッセージに対して 255 メッセージの
MVS 制限があるために必要になります。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB461I
説明: このメッセージは、DISPLAY BUFFERPOOL コ
マンドによって生成された複数の表示行に表示されま
す。このメッセージは メッセージ DSNB460I の後に続
き、DSNB460I が表示する列見出しの下線を引くために
使用されます。
システムの処置: 処理は続行されます。

DSNB459I

csect-name OPEN FAILURE HAS
OCCURRED FOR DATA SET dsn

説明: 活動バッファー・プールに関するメッセージで、
LIST オプションが指定された DISPLAY BUFFERPOOL
コマンドを出すと、このコマンドが表示される可能性が
あります。割り振りエラーまたはオープン・エラーのた
めに、(表スペースまたは索引スペース内の相対データ・
セット番号によって識別される) データ・セットにアク
セスしようとしたが失敗したことを示しています。
このメッセージの前には常に、関連するバッファー・プ
ールを示すメッセージ DSNB401I、表スペースまたは索
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DSNB462I

database spacenam part ty gbp mbr castout
use p-lock

説明: このメッセージは、DISPLAY BUFFERPOOL コ
マンドによって生成された明細行を表示します。これは
DSNB460I の後に表示されます。
明細行には、下記に示す情報が表示されます (報告書を
読みやすくするため、DBNAME および SPACE NAME
のフィールドはブランクの場合があります。どちらかの
フィールドがブランクの場合、前の明細行の 1 つに抑
止された値が入っています)。
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DSNB463I
ーは他にはありません。ページ・セッ
トまたは区画は GBP に依存しませ
ん。

database
ページ・セットまたは区画に関連するデータベ
ースの名前。
spacenam

US

保存ロック待ち (waiting for retained
locks) が使用可能になった時に、再始
動の DB2 によって保留できる一時的
状態。

###

診断援助機能に使用される番号。
DISPLAY BUFFERPOOL コマンドが
上記のいずれにも定義されないロック
状態に遭遇した場合だけ、番号が表示
されます。

表スペースまたは索引スペースの名前。
part

区画番号。単純表スペースまたは単純索引スペ
ースの場合は、ブランクです。区分表スペース
に非区分索引がある場合は、前に文字 L が付
いた論理区画番号になります (たとえば、
L01)。

ty

オブジェクトが表スペース (TS) であるか、索
引スペース (IX) であるか。

gbp

ページ・セットまたは区画が GBP 依存である
かどうか (はいの場合は ’Y’、いいえの場合は
’N’)。

mbr

明細行が属するメンバーの名前。

castout

この行で示されるメンバーがキャストアウト所
有者かどうか (はいの場合は ’Y’、いいえの場
合は ’N’)。

use

この明細行に表示されるメンバーのページ・セ
ットまたは区画の活動クレーマーまたは活動ド
レーナーの数。

p-lock

この行で示されるメンバーが現在保持する
p-lock 状態。それらの値は次の通りです。
IS

IX

S

SIX

NSU

X

R/O インタレスト。このページ・セッ
トまたはページ区画の中にインタレス
トをもつ別のメンバーがあります。ペ
ージ・セットまたは区画は GBP に依
存します。
R/W インタレスト。このページ・セ
ットまたはページ区画の中にインタレ
ストをもつ別のメンバーがあります。
ページ・セットまたは区画は GBP に
依存します。
R/O インタレスト。ページ・セットま
たは区画を読み取る別のメンバーがあ
ります。ページ・セットまたは区画は
GBP に依存しません。
R/W インタレスト。ページ・セット
または区画を読み取り中の別のメンバ
ーがあります。ページ・セットまたは
区画は GBP に依存します。
R/W インタレスト。ページ・セット
または区画は GBP に依存します。
R/W インタレスト。ページセットま
たはページ区画にアクセスするメンバ

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB463I

* * * NO OBJECTS MATCHED
LIST/LSTATS SELECTION CRITERIA

説明: コマンドが選択基準と一致するページ・セットま
たは区画を検出しなかった場合に、DISPLAY
BUFFERPOOL 出力の一部として、このメッセージが表
示されます。たとえば、GBP 依存であったページ・セ
ットまたは区画のいずれもコマンドが検出しなかった場
合、コマンド DIS BPOOL(BP0) GBPDEP(Y) によりこ
のメッセージが表示されます。
ユーザーの処置: ユーザーがページ・セットまたは区画
のリストを調べたい場合は、コマンドの構文を正しくコ
ーディングされていることを確認してください。ペー
ジ・セットまたは区画のリストを入手する場合は、フィ
ルター・キーワード を追加または変更することを考慮
してください。
システムの処置: コマンドは通常通り終了します。
DSNB464I

TS USE DATABASE SPACE NAME
PART IX COUNT ========
=========== ==== == =====

説明: このメッセージは、DISPLAY BUFFERPOOL コ
マンドによって生成された複数表示行の先頭を示す、下
線の付いた列見出しを表示します。複数行表示の形式は
次の 3 つの部分から成ります。
v 下線が引かれる列見出し (DSNB464I)。
v コマンド (DSNB465I) が要求するスペースおよび区画
に関する詳細なスペース情報。
v スペースがコマンド基準と一致しなかった場合に表示
される終了メッセージ (DSNB463I) 。
メッセージ DSNB465I では、このメッセージが生成す
る見出しの後に明細行が示されます。 DISPLAY
BUFFERPOOL LIST コマンドで 255 行を超える表示出
力が検出されると、この報告書は分断されて、見出しテ
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DSNB465I
キストに ’(CONTINUED)’ と示された、新しい見出し
(DSNB464I) が表示されます。これは、複数行の WTO
メッセージに対して 255 メッセージの MVS 制限があ
るために必要になります。

の表スペースまたは索引スペース内にある) を示しま
す。
type

システムの処置: 処理は続行されます。

ページ・セットまたは区画あるいはその両方が
表スペース (TABLE SPACE) であるか、索引
スペース (INDEX SPACE) であるか。

dbname データベース名
DSNB465I

database spacenam part ty use

説明: このメッセージは、DISPLAY BUFFERPOOL コ
マンドによって生成する明細行を表示します。このメッ
セージは DSNB464I の後に続きます。
明細行には、下記に示す情報が表示されます (報告書を
読みやすくするため、DBNAME および SPACE NAME
のフィールドはブランクの場合があります。どちらかの
フィールドがブランクの場合、前の明細行の 1 つに抑
止された値が入っています)。
database
ページ・セットまたは区画に関連するデータベ
ースの名前。
spacenam
表スペースまたは索引スペースの名前。
part

ty

区画番号。単純表スペースまたは単純索引スペ
ースの場合は、ブランクです。区分表スペース
の非区分索引の場合には、前に文字 L が付い
た論理区画番号になります。
オブジェクトが表スペース (TS) であるか、索
引スペース (IX) であるか。

システムの処置:
DSNB466I

処理は続行されます。

------------------PAGE SET/PARTITION
STATISTICS-------------------

説明: このメッセージは、コマンドが LSTATS オプシ
ョンを伴って指定された場合に、 DISPLAY
BUFFERPOOL 出力の一部として表示されます。このメ
ッセージにより、データ・セットの統計が示されます。
システムの処置:
DSNB467I

処理は続行されます。

STATISTICS FOR type dbname.spacenam
DATA SET #: dsn# USE COUNT:ucount

説明: このメッセージは、アクティブ・バッファー・プ
ールに関するメッセージで、LSTATS オプションが指定
された DISPLAY BUFFERPOOL コマンドによって表示
される可能性があります。このメッセージは、ページ・
セット / 区画タイプ (表スペース / 索引スペース)、デ
ータベース名、スペース名、クレーマー / ドレイナーの
数、および相対データ・セット (このメッセージの後に
続く 1 つまたは複数のメッセージに表示される統計用
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spacenam
表スペースまたは索引スペースの名前。
dsn#

相対データ・セット番号。このメッセージの後
に続く 1 つまたは複数のメッセージに表示さ
れる統計用の表スペースまたは索引スペース内
にある。

ucount

ページ・セットまたは区画上のクレームまたは
ドレーンをもつアプリケーションの数。

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB468I

keyword KEYWORD IS IGNORED FOR
NON-DATA SHARING SYSTEMS

説明: データ共用環境でしか示されているキーワードが
有効ではありません。キーワード GBPDEP および
CASTOWNR によりこのメッセージが表示される場合が
あります。
ユーザーの処置: DB2 が非データ共用 DB2 であるた
め、キーワードを除いてコマンドを再入力してくださ
い。
システムの処置: コマンドはキーワードを無視して通常
通り終了します。
DSNB469I

keyword1 KEYWORD IS IGNORED
WHEN keyword2 KEYWORD IS
SPECIFIED

説明: Keyword1 が keyword2 と互換性がありません。
たとえばコマンド DIS BPOOL(BP0) GBPDEP(Y)
LSTATS(*) の場合、 GBPDEP は (LIST キーワードに
よる) ページ・セットまたは区画のリストを要求してい
ますが、 LIST と LSTATS は別の報告書であるためキ
ーワード GBPDEP は無視されます。
ユーザーの処置: keyword2 がコマンドの次のエントリ
ーで使用されている場合は、keyword1 を省略してくだ
さい。
システムの処置: コマンドは keyword1 を無視し、通常
通り終了します。
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DSNB499I
DSNB499I

説明: DISPLAY BUFFERPOOL または DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドで追加メッセージ用のス
トレージを入手できなかった場合に、このメッセージが
出されます。これは、特定の長時間要求 (たとえば、多
数のバッファー・プールまたはグループ・バッファー・
プールの明細表示) の場合しか起こらないはずです。
システムの処置:

表示は打ち切られます。

システム・プログラマーの応答: 指定するバッファー・
プールまたはグループ・バッファー・プールの数を減ら
して、-DISPLAY BUFFERPOOL または -DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドを再実行してください。
DSNB501I

v 32KB ページ・サイズのバッファー・プール
の場合は 50,000。

DISPLAY TERMINATED DUE TO
INSUFFICIENT MESSAGE SPACE

bpname IS NOT A VALID BUFFER
POOL NAME

説明: ALTER BUFFERPOOL または DISPLAY
BUFFERPOOL コマンドに指定されたバッファー・プー
ル名が、無効です。有効な名前は、BP0、BP1、...、
BP49、BP32K、BP32K1、...BP32K9 です。
システムの処置:

要求はリジェクトされます。

システム・プログラマーの応答: 有効なバッファー・プ
ール名を指定して、ALTER BUFFERPOOL または
DISPLAY BUFFERPOOL コマンドを再実行してくださ
い。

VPTYPE(DATASPACE) 仮想バッファー・プー
ルの場合は、ページ・サイズに関係なく、上限
は 8,000,000 です。
システムの処置:

要求はリジェクトされます。

システム・プログラマーの応答: 適正な VPSIZE 値を
指定して、ALTER BUFFERPOOL コマンドを再実行し
てください。
DSNB503I

HPSIZE FOR bpname MUST BE
BETWEEN llimit AND ulimit

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、バ
ッファー・プールの HPSIZE を無効な値に変更する試
みが行われました。 HPSIZE は、ハイパープール内の
バッファーの数です。変数は次のとおりです。
bpname
バッファー・プール名。
llimit

バッファー・プールの HPSIZE の下限。どの
バッファー・プールでも、下限は 0 です。

ulimit

バッファー・プールの HPSIZE の上限。 4KB
ページ・サイズのバッファー・プールの場合、
上限は 2,097,152 です。 32KB ページ・サイ
ズのバッファー・プールの場合、上限は
262,144 です。

システムの処置: 要求はリジェクトされます。
DSNB502I

csect-name VPSIZE FOR bpname MUST
BE BETWEEN llimit AND ulimit

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、バ
ッファー・プールの VPSIZE を無効な値に変更する試
みが行われました。 VPSIZE は、仮想バッファー・プ
ール内のバッファーの数です。
bpname
バッファー・プール名。
llimit

バッファー・プールの VPSIZE の下限。 BP0
の場合、下限は 56 です。それ以外のバッファ
ー・プールの場合、下限は 0 です。

ulimit

バッファー・プールの VPSIZE の上限。
VPTYPE(PRIMARY) 仮想バッファー・プール
の場合、上限は以下のとおりです。
v 4KB ページ・サイズのバッファー・プール
の場合は 400,000。
v 8KB ページ・サイズのバッファー・プール
の場合は 200,000。
v 16KB ページ・サイズのバッファー・プール
の場合は 100,000。

システム・プログラマーの応答: 適正な HPSIZE 値を
指定して、ALTER BUFFERPOOL コマンドを再実行し
てください。
DSNB504I

VPSEQT FOR bpname MUST BE
BETWEEN 0 AND 100

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、バ
ッファー・プールの VPSEQT 属性を無効な値に変更す
る試みが行われました。 VPSEQT は、仮想バッファ
ー・プール順次スチールのしきい値です。有効な値は、
0〜100 の範囲です。
システムの処置: 要求はリジェクトされます。
システム・プログラマーの応答: 適正な VPSEQT 値を
指定して、ALTER BUFFERPOOL コマンドを再実行し
てください。
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DSNB505I
DSNB505I

HPSEQT FOR bpname MUST BE
BETWEEN 0 AND 100

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、バ
ッファー・プールの HPSEQT 属性を無効な値に変更す
る試みが行われました。 HPSEQT は、ハイパープール
順次スチールのしきい値です。有効な値は、0〜100 の
範囲です。
システムの処置:

要求はリジェクトされます。

システム・プログラマーの応答: 適正な HPSEQT 値を
指定して、ALTER BUFFERPOOL コマンドを再実行し
てください。
DSNB506I

DWQT FOR bpname MUST BE
BETWEEN 0 AND 90

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、バ
ッファー・プールの DWQT 属性値を変更する試みが行
われました。 DWQT は、フリー・バッファー据え置き
書き出しのしきい値です。有効な値は、0〜90 の範囲で
す。
システムの処置:

要求はリジェクトされます。

システム・プログラマーの応答: 適正な DWQT 値を指
定して、ALTER BUFFERPOOL コマンドを再実行して
ください。
DSNB507I

VDWQT FOR bpname MUST BE
BETWEEN 0 AND 90

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、バ
ッファー・プールの VDWQT 属性を無効な値に変更す
る試みが行われました。 VDWQT は、垂直方向据え置
き書き出しのしきい値です。有効な値は、0〜90 の範囲
です。
システムの処置: 要求はリジェクトされます。
システム・プログラマーの応答: 適正な VDWQT 値を
指定して、ALTER BUFFERPOOL コマンドを再実行し
てください。
DSNB508I

csect-name THE TOTAL VPSIZE IS
BEYOND THE MAXIMUM LIMIT

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドに指定された
VPSIZE 値または VPTYPE 値を使用するとでは、すべ
ての仮想バッファー・プールに対する ssnmDBM1 アド
レス・スペース・ストレージ要件の合計が 1.6GB を超
えるか、あるいは VPTYPE(DATASPACE) バッファーの
数が 8,000,000 を超えています。仮想バッファー・プー
ルのストレージ要件を計算する場合、DB2 は各
VPTYPE(PRIMARY) 仮想プール・バッファーおよびル
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ックアサイド・プール・バッファーについてはページ・
サイズ (4K、8K、16K、または 32K) を、
VPTYPE(DATASPACE) バッファーについては 128 バイ
トを使用します。
システムの処置: バッファー・プールの VPSIZE また
は VPTYPE は変更されません。他のパラメーターの処
理 (要求された場合) は正常に行われます。
システム・プログラマーの応答: バッファー・プール全
体に対して VPSIZE のバランスを取り直してくださ
い。
DSNB509I

THE TOTAL HPSIZE IS BEYOND THE
MAXIMUM LIMIT

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドに指定された
HPSIZE 値を使用すると、すべてのバッファー・プール
の HPSIZE 値の合計が 8GB を超えてしまいます。
システムの処置: バッファー・プールの HPSIZE は変
更されません。他のパラメーターの処理 (要求された場
合) は正常に行われます。
システム・プログラマーの応答: 全バッファー・プール
の HPSIZE のバランスをとるようにしてください。
DSNB510I

NO ACTION REQUESTED

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドが出されました
が、バッファー・プール属性が指定されていません。
システムの処置:
ません。

バッファー・プールの属性は変更され

システム・プログラマーの応答: 1 つまたは複数のバッ
ファー・プール属性を指定して、ALTER BUFFERPOOL
コマンドを出し直してください。
DSNB511I

VDWQT CANNOT BE GREATER
THAN DWQT

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドに指定した
DWQT または VDWQT 値 (あるいはその両方) を使用
すると、バッファー・プールの VDWQT パラメーター
がその DWQT パラメーターより大きくなってしまいま
す。
システムの処置: バッファー・プールの VDWQT また
は DWQT は、変更されません。他のパラメーターの処
理 (要求された場合) は正常に行われます。
システム・プログラマーの応答: バッファー・プールの
DWQT と VDWQT のバランスをとるようにしてくださ
い。
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DSNB512I
DSNB512I

integer IS THE CURRENT VPSIZE FOR
BUFFER POOL bpname

DSNB517I

int1,int2 IS THE CURRENT VDWQT
FOR BUFFER POOL bpname

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドに、バッファ
ー・プールの現行の仮想バッファー・プール・サイズに
等しい VPSIZE が指定されました。

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドに、バッファ
ー・プールの現行の垂直方向据え置き書き出しのしきい
値と同じ VDWQT が指定されました。

システムの処置: 仮想バッファー・プール・サイズは変
更されません。他のパラメーターの処理 (要求された場
合) は正常に行われます。

システムの処置: バッファー・プールの垂直方向据え置
き書き出しのしきい値は変更されません。他のパラメー
ターの処理 (要求された場合) は正常に行われます。

DSNB513I

DSNB518I

integer IS THE CURRENT HPSIZE FOR
BUFFER POOL bpname

value IS THE CURRENT CASTOUT
ATTRIBUTE FOR HIPERPOOL bpname

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドに、バッファ
ー・プールの現行のハイパープール・サイズに等しい
HPSIZE が指定されました。

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドに、ハイパープ
ールの現行の CASTOUT 属性に等しい CASTOUT 属性
が指定されました。

システムの処置: ハイパープール・サイズは変更されま
せん。他のパラメーターの処理 (要求された場合) は正
常に行われます。

システムの処置: ハイパープールの CASTOUT 属性は
変更されません。他のパラメーターの処理 (要求された
場合) は正常に行われます。

DSNB514I

DSNB519I

integer IS THE CURRENT VPSEQT
FOR BUFFER POOL bpname

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドに、仮想バッフ
ァー・プールの現行の順次スチールしきい値に等しい
VPSEQT が指定されました。
システムの処置: ハイパープール・サイズは変更されま
せん。他のパラメーターの処理 (要求された場合) は正
常に行われます。
DSNB515I

integer IS THE CURRENT HPSEQT
FOR BUFFER POOL bpname

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドに、ハイパープ
ールの現行の順次スチールの順次しきい値に等しい
HPSEQT が指定されました。
システムの処置: ハイパープールの順次スチールのしき
い値は変更されません。他のパラメーターの処理 (要求
された場合) は正常に行われます。

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として出され、要求された PGSTEAL
パラメーターの変更が受け入れられたことを示していま
す。
bpname は、バッファー・プールの名前です。
value は、次のいずれかの 1 つです。
LRU

仮想バッファー・プールは、最も前のものを使
用 (LRU) のアルゴリズムを使用して管理され
ます。これはデフォルトです。

FIFO

仮想バッファー・プールは、先入れ先出し
(FIFO) のアルゴリズムを使用して管理されま
す。

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB520I

DSNB516I

integer IS THE CURRENT DWQT FOR
BUFFER POOL bpname

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドに、バッファ
ー・プールの現行の据え置き書き出しのしきい値に等し
い DWQT が指定されました。
システムの処置: バッファー・プールの据え置き書き出
しのしきい値は変更されません。他のパラメーターの処
理 (要求された場合) は正常に行われます。

csect-name PGSTEAL FOR bpname HAS
BEEN SET TO value.

READY TO EXPLICITLY DELETE
BUFFER POOL bpname

説明: 活動バッファー・プールに対して VPSIZE=0 を
指定した ALTER BUFFERPOOL コマンドに対する応答
として、活動バッファー・プールをドレーン処理する
前、このメッセージが出されます。
システムの処置: このメッセージが出された後、DB2
は、このバッファー・プールに対する現行のすべての活
動を静止します。 DB2 は、表スペースだけをロック
し、このプールを参照しているすべてのオープン状態の
表スペースまたは索引スペースを物理的にクローズしま
す。また DB2 は、このプールを参照する以降のデータ
第 5 章 DB2 メッセージ
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DSNB521I
ベース・アクセスも禁止します。要求された仮想バッフ
ァー・プール・サイズが初期設定されないことを示す理
由コード 00C200E0 とともに、SQLCODE -904 (リソー
ス利用不能) が SQL アプリケーションに戻されます。
要求されたバッファー・プールが削除されると、メッセ
ージ DSNB521I が出されます。
DSNB521I

BUFFER POOL bpname HAS BEEN
EXPLICITLY DELETED

説明: 活動バッファー・プールが ALTER
BUFFERPOOL コマンドによって明示的に削除される
と、このメッセージが出されます。このメッセージは常
に、対応する DSNB520I メッセージの後に出ます。
システムの処置: このバッファー・プールに関連する仮
想記憶域およびハイパー・スペースが解放されます。

DSNB525I

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として出されます。ハイパープールの
順次スチールしきい値が正常に変更されたことを示して
います。
DSNB526I

VPSIZE FOR bpname HAS BEEN SET
TO integer

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として出され、要求された VPSIZE
パラメーターの変更が受け入れられたことを示していま
す。活動プールの場合、実際の拡張、縮小、または削除
は、このメッセージが出た後でなければ行われません。
システムの処置:

DSNB523I

HPSIZE FOR bpname HAS BEEN SET
TO integer

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として出され、要求された HPSIZE
パラメーターの変更が受け入れられたことを示していま
す。活動ハイパープールの場合、実際の拡張、縮小、作
成、または削除は、このメッセージが出た後でなければ
行われません。

DSNB528I

DSNB524I

VPSEQT FOR bpname HAS BEEN SET
TO integer

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として出されます。仮想バッファー・
プールの順次スチールしきい値が正常に変更されたこと
を示しています。
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CASTOUT ATTRIBUTE FOR bpname
HAS BEEN SET TO value

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として出されます。ハイパープールの
CASTOUT 属性に対して要求された変更が受け入れられ
たことを示しています。アクティブ・プールの場合、新
しい CASTOUT 属性をもつハイパープールが実際に再
構築されるのは、このメッセージが出た後です。
システムの処置:

処理を続行します。

システム・プログラマーの応答: DISPLAY
BUFFERPOOL コマンドを使用して、このプールの実際
の CASTOUT 属性を判別してください。
DSNB529I

システムの処置: 処理は続行されます。
システム・プログラマーの応答: DISPLAY
BUFFERPOOL コマンドを出して、このプールの実際の
ハイパープール・サイズを判別してください。

VDWQT FOR bpname HAS BEEN SET
TO int1,int2

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として出されます。バッファー・プー
ルの垂直方向据え置き書き出しのしきい値が正常に変更
されたことを示しています。

処理は続行されます。

システム・プログラマーの応答: DISPLAY
BUFFERPOOL コマンドを出して、このプールの実際の
仮想記憶域使用状況を判別してください。

DWQT FOR bpname HAS BEEN SET
TO integer

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として出されます。バッファー・プー
ルの据え置き書き出しのしきい値が正常に変更されたこ
とを示しています。
DSNB527I

DSNB522I

HPSEQT FOR bpname HAS BEEN SET
TO integer

VPPSEQT FOR bpname HAS BEEN
SET TO integer

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として出されます。仮想バッファー・
プールの並列順次スチールのしきい値が正常に変更され
たことを示しています。
DSNB530I

integer IS THE CURRENT VPPSEQT
FOR BUFFER POOL bpname

説明: 仮想バッファー・プールの現行並列順次スチール
のしきい値に等しい VPPSEQT を指定した、ALTER
BUFFERPOOL コマンドが出されました。
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DSNB531I
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1ABP

DSNB535I

システムの処置: 仮想バッファー・プールの並列順次ス
チールしきい値は変更されません。他のパラメーターの
処理 (要求された場合) は正常に行われます。
DSNB531I

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として出され、要求された VPTYPE
パラメーターの変更が受け入れられたことを示していま
す。新規の VPTYPE 値はバッファー・プールが次に割
り当てられる時に反映されます。

VPPSEQT FOR bpname MUST BE
BETWEEN 0 AND 100

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、バ
ッファー・プールの VPPSEQT 属性を無効な値に変更す
る試みが行われました。 VPPSEQT は、仮想バッファ
ー・プールの並列順次スチールのしきい値です。有効な
値は、0〜100 の範囲です。
システムの処置:

bpname は、バッファー・プールの名前です。
value は、次のいずれかの 1 つです。
PRIMARY
仮想バッファー・プールは DB2 データベー
ス・サービス・アドレス・スペースに割り当て
られます。

VPPSEQT 値は変更されません。

システム・プログラマーの応答: VPPSEQT 属性を正し
い値に変更して、コマンドを入力し直してください。
DSNB532I

DSNB533I

DATASPACE
仮想バッファー・プールは 1 つまたは複数の
DB2 関連のデータ・スペースに割り当てられ
ます。

VPXPSEQT FOR bpname HAS BEEN
SET TO integer

説明: このメッセージは、ALTER BUFFERPOOL コマ
ンドに応答して DSNB1ABP CSECT から出されます。
このメッセージは、仮想バッファー・プールの補助並列
順次しきい値が正常に変更されたことを示します。

csect-name VPTYPE FOR bpname HAS
BEEN SET TO value. IT WILL TAKE
EFFECT ON THE NEXT ALLOCATION.

システムの処置: 処理は続行されます。

| DSNB536I

csect-name THE TOTAL VIRTUAL
BUFFER POOL STORAGE EXCEEDS
THE REAL STORAGE CAPACITY

説明: この DB2 サブシステムに割り当てられた仮想バ
ッファー・プールの合計が OS/390 イメージの実記憶域
容量を超えたことへの警告として、このメッセージが出
されます。実記憶域の量は、少なくとも仮想バッファ
ー・プール・ストレージの合計と同じ量でなければなり
ません。さらに仮想バッファー・プール・ストレージ以
外に、EDM プールおよび DB2 作業用ストレージにつ
いても十分に対応できなければなりません。バッファー
内でのページング活動はパフォーマンス上の問題が発生
していることを示しています。

integer IS THE CURRENT VPXPSEQT
FOR BUFFER POOL bpname

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドで、仮想バッフ
ァー・プールの現行の補助並列順次しきい値と同じ
VPXPSEQT を指定しました。このメッセージは
DSNB1ABP CSECT から出されます。
システムの処置: 仮想バッファー・プールの補助並列順
次しきい値は変更されません。他のパラメーターの処理
(要求された場合) は正常に行われます。

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB534I

VPXPSEQT FOR bpname MUST BE
BETWEEN 0 AND 100

説明: ALTER BUFFERPOOL コマンドが、バッファ
ー・プールの VPXPSEQT 属性を無効な値に変更するた
めに出されました。VPXPSEQT は仮想バッファー・プ
ールの補助並列順次しきい値です。有効な値は、0〜100
の範囲です。このメッセージは DSNB1ABP CSECT か
ら出されます。
システムの処置:

|

システム・プログラマーの応答: OS/390 イメージによ
り多くの実記憶域を割り当ててください。バッファー用
に十分な実記憶域がない場合は、バッファーの数を削減
する必要があります。これは並行ユーザーの数が減少す
ることを意味します。バッファーの数を削減し、DB2
は仮想バッファー・プール・ストレージの合計が実記憶
域の容量以下になった時に、DB2 は DSNB538I メッセ
ージを出します。

VPXPSEQT 値は変更されません。

システム・プログラマーの応答: VPXPSEQT 属性を有
効な値に変更して、コマンドを入力し直してください。
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DSNB537I
DSNB537I

csect-name VPTYPE AND VPSIZE ARE
MUTUALLY EXCLUSIVE WHEN THE
VIRTUAL BUFFER POOL IS
ALLOCATED

説明: VPTYPE または VPSIZE キーワードに対応する
仮想バッファー・プールが割り当てられた時、 ALTER
BUFFERPOOL は VPTYPE および VPSIZE キーワード
の両方を指定しました。仮想バッファー・プールが割り
当てられる場合、VPTYPE または VPSIZE のいずれか
1 つしか許可されません。
システムの処置: VPTYPE および VPSIZE キーワード
は処理されません。
システム・プログラマーの応答: VPTYPE と VPSIZE
の両方ではなくどちらか 1 つを指定してコマンドを再
実行依頼してください。 VPTYPE を変更しても即時に
有効にはならないことを知っておいてください。新規に
VPTYPE を指定すると「保留」状態になり、メッセージ
DSNB535I で示したように、次にバッファー・プールが
割り当てられた時に有効になります。保留の VPTYPE
が現在の VPTYPE と異なる時に別の属性が変更される
と、変更されたこれらの属性は、即座に現在割り当てら
れたプールで有効になります (これらの属性は、新規の
VPTYPE に対して「保留」状態にはなりません)。
DSNB538I

csect-name THE TOTAL VIRTUAL
BUFFER POOL STORAGE NO
LONGER EXCEEDS THE REAL
STORAGE CAPACITY

説明: このメッセージは、この DB2 サブシステムに割
り当てられた仮想バッファー・プールの合計が OS/390
イメージの実記憶域容量以下になったことを示すため
に、前の DSNB536E メッセージに続いて出されます。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB540I

csect-name INSUFFICIENT LOCAL
CACHE VECTOR STORAGE TO
EXPAND VIRTUAL BUFFER POOL
bpname TO SPECIFIED SIZE
size1.VIRTUAL BUFFER POOL SIZE IS
NOW size2.

説明: 示されている仮想バッファー・プールが、要求さ
れたサイズ (size1) まで達しませんでした。 関連するグ
ループ・バッファー・プールに接続されていますが、ロ
ーカル・キャッシュ・ベクトルは、要求された仮想バッ
ファー・プール・サイズまで拡張できませんでした。
ローカル・キャッシュ・ベクトルはビット配列で、与え
られたバッファーにあるページが別のシステムによって
変更され (システム間で無効にされ) ているかどうかを
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トラックします。仮想バッファー・プールおよびハイパ
ープールのバッファーごとのベクトルにビットが立って
いなければなりません。ローカル・キャッシュ・ベクト
ルについて詳しくは、「MVS/ESA プログラミング: シス
プレックス・サービス 解説書」を参照してください。
システムの処置: DB2 は拡張要求を、利用可能なロー
カル・キャッシュ・ベクトル・ストレージでサポートで
きるサイズ (size2) まで落とします。
システム・プログラマーの応答: グループ・バッファ
ー・プールに接続されている他のバッファー・プールを
縮小または削除して、ローカル・キャッシュ・ベクト
ル・ストレージを解放してください。その後 ALTER
BUFFERPOOL コマンドを出し直して、仮想プールの拡
張を再び試みてください。
DSNB541I

csect-name INSUFFICIENT LOCAL
CACHE VECTOR STORAGE TO
CREATE/EXPAND HIPERPOOL bpname
TO SPECIFIED SIZE size1 HIPERPOOL
SIZE IS NOW size2.

説明: 示されているハイパープールが作成できないか、
または要求されましたがサイズ (size1) にまで拡張でき
ません。関連するグループ・バッファー・プールに接続
されましたが、ローカル・キャッシュ・ベクトルは、要
求されたハイパープール・サイズまで拡張できませんで
した。
ローカル・キャッシュ・ベクトルはビット配列で、与え
られたバッファーにあるページが別のシステムによって
変更され (システム間で無効にされ) ているかどうかを
トラックします。仮想バッファー・プールおよびハイパ
ープールのバッファーごとのベクトルにビットが立って
いなければなりません。ローカル・キャッシュ・ベクト
ルについて詳しくは、「MVS/ESA プログラミング: シス
プレックス・サービス 解説書」を参照してください。
システムの処置: DB2 はハイパープール・サイズを、
利用可能なローカル・キャッシュ・ベクトル・ストレー
ジでサポートできるサイズ (size2) まで落とします。
システム・プログラマーの応答: グループ・バッファ
ー・プールに接続されている他のバッファー・プールを
縮小または削除して、ローカル・キャッシュ・ベクト
ル・ストレージを解放してください。その後、ALTER
BUFFERPOOL コマンドを出して、ハイパープールの拡
張または作成を再び試みてください。
DSNB551I

BSDS READ ERROR, RC= integer,
RSN=integer

説明: このメッセージは、ブートストラップ・データ・
セット (BSDS) に関する READ 機能エラーに対応して
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DSNB552I
出されます。ユーザーは、対応する BSDS に対して
MVS および DB2 が前にエラー・メッセージを出して
いないかどうかを調べる必要があります。 RC および
RSN は、BSDS 機能からのエラーの戻りコードと理由
コードを示します。
システムの処置:

処理は続行されます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 戻りコードと理由コー
ドを分析して、起こったエラーのタイプを判別してくだ
さい。詳細については、DSNJ107I メッセージを参照し
てください。
DSNB552I

BSDS WRITE ERROR, RC= integer,
RSN= integer

説明: このメッセージは、ブートストラップ・データ・
セット (BSDS) に関する WRITE 機能エラーに対応して
出されます。対応する BSDS について MVS および
DB2 が前にエラー・メッセージを出していないかどう
かを調べる必要があります。 RC および RSN は、
BSDS 機能からのエラーの戻りコードと理由コードを示
します。
システムの処置:

処理は続行されます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 戻りコードと理由コー
ドを分析して、起こったエラーのタイプを判別してくだ
さい。詳細については、DSNJ108I メッセージを参照し
てください。
DSNB553I

BSDS INSERT ERROR, RC= integer,
RSN= integer

説明: このメッセージは、ブートストラップ・データ・
セット (BSDS) に関する INSERT 機能エラーに対応し
て出されます。対応する BSDS について MVS および
DB2 が前にエラー・メッセージを出していないかどう
かを調べる必要があります。 RC および RSN は、
BSDS 機能からのエラーの戻りコードと理由コードを示
します。
システムの処置:

処理は続行されます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 戻りコードと理由コー
ドを分析して、起こったエラーのタイプを判別してくだ
さい。詳細については、メッセージ DSNJ109I または
BSDS に関連する他の DSNJ メッセージを参照してく
ださい。

DSNB601I

BUFFER POOL bpname FULL

説明: 仮想バッファー・プールに現在含まれていないデ
ータベース・ページにアクセスするためには、バッファ
ーが必要です。仮想バッファー・プール内のすべてのバ
ッファーが置き換え不能状態であるため、バッファーを
割り当てることができません。(バッファーの中に、アク
ティブな状態で参照されているページ、または書き込み
が保留されている更新済みページが含まれていると、バ
ッファーは置き換え不能状態になります。)
バッファー・プール・サイズに対して並行活動が負荷過
多であると、このメッセージが出されることがありま
す。変数 bpname は、バッファー・プールの外部名で
す。
システムの処置: 理由コード 00C200E9 およびバッフ
ァー・プール外部名が、カーソル表 (CT) に記録されま
す。CT は、SQL 連絡域 (SQLCA) またはメッセージの
中で示されます。 SQLCODE -904 (リソース利用不能)
が、ユーザーに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 次のいずれかの処置を
とってください。
v DB2 スレッドの数を減らすことによって、並行活動
を少なくする。
v ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、仮想バ
ッファー・プールのサイズを大きくする。
DSNB602I

UNABLE TO CREATE BUFFER POOL
bpname.VIRTUAL BUFFER POOL SIZE
IS ZERO

説明: バッファー・プールの作成が試みられましたが、
その使用を指定した DB2 表スペースまたは索引をオー
プンしている過程で、失敗に終わりました。 bpname の
仮想バッファー・プール・サイズがゼロとなっていま
す。これは、プールの使用が無効であることを意味しま
す。
システムの処置: 理由コード 00C200E0 およびバッフ
ァー・プール外部名が、カーソル表 (CT) に記録されま
す。CT は、SQL 連絡域 (SQLCA) またはメッセージで
示されます。 SQLCODE -904 (リソース利用不能) が、
ユーザーに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ALTER
TABLESPACE または ALTER INDEX ステートメント
を使用して、影響を受けた表スペースまたは索引を変更
し、使用可能なバッファー・プールを示してください。
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DSNB603I
使用可能なバッファー・プールを判別するには、
DISPLAY BUFFERPOOL コマンドを使用してくださ
い。必要であれば、ALTER BUFFERPOOL コマンドを
使用して、障害のあるバッファー・プールの VPSIZE
をゼロ以外の値にセットして、そのバッファー・プール
を活動化してください。
DSNB603I

INSUFFICIENT VIRTUAL STORAGE
TO CREATE/EXPAND VIRTUAL
BUFFER POOL bpname TO SPECIFIED
SIZE integer.VIRTUAL BUFFER POOL
SIZE IS NOW integer.

説明: 仮想バッファー・プールを要求されたサイズで作
成することができないか、または要求されたサイズに拡
張することができません。その仮想バッファー・プール
を作成するには、 ssnmDBM1 アドレス・スペース内に
ある仮想記憶域が不十分です。仮想バッファー・プー
ル・サイズは、ALTER BUFFERPOOL コマンドによっ
てセットされ、 DISPLAY BUFFERPOOL コマンドを使
用して照会することができます。
システムの処置: 仮想バッファー・プールは、使用可能
な仮想記憶域で認められるサイズで作成されるか、その
サイズまで拡張されます。仮想バッファー・プールをま
ったく作成できないとき、その作成要求がアプリケーシ
ョンがページ・セット・オープンして引き起こされたも
のである場合は、 SQLCODE -904 (リソース利用不能)
がユーザーに戻されます。理由コード 00C200E8 および
バッファー・プール外部名が、カーソル表 (CT) に記録
されます。CT は、SQL 連絡域 (SQLCA) またはメッセ
ージで示されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ssnmDBM1 アドレ
ス・スペースの仮想記憶域の内容を分析した上で、さら
にとるべき処置を判断してください。該当する場合は、
ALTER TABLESPACE または ALTER INDEX ステー
トメントを使用して、別のバッファー・プールを使用す
る必要があるかもしれません。そうでなければ、ALTER
BUFFERPOOL コマンドを使用して、全バッファー・プ
ールの仮想記憶域の使用のバランスをとるようにしてく
ださい。
DSNB605I

UNABLE TO CREATE VIRTUAL
BUFFER POOL bpname TO SPECIFIED
SIZE DURING
STARTUP/RESTART.INSUFFICIENT
VIRTUAL STORAGE

に終わりました。その仮想バッファー・プールを作成す
るには、ssnmDBM1 アドレス・スペース内にある仮想記
憶域が不十分です。 バッファー・プールの名前は、
bpname です。
システムの処置: このバッファー・プールは作成されま
せん。バッファー・プールの作成が試みられるきっかけ
となった表スペースまたは索引オープン要求は、失敗に
終わります。 SQLCODE -904 (リソース利用不能) が、
ユーザーに戻されます。 理由コード 00C200E8 および
バッファー・プール外部名が、カーソル表 (CT) に記録
されます。CT は、SQL 連絡域 (SQLCA) またはメッセ
ージで示されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。このメッセージは、オペレーターが削除す
るまでコンソールに表示されたままです。
システム・プログラマーの応答: DSNDBM1
ssnmDBM1 アドレス・スペースの仮想記憶域の内容を分
析した上で、さらにとるべき処置を判別してください。
必要であれば、ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用
して、全バッファー・プールに対して使用する仮想記憶
域のバランスをとるようにしてください。
DSNB606I

説明: ハイパープールを要求したサイズで作成すること
ができないか、または要求したサイズに拡張することが
できません。 DSNDBMI アドレス・スペース内に十分
な仮想記憶域がないため、ハイパープールの管理に必要
なバッファー制御構造を作成できません。ハイパープー
ル・サイズは、ALTER BUFFERPOOL コマンドによっ
てセットされ、 DISPLAY BUFFER コマンドによって
照会することができます。 2GB のハイパープールを構
成するには、約 20MB の仮想記憶域が必要です。
システムの処置: ハイパープールは、使用可能な仮想記
憶域で認められるサイズで作成されるか、またはそのサ
イズまで拡張されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 詳細については、
DSNDBMI アドレス・スペースの仮想記憶域の内容を分
析してください。必要であれば、ALTER BUFFERPOOL
コマンドを使用して、アクティブな全バッファー・プー
ルに対するバッファー・プール仮想記憶域の使用率のバ
ランスをとるようにしてください。

説明: DB2 がその始動または再始動処理を実行してい
たとき、仮想バッファー・プールを作成する試みが失敗
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DSNB607I
DSNB607I

システムの処置: DB2 は、始動または再始動のデフォ
ルト値を使用して、仮想バッファー・プールを作成しま
す。 4KB および 32KB ページ・タイプのバッファー・
プールの場合、デフォルト値はそれぞれ 1000 および
12 です。

UNABLE TO CREATE HIPERPOOL
bpname NO EXPANDED STORAGE ON
THE SYSTEM

説明: システムに拡張ストレージがないため、DB2
は、ハイパープールをバッキングするための ESO ハイ
パースペースを作成することができません。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。このメッセージは、オペレーターが削除す
るまでコンソールに表示されたままです。

システムの処置: ハイパープールは作成されません。
ただし、ハイパープール作成の失敗は、対応する仮想バ
ッファー・プールの作成には影響を及ぼしません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: ALTER
TABLESPACE または ALTER INDEX ステートメント
を使用して、影響を受けた表スペースまたは索引を変更
し、使用可能なバッファー・プールを示すようにしてく
ださい。使用可能なバッファー・プールを判別するに
は、 DISPLAY BUFFERPOOL コマンドを使用してくだ
さい。必要であれば、ALTER BUFFERPOOL コマンド
を使用して、障害のあるバッファー・プールの VPSIZE
をゼロ以外の値にセットすることにより、そのバッファ
ー・プールを活動化してください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: システムに拡張ストレ
ージがないので、すべてのバッファー・プールのハイパ
ープール・サイズはゼロにセットしてください。
DSNB608I

UNABLE TO CREATE HIPERPOOL
bpname RETURN CODE = rr REASON
CODE = cccc

DSNB610I
説明: MVS DSPSERV マクロからエラーが戻されたた
め、DB2 は、ハイパープールをバッキングするための
ESO ハイパースペースを作成することができません。

説明: 次のいずれかのイベントが発生しました。

変数 rr と cccc は、このエラーの戻りコードと理由コ
ードを示します。

v DB2 が、表スペース・オープン要求に応えてバッフ
ァー・プールを作成しようとしましたが、バッファ
ー・プールのハイパープール・サイズがゼロでないこ
とを示しています。

システムの処置: ハイパープールは作成されません。
ただし、ハイパープール作成の失敗は、対応する仮想バ
ッファー・プールの作成には影響を及ぼしません。
オペレーターの応答:
てください。

DSNB609I

v ALTER BUFFERPOOL コマンドに、活動バッファ
ー・プールとしてハイパープール・サイズにゼロ以外
の値が指定されています。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害の詳細について
は、「MVS/ESA Programming: Authorized Assembler
Services Reference, Volumes 1-4」で、示された戻りコー
ドと理由コードを参照してください。
VIRTUAL BUFFER POOL bpname
CREATED USING DEFAULT SIZE
integer DURING
STARTUP/RESTART.VIRTUAL BUFFER
POOL SIZE IS ZERO

説明: DB2 の始動または再始動処理中にバッファー・
プールを活動化していたとき、仮想バッファー・プー
ル・サイズがゼロになっていました。ブートストラッ
プ・データ・セット (BSDS) が使用不能なため、または
バッファー・プール・サイズがゼロに変更された後で
DB2 異常終了が起こったためにゼロの値となった可能
性があります。バッファー・プールの名前は bpname
で、デフォルトのバッファー・プール・サイズは integer
です。

UNABLE TO CREATE HIPERPOOL
bpname - ASYNCHRONOUS DATA
MOVER FACILITY NOT INSTALLED

ただし、非同期データ移動プログラム機能がシステムに

| インストールされておらず、またシステムが高速データ
| 移動機能をサポートしていないため、ハイパープールを
| 作成することができません。
|

このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1OPS、DSNB1ABP
システムの処置: ハイパープールは作成されません。
ただし、ハイパープールが存在しなくても、仮想バッフ
ァー・プールには影響はありません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ハイパープールは作成
できないので、すべてのバッファー・プールのハイパー
プール・サイズをゼロにセットしてください。
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DSNB611I
DSNB611I

HIPERPOOL bpname DELETED —
ASYNCHRONOUS DATA MOVER
FACILITY IS INOPERATIVE

説明: DB2 が、既存のハイパープール内のデータにア
クセスしようとしましたが、非同期データ移動プログラ
ム機能から、この機能が操作不能であることを示すエラ
ーを受け取りました。
システムの処置: そのハイパープールは削除されます。
ただし、ハイパープールが存在しなくても、仮想バッフ
ァー・プールには影響はありません。

DSNB741I

csect-name DUPLEXING COULD NOT
BE ESTABLISHED FOR GROUP
BUFFER POOL gbpname REASON =
reason

説明: DB2 は、示されているグループ・バッファー・
プールの二重化を設定できませんでした。 reason は二
重化が設定できなかった理由を示す DB2 理由コードを
指示します。
システムの処置: グループ・バッファー・プールはシン
プレックス・モードに戻ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。このメッセージは、オペレーターが削除す
るまでコンソールに表示されたままです。

システム・プログラマーの応答: 示された理由コードに
関する説明を参照してください。

システム・プログラマーの応答: 適切な処置をとり、非
同期データ移動プログラム機能の可用性を復元してくだ
さい。非同期データ移動プログラム機能が利用可能にな
ったら、 ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、
ハイパープールを再作成してください。

DSNB742I

DSNB740I

csect-name ATTEMPTING TO
ESTABLISH DUPLEXING FOR GROUP
BUFFER POOL gbpname REASON =
reason

説明: DB2 が、示されているグループ・バッファー・
プールの二重化 (duplexing) の設定を要求しました。
reason は二重化が開始された理由を指示します。
reason は次のいずれかです。
OPERATOR
オペレーターが SETXCF コマンドを開始し
て、二重化を開始した。

説明: 示されているグループ・バッファー・プールの二
重化を設定する処理が正常に完了しました。
このメッセージの前には、二重化が開始された理由を示
すメッセージ DSNB740I があります。このメッセージ
は、二重化の設定に参加する各 DB2 メンバーによって
出されます。
システムの処置: グループ・バッファー・プールのメイ
ンライン要求の処理が再開されます。変更されたページ
のグループ・バッファー・プールへの書き込みは、この
時点以降に二重書き込みされます。
DSNB743I

POLICY
グループ・バッファー・プールの二重化を自動
的に設定する現在の活動化されている CFRM
ポリシー。
このメッセージは、二重化の設定に参加する各 DB2 メ
ンバーによって出されます。
システムの処置: 示されているグループ・バッファー・
プールに対してアクティブに接続されている DB2 メン
バーは、グループ・バッファー・プールの二重化の設定
に参加します。グループ・バッファー・プールへのアク
セスは、二重化の設定中は静止されます。

csect-name DUPLEXING HAS BEEN
SUCCESSFULLY ESTABLISHED FOR
GROUP BUFFER POOL gbpname

csect-name DUPLEXING IS BEING
STOPPED FOR GROUP BUFFER
POOL gbpname, FALLING BACK TO
PRIMARY REASON = reason1 DB2
REASON CODE = reason2

説明: 示されているグループ・バッファー・プールの二
重化が停止中です。二重化を停止するため、2 次グルー
プ・バッファー・プールが割り当て解除され、 DB2 は
1 次グループ・バッファー・プールでシンプレックス・
モードに戻ります。
reason1 は二重化が停止した理由を以下の通り指示しま
す。
OPERATOR
オペレーターが MVS コマンドを開始して二重
化を停止させた。
POLICY
グループ・バッファー・プールに
DUPLEX(DISABLED) を指定する新規の CFRM
ポリシーが活動化された。
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DSNB744I
LOSSCONNSEC
1 つまたは複数の DB2 メンバーが、2 次グル
ープ・バッファー・プール構造体との接続を失
った。

OPERATOR
オペレーターが MVS コマンドを開始して二重
化を停止させた。

STRFAILSEC
2 次グループ・バッファー・プール構造体で障
害が起こった。

グループ・バッファー・プールに
DUPLEX(DISABLED) を指定する新規の CFRM
ポリシーが活動化された。

POLICY

DB2REASON
DB2 が二重化の停止を決定した。 reason2 で
示された理由コードは DB2 が二重化を停止し
た理由を示します。

LOSSCONNPRI
1 つまたは複数の DB2 メンバーが、1 次グル
ープ・バッファー・プール構造体との接続を失
った。

DUPCONNCHG
コネクター・セットの変更により接続が十分で
なかったために二重化再構築が停止した。

STRFAILPRI
1 次グループ・バッファー・プール構造体で障
害が起こった。
DB2REASON
DB2 が二重化の停止を決定した。 reason2 で
示された理由コードは DB2 が二重化を停止し
た理由を示します。

reason1 に「DB2REASON」が示された場合、reason2 に
は DB2 が二重化を停止した理由を示す DB2 理由コー
ドが示されます。 reason1 が「DB2REASON」ではない
場合は、reason2 は 0 です。

reason1 に「DB2REASON」が示された場合、reason2 に
は DB2 が二重化を停止した理由を示す DB2 理由コー
ドが示されます。 reason1 が「DB2REASON」ではない
場合は、reason2 は 0 です。

このメッセージは、二重化されたグループ・バッファ
ー・プールに接続した DB2 メンバーによって出されま
す。
システムの処置: 2 次グループ・バッファー・プール構
造体は廃棄され、DB2 は 1 次グループ・バッファー・
プール構造体でシンプレックス・モードに戻ります。ア
クティブな CFRM ポリシーでグループ・バッファー・
プールに DUPLEX(AUTO) が指定された場合、二重化
がまだ可能であればその後自動的に再開されます。
システム・プログラマーの応答: 『DB2REASON』 が
原因で再構築が停止した場合は、示された理由コードに
関する説明を参照してください。 二重化が自動的に再
開されないが、グループ・バッファー・プールに二重化
が必要な場合は、 MVS SETXCF コマンドを使用して
二重化を再設定してください。
DSNB744I

csect-name DUPLEXING IS BEING
STOPPED FOR GROUP BUFFER
POOL gbpname, SWITCHING TO
SECONDARY REASON = reason1 DB2
REASON CODE = reason2

説明: 示されているグループ・バッファー・プールの二
重化が停止中です。二重化を停止するため、1 次グルー
プ・バッファー・プールが割り当て解除され、 DB2 は
2 次グループ・バッファー・プールに切り替えてシンプ
レックス・モードに戻ります。
reason1 は二重化が停止した理由を以下の通り指示しま
す。

このメッセージは、二重化されたグループ・バッファ
ー・プールに接続した DB2 メンバーによって出されま
す。

|
|
|
|
|
|

システムの処置: 1 次グループ・バッファー・プール構
造体は廃棄され、DB2 は 2 次グループ・バッファー・
プール構造体でシンプレックス・モードに戻ります。ア
クティブな CFRM ポリシーでグループ・バッファー・
プールに DUPLEX(ENABLED) が指定された場合、二重
化がまだ可能であればその後自動的に再開されます。
システム・プログラマーの応答: 『DB2REASON』 が
原因で再構築が停止した場合は、示された理由コードに
関する説明を参照してください。 二重化が自動的に再
開されないが、グループ・バッファー・プールに二重化
が必要な場合は、 MVS SETXCF コマンドを使用して
二重化を再設定してください。
DSNB745I

csect-name THE TRANSITION BACK TO
SIMPLEX MODE HAS COMPLETED
FOR GROUP BUFFER POOL gbpname

説明: 示されているグループ・バッファー・プールは、
二重モードからシンプレックス・モードへの変換が完了
しました。
このメッセージの前には、二重化が停止された理由を示
すメッセージ DSNB743I またはメッセージ DSNB744I
のいずれかがあります。このメッセージは、グループ・
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DSNB749I
バッファー・プールに接続された DB2 メンバーによっ
て出されます。

| システムの処置: グループ・バッファー・プールはシン
| プレックス・モードに戻りますが、これは変更されたペ
| ージのグループ・バッファー・プールへの書き込みがシ
| ンプレックスになることを意味します。アクティブな
| CFRM ポリシーでグループ・バッファー・プールに
| DUPLEX(ENABLED) が指定された場合、二重化がまだ
| 可能であればその後自動的に再開されます。これは、グ
| ループ・バッファー・プールが一時的にシンプレック
| ス・モードに戻っただけであることを意味します (すぐ
| に二重モードに戻る)。
DSNB749I

GBPCACHE NO IS NOT ALLOWED
FOR gbpname BECAUSE IT IS
DUPLEXED

v グループ・バッファー・プールの MVS CFRM 管理
ポリシー情報にアクセスできる。
CFRM ポリシー情報にアクセスできない場合、メッセー
ジ DSNB751I は、グループ・バッファー・プール情報
の部分的な表示を示します。
一連のメッセージ DSNB755I 〜 DSNB759I には、グル
ープ・バッファーの割り振り特性に関する情報が含まれ
ています。メッセージ DSNB765I 〜 DSNB769I には、
グループ・バッファー・プールへの DB2 接続に関する
情報が、メッセージ DSNB770I 〜 DSNB788I には、グ
ループ・バッファー・プールの使用に関する統計が、含
まれています。範囲内のすべてのメッセージ・メンバー
が使用されるわけではないことに注意してください。メ
ッセージ DSNB790I は、表示を終了します。
DSNB751I

説明: このメッセージは、GBPCACHE 属性の YES か
ら NO への変更を要求する ALTER
GROUPBUFFERPOOL コマンドへの応答として出されま
すが、グループ・バッファー・プールが二重モードのた
め、YES から NO への変更は許可されません。
システムの処置: GBPCACHE(YES) から
GBPCACHE(NO) への変更要求は受け入れられません。
システム・プログラマーの応答: GBPCACHE(NO) と二
重化は同時に指定することはできません。
GBPCACHE(NO) を指定する場合には、その前にグルー
プ・バッファーをシンプレックス・モードにする必要が
あります。グループ・バッファー・プールをシンプレッ
クス・モードにするには、以下に示すプロシージャーの
いずれかを行ってください。
v グループ・バッファー・プールに
DUPLEX(DISABLED) を指定した新規の CFRM ポリ
シーを活動化する。これはグループ・バッファー・プ
ールを当面二重化する予定がない場合に望ましい方式
です。
v アクティブな CFRM ポリシーのグループ・バッファ
ー・プールに DUPLEX(AUTO) が指定されていない
ことを確認した後、MVS コマンド SETXCF
STOP,REBUILD,DUPLEX を出す。
DSNB750I

v それが、コマンドの選択基準を満たす。
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説明: DB2 は、DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として、グループ・バッファー・プー
ル・ポリシー情報を検索できませんでした。 MVS 照会
要求 (IXCQUERY) が正常に完了しなかったか、または
グループ・バッファー・プールの補助構造が、MVS
CFRM 管理ポリシーで定義されていません。正確な理由
を判別するため、照会要求時に MVS が戻した戻りコー
ド retcode および理由コード reason を検査してくださ
い。 IXCQUERY コードの説明については、「MVS/ESA
プログラミング: シスプレックス・サービス 解説書」を
参照してください。IXCQUERY 要求が正常に完了しな
かった場合は、要求されたとしても、CONNLIST 情報
を入手できません。
システムの処置: 処理は続行されますが、表示された情
報は不十分です。
DSNB752I

DISPLAY FOR GROUP BUFFER POOL
gbpname FOLLOWS

説明: このメッセージは、DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答として出さ
れます。以下が当てはまるとき、このメッセージは、グ
ループ・バッファー・プール gbpname の表示の始まり
を知らせます。

MVS CFRM POLICY INFORMATION
NOT AVAILABLE FOR GROUP
BUFFER POOL gbpname MVS
IXCQUERY RETURN CODE = retcode
MVS IXCQUERY REASON CODE =
reason A PARTIAL DISPLAY
FOLLOWS

GROUP DETAIL STATISTICS ARE
NOT AVAILABLE FOR THE GROUP
BUFFER POOL BECAUSE A REBUILD
IS IN PROGRESS

説明: グループ・バッファー・プールの再構築が行われ
ているため、 DB2 は、DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答としてのグ
ループ・バッファー・プール・グループ (GDETAIL) の
統計を取得することができません。先行メッセージ
DSNB750I または DSNB751I は、関連するグループ・
バッファー・プールを示します。
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DSNB753I
システムの処置:
DSNB753I

GROUP BUFFER POOL STRUCTURE
OWNER INFORMATION NOT
AVAILABLE IRLM NOTIFY RETURN
CODE = retcode IRLM NOTIFY
REASON CODE = reason

説明: IRLM 通知要求が正常に完了しなかったため、
DB2 は、グループ・バッファー・プール構造の所有者
に関する情報をメッセージ DSNB798I 用に取得するこ
とができませんでした。先行メッセージ DSNB750I ま
たは DSNB751I は、関連するグループ・バッファー・
プールを示します。
retcode

通知要求が出されている IRLM からの戻りコ
ード

reason

通知要求が出されている IRLM からの理由コ
ード

IRLM の戻りコードおよび理由コードの説明について
は、 1497 ページの『第 59 章 IRLM エラーの戻りコ
ードと理由コード』 を参照してください。
システムの処置:
DSNB755I

処理は続行されます。

DB2 GROUP BUFFER POOL STATUS
CONNECTED = status1 CURRENT
DIRECTORY TO DATA RATIO = ratio1
PENDING DIRECTORY TO DATA
RATIO = ratio2

説明: これは、DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマン
ドに対する応答として出され、 DB2 が認識しているグ
ループ・バッファー・プールの状態についての情報を表
示する 2 つのメッセージのうち最初のメッセージで
す。このメッセージに続いて、メッセージ DSNB756I
が出されます。先行メッセージ DSNB750I または
DSNB751I は、関連するグループ・バッファー・プール
を示します。
status1

ratio1

ratio2

時に有効になるために必要となるディレクトリ
ー項目のデータ・ページに対する比率。

処理は続行されます。

この DB2 がグループ・バッファー・プールに
接続されているかどうか。
YES

この DB2 がグループ・バッファー・
プールに接続されている。

NO

この DB2 がグループ・バッファー・
プールに接続されていない。

データ・ページに対するディレクトリー項目の
比率。このグループ・バッファー・プールの現
行割り振りに指定されます。グループ・バッフ
ァー・プールが現在割り振られていない場合、
このフィールドはブランクになります。

DSNB756I

CLASS CASTOUT THRESHOLD =
threshold1 % GROUP BUFFER POOL
CASTOUT THRESHOLD = threshold2 %
GROUP BUFFER POOL CHECKPOINT
INTERVAL = interval MINUTES
RECOVERY STATUS = status1
AUTOMATIC RECOVERY =
auto-rec-parm

説明: これは、2 つのメッセージの内の 2 番目のメッ
セージで、 DB2 が認識しているグループ・バッファ
ー・プールの状態についての情報を表示します。 DB2
が、グループ・バッファー・プールの MVS CFRM ポ
リシー情報の取得に成功した場合、メッセージ
DSNB757I 〜 DSNB759I がこのメッセージのすぐ後に
続いて出されます。先行メッセージ DSNB750I または
DSNB751I は、関連するグループ・バッファー・プール
を示します。
threshold1
クラス・キャストアウトを開始するしきい値。
グループ・バッファー・プール・サイズの割合
として示されます。
threshold2
グループ・バッファー・プール・レベルでキャ
ストアウトを開始するしきい値。グループ・バ
ッファー・プール・サイズの割合として示され
ます。
interval グループ・バッファー・プール・チェックポイ
ントの開始の間隔の時間を分単位で表したも
の。
status1

グループ・バッファー・プールのリカバリー状
態。
DAP

損傷評価保留状態。 DB2 は、結合機
構構造の障害に応じて、グループ・バ
ッファー・プールの損傷評価を行って
いる途中です。グループ・バッファ
ー・プールは、DB2 によって内部的
に一時的に停止され、損傷評価プロセ
スが完了するまで使用することはでき
ません。

NORMAL
このグループ・バッファー・プールに
は、リカバリー保留になっている処置
はありません。
auto-rec-parm
自動リカバリーのパラメーターを指定します。

グループ・バッファー・プールの次の割り振り
第 5 章 DB2 メッセージ
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DSNB757I
DB2 は、グループ・バッファー・プ
ールの障害が発生すると、このグルー
プ・バッファー・プールを使用するオ
ブジェクトのリカバリーを自動的に開
始します。これはデフォルトの値で
す。

YES

DB2 は、グループ・バッファー・プ
ールのリカバリーを自動的に開始しま
せん。グループ・バッファー・プール
に障害が発生した場合は、手作業で
DB2 -START DATABASE コマンドを
出してリカバリーしなければなりませ
ん。

NO

DSNB757I

MVS CFRM POLICY STATUS FOR
coupling facilityname = status2 MAX SIZE
INDICATED IN POLICY = psize KB
ALLOCATED = status1

説明: DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの場
合、このメッセージには、グループ・バッファー・プー
ルに関連する構造の状態が含まれています。それが表示
されるのは、MVS CFRM 管理ポリシーの照会に DB2
が成功した場合だけです。そのすぐ前に、メッセージ
DSNB756I が出され、構造が割り振られる場合にはメッ
セージ DSNB758I および DSNB759I が続きます。先行
メッセージ DSNB750I は、関連するグループ・バッフ
ァー・プールを示します。
coupling facilityname
このグループ・バッファー・プールの補助結合
機構構造名。たとえば、DSNCAT_GBP0。
status2

DSNB758I

説明: このメッセージは、2 つのメッセージのうちの最
初のメッセージで、 DISPLAY GROUPBUFFERPOOL
コマンドに応答して、グループ・バッファー・プールの
割り振り情報を示します。このメッセージが出されるの
は、MVS CFRM ポリシーが正常に照会され、グルー
プ・バッファー・プールが割り振られ、DB2 が判断す
る場合だけです。そのすぐ前に、メッセージ DSNB757I
が出されます。先行メッセージ DSNB750I は、関連す
るグループ・バッファー・プールを示します。
asize

実際に割り振られたグループ・バッファー・プ
ール構造のサイズ (キロバイト単位)。

volstat

このグループ・バッファー・プールに対する補
助グループ・バッファー・プール構造の揮発
性。
VOLATILE
補助結合機構構造は揮発性である。
NON-VOLATILE
補助結合機構構造は揮発性ではない。

rbldstat グループ・バッファー・プール構造の再構築が
行われているかどうかを示します。再構築中の
場合は、行われている再構築処理の段階も示し
ます。
NONE

NORMAL
構造は、現行の CFRM ポリシーで定
義され、現行 MVS 制約は受けませ
ん。

CONNECT
再構築が行われており、現在は再構築
接続フェーズです。
CLEANUP
再構築が完了し、接続された DB2 メ
ンバーが新しいグループ・バッファ
ー・プール構造を使用する最終的な準
備をしています。

CHNGP
構造ポリシーの保留を変更します。
CFRM ポリシー定義に示された結合機構構造の
サイズ (キロバイト単位)。

status1

補助結合機構構造が現在割り振られているかど
うか。
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YES

結合機構構造は、結合機構に割り振ら
れています。

NO

結合機構構造は、どの結合機構にも割
り振られていません。

再構築は行われていません。

QUIESCE
再構築が行われており、現在は再構築
静止フェーズです。

補助結合機構構造の MVS グローバル状態。

psize

ALLOCATED SIZE = asize KB
VOLATILITY STATUS = volstat
REBUILD STATUS = rbldstat CFLEVEL
= cfname, cflevel

STOPPING
再構築が停止し、接続された DB2 メ
ンバーが元のバッファー・プール構造
に戻るための準備をしています。
cfname

このグループ・バッファー・プールが割り振ら
れている結合機構の結合機構レベル。

cflevel

このグループ・バッファー・プールが割り振ら
れている結合機構の結合機構レベル。
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DSNB759I
DSNB759I

NUMBER OF DIRECTORY ENTRIES =
dir# NUMBER OF DATA PAGES =
data# NUMBER OF CONNECTIONS =
conn#

説明: このメッセージは、2 つのメッセージのうち 2
番目のメッセージで、 DISPLAY GROUPBUFFERPOOL
コマンドに対してグループ・バッファー・プールの割り
振り情報を示します。それが出されるのは、MVS
CFRM 管理ポリシーを正常に照会し、グループ・バッフ
ァー・プールが割り振られていることを示す場合だけで
す。そのすぐ前に、メッセージ DSNB758I が出されま
す。先行メッセージ DSNB750I は、関連するグルー
プ・バッファー・プールを示します。
dir#

結合機構構造に割り振られたディレクトリー項
目の実数。

data#

結合機構構造に割り振られたデータ・ページの
実数。

conn#

結合機構構造に接続されている DB2 サブシス
テムの数。これには、アクティブ接続と持続障
害接続の両方が含まれています。 DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドの CONNLIST
オプションは、接続状態の情報を提供します。

DSNB760I

GBPCACHE OPTION SET TO value
FOR gbpname. IT WILL TAKE EFFECT
ON THE NEXT REALLOCATION

更を要求する ALTER GROUPBUFFERPOOL に対する
応答として、このメッセージが出されます。新規の設定
が有効になるのは、GBPCACHE 属性が YES に変更さ
れた後、次に結合機構キャッシュ構造体が割り当てられ
た時です。
システム・プログラマーの応答: ALTER
GROUPBUFFERPOOL コマンドを使用して GBPCACHE
属性を YES に変更し、変更が有効になった時に、MVS
コマンド SETXCF START, REBUILD を使用してくだ
さい。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB762I

説明: このメッセージは、グループ・バッファー・プー
ルが二重モードの場合に、GDETAIL オプションが指定
された DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの結
果として表示されます。また、2 次グループ・バッファ
ー・プールへの書き込みに関する統計と、 2 次グルー
プ・バッファー・プールの変更されたページの合計数を
リストします。 secondary-gbpname は「-SEC」の接尾部
をもつ (GBP0 など) 通常のグループ・バッファー・プ
ール名です。
s1

変更されたページ書き込みヒット・カウンタ
ー。変更されたページの結合機構書き込み要求
が正常に完了した回数。グループ・バッファ
ー・プールが全体の報告書作成間隔について二
重モードであった場合、この数値は 1 次グル
ープ・バッファー・プールについてメッセージ
DSNB786I でレポートされる変更されたページ
書き込みヒット・カウンターとおおよそ等しく
なくてはなりません。ただし、表示装置のカウ
ンター情報を収集する時のタイミング・ウィン
ドウのため、または発生した可能性のある以前
のトランザクション障害のため、カウントが正
確には同じでない場合があります。

s2

書き込み失敗キャッシュ全体カウンター。 2
次グループ・バッファー・プールにストレージ
が不足していたために、結合機構書き込み要求
が完了しなかった回数。

s3

変更された合計カウンター。 2 次グループ・
バッファー・プールで変更されたページの現在
の数のスナップショット値。このカウンターに
表示される値は、これが増分表示か累積表示か
による影響を受けません。グループ・バッファ
ー・プールが二重モードの場合、この数値は 1

説明: このメッセージは、GBPCACHE 属性の変更を要
求する ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドに対す
る応答として出されます。またこのメッセージは、
GBPCACHE オプションが指定されていない場合でも、
グループ・バッファー・プール向けの最初の ALTER
GROUPBUFFERPOOL コマンドである場合、このメッセ
ージが出されます。 (この場合、メッセージには
GBPCACHE オプションに YES が示されます。）新規の
設定は、次に結合機構キャッシュ構造体が割り当てられ
た時に有効になります。
システム・プログラマーの応答: 変更が有効になった
ら、MVS コマンド SETXCF START, REBUILD を使用
してください。
システムの処置:
DSNB761I

処理は続行されます。

THE NEW SETTING WILL TAKE
EFFECT AFTER THE GBPCACHE
ATTRIBUTE HAS BEEN CHANGE TO
YES

説明: GBPCACHE NO がコマンドに指定された時かあ
るいは現行の GBPCACHE 属性が NO の時に、
RATIO、CLASST、GBPOOLT または GBPCHKPT の変

DUPLEXING STATISTICS FOR
secondary-gbpname WRITES CHANGED
PAGES = s1 FAILED DUE TO LACK
OF STORAGE = s2 CHANGED PAGES
SNAPSHOT VALUE = s3
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DSNB763I
次グループ・バッファー・プールについてメッ
セージ DSNB786I でレポートされる変更され
た合計カウンターとおおよそ等しくなくてはな
りません。ただし、表示装置のカウンター情報
を収集する時のタイミング・ウィンドウのた
め、または発生した可能性のある以前のトラン
ザクション障害のため、カウントが正確には同
じでない場合があります。

帯、または発生した以前のトランザクション障
害のため、カウントが正確には同じではありま
せん。
s2

2 次グループ・バッファー・プールにストレー
ジが不足したために完了しなかった結合機構書
き込み要求。

s3

2 次グループ・バッファー・プールに変更ペー
ジが書き込まれたかについて DB2 が調べた
が、書き込みがまだ完了していなかったので、
2 次グループ・バッファー・プールへの書き込
みが完了するまで、トランザクションが 待機
しなければならなかった回数。

グループ明細報告書については、DB2 データ共用: 計画
および管理 を参照してください。
DSNB763I

gbpname IS NOT DEFINED WITH
GBPCACHE NO

説明: このメッセージは、TYPE(NOCACHE) および選
択リストで指定された名前または名前のリストを指定し
た DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する
応答として出されます。指定されたグループ・バッファ
ー・プールは GBPCACHE NO と定義されておらず、そ
のため表示すべき資格を満たしていません。このメッセ
ージは、「GBPCACHE NO」基準に適合しない各グルー
プ・バッファー・プールごとに 1 回出されます。
システムの処置: このグループ・バッファー・プールの
表示が終了します。他のグループ・バッファー・プール
名を処理する必要がある場合、コマンド処理は続行され
ます。
DSNB764I

DUPLEXING STATISTICS FOR
secondary-gbpname WRITES CHANGED
PAGES = s1 FAILED DUE TO LACK
OF STORAGE = s2 ASYNCHRONOUS
COMPLETION CHECKS = s3

説明: このメッセージは、グループ・バッファー・プー
ルが二重モードの場合に、MDETAIL オプションが指定
された DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの結
果として表示されます。また、2 次グループ・バッファ
ー・プールへの書き込みに関する統計をリストします。
secondary-gbpname は「-SEC」の接尾部をもつ (GBP0
など) 通常のグループ・バッファー・プール名です。
s1
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変更されたページの結合機構書き込み要求。グ
ループ・バッファー・プールが全体の報告書を
作成する間二重モードであった場合、この数値
は、変更ページの (メッセージ DSNB776I に示
される) 1 次グループ・バッファー・プールへ
の同期書き込み、および変更ページの (メッセ
ージ DSNB777I に示される) 1 次グループ・バ
ッファー・プールへの非同期書き込みの合計と
おおよそ同じでなければなりません。ただし、
表示装置のカウンター情報を収集する時の時間

メンバー明細報告書については、DB2 データ共用: 計画
および管理 を参照してください。
DSNB765I

NO CONNLIST REPORT IS
GENERATED. THERE ARE NO
CONNECTIONS TO THIS GROUP
BUFFER POOL.

説明: 報告するグループ・バッファー・プールの接続名
がない場合、 CONNLIST オプションを指定した
DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに応答して、
DB2 はこのメッセージを表示します。先行メッセージ
DSNB750I は、関連するグループ・バッファー・プール
を示します。
DSNB766I

THE CONNLIST REPORT FOLLOWS

説明: DB2 は、CONNLIST オプションを指定した
DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに応答して、
このグループ・バッファー・プールの CONNLIST 表示
の始まりを示すこのメッセージを表示します。先行メッ
セージ DSNB750I は、関連するグループ・バッファ
ー・プールを示します。
DSNB767I

CONNECTION NAME = conname,
CONNECTION STATUS = status
CONNECTOR’S RELEASE = DB2
release

説明: このメッセージでは、CONLIST オプションを指
定したDISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの結果
として生じた表示情報が示されます。グループ・バッフ
ァー・プールに対して定義した接続ごとに、 1 つの
DSNB767I メッセージが出されます。関連するグルー
プ・バッファー・プールは、先行する DSNB750I メッ
セージで示されます。
conname
接続の名前。 DB2 サブシステムは、DB2 メン
バー名を接続名として使用します。
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DSNB768I
status

接続の状態。
A

アクティブ。

F

持続失敗。

D

再構築中に、元の構造および新しい構
造の両方に 2 重に接続された。

DB2 release
接続された DB2 のリリース。
DSNB768I

THERE ARE NO GROUP BUFFER
POOLS DEFINED WITH GBPCACHE
NO

説明: TYPE(NOCACHE) オプションおよび選択リスト
にアスタリスク (*) を指定した DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドが出され、 DB2 が
GBPCACHE(NO) 属性で定義されたグループ・バッファ
ー・プールが存在しないと判断すると、このメッセージ
が出されます。
システムの処置:
DSNB769I

コマンド処理は終了します。

THE CONNLIST REPORT IS
COMPLETE

説明: DB2 は、CONNLIST オプションを指定した
DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに応答して、
このグループ・バッファー・プールの CONNLIST 表示
の終わりを示すこのメッセージを表示します。先行メッ
セージ DSNB750I は、関連するグループ・バッファ
ー・プールを示します。
DSNB770I

MEMBER DETAIL STATISTICS ARE
NOT AVAILABLE FOR THE GROUP
BUFFER POOL. THIS DB2 HAS
NEVER BEEN CONNECTED TO THE
GROUP BUFFER POOL.

説明: このメッセージは、MDETAIL を指定した
DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答
として出されます。 MDETAIL 統計は、要求されたグ
ループ・バッファー・プールには使用できません。この
DB2 は始動以来グループ・バッファー・プールに接続
していないからです。先行メッセージ DSNB750I また
は DSNB751I は、関連するグループ・バッファー・プ
ールを示します。
システムの処置:

処理は続行されます。

DSNB771I

INCREMENTAL MEMBER DETAIL
STATISTICS SINCE basetime

説明: このメッセージは、MDETAIL(INTERVAL) が指
定された DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに
対する応答として表示されます。それは、統計が累計さ
れるの開始時刻を示します。 これは、この DB2 の前
回の MDETAIL 増分表示の時刻、または前回の
MDETAIL 増分表示がない場合は DB2 がグループ・バ
ッファー・プールに最初に接続した時刻です。先行メッ
セージ DSNB750I または DSNB751I は、関連するグル
ープ・バッファー・プールを示します。
システムの処置:
DSNB772I

処理は続行されます。

CUMULATIVE MEMBER DETAIL
STATISTICS SINCE basetime

説明: このメッセージは、MDETAIL(*) が指定された
DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答
として表示されます。それは、統計が累計されるの開始
時刻を示します。 これは、この DB2 がグループ・バ
ッファー・プールに最初に接続した時刻です。先行メッ
セージ DSNB750I または DSNB751I は、関連するグル
ープ・バッファー・プールを示します。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB773I

MEMBER DETAIL STATISTICS
SYNCHRONOUS READS DUE TO
BUFFER INVALIDATION DATA
RETURNED = r1 DATA NOT
RETURNED = r2

説明: これは、ローカル統計を含む 8 つのメッセージ
のうち最初のメッセージで、 MDETAIL オプションを
指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの
結果、表示されます。これは、グループ・バッファー・
プールの事前取り出し読み取り統計をリストしていま
す。先行メッセージ DSNB750I または DSNB751I は、
関連するグループ・バッファー・プールを示します。こ
のメッセージの後に常にメッセージ DSNB774I、
DSNB775I、 DSNB789I、および DSNB776I 〜
DSNB779I が出されます。
カウンターの説明は、以下にリストされています。その
記述で、『synchronous (同期)』 という語は、結合機構
対話が、DB2 ユーザーの実行単位下でされることを意
味しています。
r1

仮想バッファーまたはハイパープール・バッフ
ァーが 『無効』 とマーク付けられたため、同
期結合機構読み取り要求が出されます。グルー
プ・バッファー・プールからデータが正常に戻
されます。
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DSNB774I
r2

DSNB774I

カウンターの説明は、以下にリストされています。その
記述で、″同期″ という語は、結合機構対話が、DB2 ユ
ーザーの実行単位下でなされることを意味しています。

r4

必要なデータが仮想バッファー・プールまたは
ハイパープール・バッファーにないため、同期
結合機構読み取り要求が出されます。グルー
プ・バッファー・プールからデータが正常に戻
されます。
必要なデータが仮想バッファー・プールまたは
ハイパープール・バッファーにないため、同期
結合機構読み取り要求が出されます。データ
は、グループ・バッファー・プールからは戻さ
れません。

DSNB775I

PREFETCH READS DATA NOT
RETURNED = r5 REGISTER PAGE
LIST NOT AVAILABLE DATA
RETURNED = r6

説明: これは、ローカル統計を含む 8 つのメッセージ
のうち 3 番目のメッセージで、 MDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
の結果として表示されます。これは、グループ・バッフ
ァー・プールの事前取り出し読み取り統計をリストして
います。先行メッセージ DSNB750I または DSNB751I
は、関連するグループ・バッファー・プールを示しま
す。
r5
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RPL を使用している場合は、RPL 要求の後に
グループ・バッファー・プールからリトリーブ
されなかったページ数です (これらのページは
DASD から検索されました)。 RPL を使用し
ている場合は、この数に関連する結合機構の対
話は全く行われない点に注意してください。た
だし、GBP でページがキャッシュされないた
めに DB2 がページに対する結合機構読み取り
要求を出さずに直接 DASD にアクセスできる
ことが RPL フィードバックで示されている場
合は、この数は増加します。

DUE TO DATA PAGE NOT IN
BUFFER POOL DATA RETURNED =
r3 DATA NOT RETURNED = r4

説明: これは、ローカル統計を含む 8 つのメッセージ
のうち 2 番目のメッセージで、 MDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
の結果として表示されます。また、グループ・バッファ
ー・プールのよりローカルな同期読み取り統計をリスト
します。先行メッセージ DSNB750I または DSNB751I
は、関連するグループ・バッファー・プールを示しま
す。このメッセージの前に常にメッセージ DSNB773I
が出され、メッセージ DSNB775I、DSNB789I、および
DSNB776I から DSNB779I が続いて出されます。

r3

しでグループ・バッファー・プールからデータ
が戻されなかった 場合の結合機構読み取り要
求の回数です。

仮想バッファーまたはハイパープール・バッフ
ァーが 『無効』 とマーク付けられたため、同
期結合機構読み取り要求が出されます。データ
は、グループ・バッファー・プールからは戻さ
れません。

「レジスター・ページ・リスト」(RPL) 機能を
使用していない場合は、この値は、事前取り出

r6

RPL を使用していない場合は、事前取り出し
でグループ・バッファー・プールからデータが
戻される場合の結合機構読み取り要求の回数で
す。
RPL を使用している場合は、この数は 0 にな
ります。

DSNB776I

SYNCHRONOUS WRITES CHANGED
PAGES = w1 CLEAN PAGES = w2

説明: これは、ローカル統計を含む 8 つのメッセージ
のうち 5 番目のメッセージで、 MDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
の結果として表示されます。また、グループ・バッファ
ー・プールのいくつかのローカル書き込み統計をリスト
します。先行メッセージ DSNB750I または DSNB751I
は、関連するグループ・バッファー・プールを示しま
す。このメッセージの前には、常にメッセージ
DSNB773I から DSNB775I、および DSNB789I が出さ
れ、メッセージ DSNB777I から DSNB779I が後に出さ
れます。
カウンターの説明は、以下にリストされています。その
記述で、″同期″ という語は、結合機構対話が、DB2 ユ
ーザーの実行単位下でなされることを意味しています。
w1

変更されたページの同期結合機構書き込み要
求。

w2

白紙ページの同期結合機構書き込み要求。

DSNB777I

ASYNCHRONOUS WRITES CHANGED
PAGES = w3 CLEAN PAGES = w4
FAILED WRITES DUE TO LACK OF
STORAGE = w5

説明: これは、ローカル統計を含む 8 つのメッセージ
のうち 6 番目のメッセージで、 MDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
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DSNB778I
の結果として表示されます。それは、グループ・バッフ
ァー・プールのローカル書き込みおよび相互無効化統計
をリストします。先行メッセージ DSNB750I または
DSNB751I は、関連するグループ・バッファー・プール
を示します。このメッセージの前に常にメッセージ
DSNB773I 〜 DSNB775I、DSNB789I、および
DSNB776I が出され、DSNB778I 〜 DSNB779I が続い
て出されます。
カウンターの説明は、以下にリストされています。その
記述で、″同期″ という語は、結合機構対話が、事前取り
出しのように、 DB2 ユーザーの実行単位下でなされる
ことを意味しています。
w3

変更されたページの非同期結合機構書き込み要
求。

w4

白紙ページの非同期結合機構書き込み要求。

w5

グループ・バッファー・プールにストレージが
不足したために完了しなかった結合機構書き込
み要求。

DSNB779I

説明: これは、ローカル統計を含む 10 個のメッセージ
のうち 9 番目のメッセージで、 MDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
の結果として表示されます。また、グループ・バッファ
ー・プールの各種ローカル統計をリストします。関連す
るグループ・バッファー・プールは、先行メッセージ
DSNB750I または DSNB751I で示されます。このメッ
セージの前には、常にメッセージ DSNB773I 〜
DSNB775I、 DSNB789I、DSNB776I 〜 DSNB778I、お
よび DSNB796I が出されます。このメッセージの後に
は、メッセージ DSNB797I が続きます。
カウンター:
e1

キャストアウトに使用できないエンジン。

e2

結合機構書き込みに使用できないエンジン。

DSNB780I
DSNB778I

CASTOUT THRESHOLDS DETECTED
FOR CLASSES = t1 FOR GROUP
BUFFER POOL = t2 GBP
CHECKPOINTS TRIGGERED = k1
PARTICIPATION IN REBUILD = k2

説明: これは、ローカル統計を含む 10 つのメッセージ
のうち 7 番目のメッセージで、 MDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
の結果として表示されます。これによって、グループ・
バッファー・プールのローカル・キャストアウトしきい
値統計がリストされます。また、グループ・バッファ
ー・プールのチェックポイントや再構築統計についても
リストされます。先行メッセージ DSNB750I または
DSNB751I は、関連するグループ・バッファー・プール
を示します。このメッセージの前には、常にメッセージ
DSNB773I 〜 DSNB775I、 DSNB789I、DSNB776I、お
よび DSNB777I が出されます。また、このメッセージ
の後にはメッセージ DSNB796I、DSNB779I、および
DSNB797I が出されます。
カウンター:
t1

クラス・キャストアウトしきい値が検出された
回数。

t2

グループ・バッファー・プール・キャストアウ
トしきい値が検出された回数。

k1

起動されたグループ・バッファー・プール・チ
ェックポイントの数。

k2

このメンバーがグループ・バッファー・プール
構造の再構築に参加した回数。

ENGINES NOT AVAILABLE FOR
CASTOUT = e1 FOR WRITING = e2

GROUP DETAIL STATISTICS ARE
NOT AVAILABLE FOR THE GROUP
BUFFER POOL. THIS DB2 IS NOT
CURRENTLY CONNECTED TO THE
GROUP BUFFER POOL.

説明: DB2 は、DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマ
ンドに対する応答として、グループ・バッファー・プー
ル・グループ (GDETAIL) 統計を検索できませんでし
た。この DB2 は現在グループ・バッファー・プールに
接続されていないからです。先行メッセージ DSNB750I
または DSNB751I は、関連するグループ・バッファ
ー・プールを示します。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB781I

GROUP DETAIL STATISTICS ARE
NOT AVAILABLE FOR THE GROUP
BUFFER POOL. MVS IXLCACHE
RETURN CODE = retcode MVS
IXLCACHE REASON CODE = reason

説明: DB2 は、DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマ
ンドを出しましたが、グループ・バッファー・プール・
グループ (GDETAIL) 統計を検索できませんでした。統
計要求 (IXLCACHE マクロ) が正常に完了しなかったた
めです。先行メッセージ DSNB750I または DSNB751I
は、関連するグループ・バッファー・プールを示しま
す。
retcode

統計要求時の MVS からの戻りコード。

reason

統計要求時の MVS からの理由コード。
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DSNB782I
IXLCACHE 戻りコードおよび理由コードの説明につい
ては、「MVS/ESA プログラミング: シスプレックス・サ
ービス 解説書」を参照してください。
システムの処置:
DSNB782I

処理は続行されます。

INCREMENTAL GROUP DETAIL
STATISTICS SINCE basetime

説明: このメッセージは、GDETAIL(INTERVAL) が指
定された DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに
よって表示されます。それは、統計が累計されるの開始
時刻を示します。 これは、この DB2 の前回の
GDETAIL 増分表示の時刻、または前回の GDETAIL 増
分表示がない場合はグループ・バッファー・プールが割
り振られたかまたは再割り振りされた時刻です。
システムの処置:
DSNB783I

処理は続行されます。

CUMULATIVE GROUP DETAIL
STATISTICS SINCE basetime

説明: このメッセージは、GDETAIL(*) が指定された
DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答
として表示されます。それは、統計が累計されるの開始
時刻を示します。 これは、グループ・バッファー・プ
ールが最初に割り振られたか、または再割り振りされた
時刻です。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB784I

DSNB785I

説明: これは、グループ統計を含む 5 つのメッセージ
のうち 2 番目のメッセージで、 GDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
の結果として表示されます。また、グループ・バッファ
ー・プールの読み取り統計を続行します。関連するグル
ープ・バッファー・プールは、先行メッセージ
DSNB750I または DSNB751I で示されます。このメッ
セージの前に常にメッセージ DSNB784I が出され、メ
ッセージ DSNB786I 〜 DSNB788I が続いて出されま
す。
このメッセージのすべての「読み取りカウンター」は、
結合機構読み取り要求時にデータが戻されなかった場合
を示します。
r2

「Read miss directory hit」カウンター。ページ
を指定して結合機構読み取り要求を出し、ディ
レクトリー項目が存在するが、そのページのデ
ータがキャッシュされなかった回数。

r3

「Read miss name assigned」カウンター。ペー
ジ時を指定して結合機構読み取り要求を出し、
ディレクトリー項目が作成された回数。

r4

「Read miss assignment suppressed」カウンタ
ー。ページを指定して結合機構読み取り要求を
出し、ディレクトリー項目が存在していないで
作成されなかった回数。

r5

「Read miss cache full」カウンター。ページを
指定して結合機構読み取り要求を出し、グルー
プ・バッファー・プールにストレージが不足し
ているためにディレクトリー項目が存在せず作
成されない回数。

GROUP DETAIL STATISTICS READS
DATA RETURNED = r1

説明: これは、グループ統計を含む 5 つのメッセージ
のうち最初のメッセージで、 GDETAIL オプションを指
定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの結
果として表示されます。それは、グループ・バッファ
ー・プールの正常な読み取りをリストします。先行メッ
セージ DSNB750I または DSNB751I は、関連するグル
ープ・バッファー・プールを示します。このメッセージ
の後には常に、メッセージ DSNB785I 〜 DSNB788I が
続きます。

グループ明細報告書については、DB2 データ共用: 計画
および管理 を参照してください。
DSNB786I

r1

「読み取りヒット」カウンター。結合機構読み
取り要求時にページが戻された回数。

グループ明細報告書については、DB2 データ共用: 計画
および管理 を参照してください。
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DATA NOT RETURNED DIRECTORY
ENTRY EXISTED = r2 DIRECTORY
ENTRY CREATED = r3 DIRECTORY
ENTRY NOT CREATED = r4, r5

WRITES CHANGED PAGES= w1
CLEAN PAGES = w2 FAILED DUE TO
LACK OF STORAGE = w3 CHANGED
PAGES SNAPSHOT VALUE = p1

説明: これは、グループ統計を含む 5 つのメッセージ
のうち 3 番目のメッセージで、 GDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
の結果として表示されます。その後に、メッセージの
DSNB787I および DSNB788I が続きます。また、グル
ープ・バッファー・プールへの書き込みに関する統計
と、グループ・バッファー・プールの変更されたページ
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DSNB787I
の合計数をリストします。関連するグループ・バッファ
ー・プールは、先行メッセージ DSNB750I または
DSNB751I で示されます。このメッセージの前には常
に、DSNB784I および DSNB785I が出されます。
w1

「Changed page write hit」カウンター。変更さ
れたページの結合機構書き込み要求が正常に完
了した回数。

w2

「Clean page write hit」カウンター。白紙ペー
ジの結合機構書き込み要求が正常に完了した回
数。

w3

「Write miss cache full」カウンター。グルー
プ・バッファー・プールにストレージが不足し
ていたために、結合機構書き込み要求が完了し
なかった回数。

p1

「Total changed」カウンター。変更されたペー
ジの現在の数のスナップショット値。このカウ
ンターに表示される値は、これが増分表示か累
積表示かによる影響を受けません。

DSNB788I

説明: これは、グループ統計を含む 5 つのメッセージ
のうち最後のメッセージで、 GDETAIL オプションを指
定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの結
果として表示されます。また、グループ・バッファー・
プールの相互無効化 (XI) 統計をリストします。関連す
るグループ・バッファー・プールは、先行メッセージ
DSNB750I または DSNB751I で示されます。このメッ
セージの前には常に、メッセージ DSNB784I 〜
DSNB787I が出されます。
x1

「XI for directory reclaim」カウンター。ディレ
クトリー項目が再利用され (スチールされ)、XI
信号を送信する必要がある (すなわち、スチー
ルされたディレクトリー項目が DB2 インタレ
ストを登録した) 回数。

x2

「XI for write」カウンター。結合機構書き込み
要求により、登録された 1 つまたは複数の
DB2 に XI が発生した回数。

x3

「XI for explicit invalidation」カウンター。明
示的結合機構 XI 要求により、登録された 1
つまたは複数の DB2 に XI が発生した回数。

グループ明細報告書については、DB2 データ共用: 計画
および管理 を参照してください。
DSNB787I

RECLAIMS FOR DIRECTORY
ENTRIES = d1 FOR DATA ENTRIES =
d2 CASTOUTS= c1

説明: これは、グループ統計を含む 5 つのメッセージ
のうち 4 番目のメッセージで、 GDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
の結果として表示されます。その前には常にメッセージ
DSNB784I 〜 DSNB786I が出され、メッセージ
DSNB788I がその後に続いて出されます。それは、グル
ープ・バッファー・プールの再利用およびキャストアウ
トに関する統計をリストします。関連するグループ・バ
ッファー・プールは、先行メッセージ DSNB750I また
は DSNB751I で示されます。
d1

「Directory entry reclaim」カウンター。結合機
構がディレクトリー項目を再利用することを名
前割り振りが求める回数。

d2

「Data entry reclaim」カウンター。結合機構が
名前割り振りでデータ・ページを再利用するこ
とを求める回数。

c1

「Castout」カウンター。 実行されるキャスト
アウト操作の数。

グループ明細報告書については、DB2 データ共用: 計画
および管理 を参照してください。

CROSS INVALIDATIONS DUE TO
DIRECTORY RECLAIMS = x1 DUE TO
WRITES = x2 EXPLICIT = x3

これらのカウンターの詳細については、DB2 データ共用
: 計画および管理 を参照してください。
DSNB789I

REGISTER PAGE LIST = r7
RETRIEVE CHANGED PAGES = r8
RETRIEVE CLEAN PAGES = r9
FAILED READS DUE TO LACK OF
STORAGE = r10

説明: これは、ローカル統計を含む 8 つのメッセージ
のうち 4 番目のメッセージで、 MDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
の結果として表示されます。グループ・バッファー・プ
ールのよりローカルな読み取り統計をリストします。先
行メッセージ DSNB750I または DSNB751I は、関連す
るグループ・バッファー・プールを示します。
カウンターの説明は、以下にリストされています。
r7

ページのリストにインタレストを登録するよう
結合機構に要求する回数。 DB2 は、以下の状
況に適合する場合に、事前取り出し (順次また
はリスト) が使用されるときにこれを行いま
す。
v DB2 のメンバーは、MVS 5.2 またはそれ以
上の特別のサービス・レベルで実行されてい
る。
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DSNB790I
v GBP が、CFLEVEL=2 またはそれ以上の結
合機構で割り振られている。
r8

r9

r10

ページのリストを登録する要求からのフィード
バックの結果として、グループ・バッファー・
プールで「変更された」とマーク付けられたペ
ージを検索するために、事前取り出し用になさ
れた結合機構読み取り要求。
ページのリストを登録する要求からのフィード
バックの結果として、グループ・バッファー・
プールで「白紙」とマーク付けられたページを
検索するために、事前取り出し用になされた結
合機構読み取り要求。
グループ・バッファー・プールにストレージが
不足したためにディレクトリー項目が作成され
なかった 結合機構読み取り要求。

DSNB790I

表示が終了します。他のグループ・バッファー・プール
名を処理する必要がある場合、コマンド処理は続行され
ます。
DSNB793I

説明: このメッセージは、グループ・バッファー・プー
ルが二重モードの場合に、MDETAIL オプションが指定
された DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの結
果として表示されます。また、キャストアウト処理およ
び不要情報収集処理に関連する、2 次グループ・バッフ
ァー・プールへの要求に関する統計をリストします。
s5

1 次グループ・バッファー・プールからキャス
トアウトされたばかりの 2 次グループ・バッ
ファー・プールから一連のページを削除するた
めの、名前リスト削除要求の数。グループ・バ
ッファー・プールが全体の報告書作成間隔につ
いて二重モードであった場合、この数値は、(メ
ッセージ DSNB796I に示される) 1 次グルー
プ・バッファー・プールに対するキャストアウ
トのアンロック要求の数とおおよそ同じでなけ
ればなりません。

s6

2 次グループ・バッファー・プールで「孤立の
データ入力項目」を検査するための、キャスト
アウト統計の読み取り要求の数。グループ・バ
ッファー・プール構造体の所有者である DB2
メンバーがこれらの要求を出すのは、孤立のデ
ータ入力項目を 2 次グループ・バッファー・
プールからクリーンアップするのに不要情報収
集処理が必要かどうかを判別するためです。孤
立のデータ入力項目は、2 次グループ・バッフ
ァー・プール内の「変更された」データ入力項
目で、 1 次グループ・バッファー・プールに
は対応する「変更された」データ入力項目があ
りません。孤立のデータ入力項目は時々予期さ
れますが、どのようなデータの不整合問題も表
示しません (これは、ページがすでに 1 次グル
ープ・バッファー・プールからキャストアウト
されていて、 2 次グループ・バッファー・プ
ール内のページのバージョンが DASD 上のペ
ージのバージョンと同じだからです)。孤立のデ
ータ入力項目がインストールされるのは、ある
トランザクションまたはシステム障害が発生し
た場合、あるいはキャストアウトが並行して処
理されている時に新規のグループ・バッファ
ー・プール書き込み活動がタイミング・ウィン
ドウに偶然出会った場合です。

s7

2 次グループ・バッファー・プールから「孤立

DISPLAY FOR GROUP BUFFER POOL
gbpname IS COMPLETE

説明: DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの場
合、このメッセージは、グループ・バッファー・プール
gbpname の表示の終わりを示します。
DSNB791I

THIS DB2 IS NOT CONNECTED TO
gbpname

説明: これは、TYPE(MCONN) および選択リストで指
定された名前または名前のリストを指定した DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答として出さ
れます。 DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドが
出された DB2 は、指定されたグループ・バッファー・
プールに現在接続されていません。このメッセージは、
「メンバー接続性」基準に適合しない各グループ・バッ
ファー・プールごとに 1 回出されます。
システムの処置: このグループ・バッファー・プールの
表示が終了します。他のグループ・バッファー・プール
名を処理する必要がある場合、コマンド処理は続行され
ます。
DSNB792I

NO DB2 IN THE GROUP IS
CONNECTED TO gbpname

説明: このメッセージは、TYPE(GCONN) および選択
リストで指定された名前または名前のリストを指定した
DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答
として出されます。指定されたグループ・バッファー・
プールに現在接続されているグループ中の DB2 はあり
ません。このメッセージは、「グループ接続性」基準に
適合しない各グループ・バッファー・プールごとに 1
回出されます。
システムの処置: このグループ・バッファー・プールの
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DELETE NAME LIST = s5 READ
CASTOUT STATISTICS = s6 DELETE
NAME = s7 OTHER ASYNCHRONOUS
GBP REQUESTS = s8

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNB794I
のデータ入力項目」を削除するための、名前の
削除要求の数。グループ・バッファー・プール
構造体の所有者である DB2 メンバーは、不要
情報収集処理が必要かどうかを判別する場合に
これらの要求を出します。「孤立のデータ入力
項目」については、上記 s6 にある説明を参照
してください。
s8

2 次グループ・バッファー・プールに送信され
た非同期 CF 要求の数。これは、DSNB764I メ
ッセージで報告されたように、
ASYNCHRONOUS COMPLETION CHECKS は
除外します。

メンバー明細報告書については、DB2 データ共用: 計画
および管理 を参照してください。
DSNB794I

ます。先行メッセージ DSNB750I または DSNB751I
は、関連するグループ・バッファー・プールを示しま
す。このメッセージの前には、常にメッセージ
DSNB773I 〜 DSNB775I、 DSNB789I、DSNB776I 〜
DSNB778I、が出されます。このメッセージの後にはメ
ッセージ DSNB779I および DSNB797I が出されます。
カウンター:
c1

キャストアウトされたページの数。

c2

キャストアウトのアンロック要求の回数。

c3

キャストアウト・クラスの読み出し要求の回
数。

c4

キャストアウト統計の読み出し要求の回数。

c5

ディレクトリー情報の読み出し要求の回数。こ
れらの要求は、グループ・バッファー・プー
ル・チェックポイント中に出されます。

THIS DB2 IS NOT CONNECTED TO
ANY GROUP BUFFER POOL

説明: このメッセージは、TYPE(MCONN) オプション
および選択リストとしてアスタリスク (*) を指定した
DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答
として出されます。このメッセージは、DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドが出された DB2 からの
「メンバー接続性」を持つグループ・バッファー・プー
ルがないと DB2 が判別した場合に出されます。

DSNB797I

システムの処置:

説明: これは、ローカル統計を含む 10 個のメッセージ
のうち最後のメッセージで、 MDETAIL オプションを
指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの
結果として表示されます。また、グループ・バッファ
ー・プールのローカル・キャストアウト統計をリストし
ます。先行メッセージ DSNB750I または DSNB751I
は、関連するグループ・バッファー・プールを示しま
す。このメッセージの前には、常にメッセージ
DSNB773I 〜 DSNB775I、 DSNB789I、DSNB776I 〜
DSNB779I、および DSNB796I が出されます。

DSNB795I

コマンド処理は終了します。

NO DB2 IN THE GROUP IS
CONNECTED TO ANY GROUP
BUFFER POOL

説明: このメッセージは、TYPE(GCONN) オプション
および選択リストとしてアスタリスク (*) を指定した
DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答
として出されます。データ共用グループ中の DB2 に接
続されているグループ・バッファー・プールがないこと
を DB2 が正常に判別する (すなわち、コマンド処理中
にエラーが検出されない) 場合です。
システムの処置:
DSNB796I

カウンター:
o1

単一ページ中のインタレストを登録するように
結合機構に要求した回数。

o2

単一ページ中に登録されたインタレストを除去
するように結合機構に要求した回数。

o3

一連のページに関連するディレクトリー項目を
削除するように結合機構に要求した回数。

o4

構造に関連する統計カウンターを読み出すよう
に結合機構に要求した回数。 DB2 は、通常、
グループ・バッファー・プール・チェックポイ
ントにつき 1 回、 DB2 DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドの GDETAIL
要求につき 1 回、この要求を出します。

コマンド処理は終了します。

CASTOUTS PAGES CAST OUT = c1
UNLOCK CASTOUT = c2 READ
CASTOUT CLASS = c3 READ
CASTOUT STATISTICS = c4 READ
DIRECTORY INFO = c5

説明: これは、ローカル統計を含む 10 個のメッセージ
のうち 8 番目のメッセージで、 MDETAIL オプション
を指定した DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンド
の結果として表示されます。また、グループ・バッファ
ー・プールのローカル・キャストアウト統計をリストし

OTHER INTERACTIONS REGISTER
PAGE = o1 UNREGISTER PAGE = o2
DELETE NAME = o3 READ STORAGE
STATISTICS = o4 EXPLICIT CROSS
INVALIDATIONS = o5
ASYNCHRONOUS GBP REQUESTS =
o6
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DSNB798I
o5

グループ・バッファー・プールのページに対す
る明示的相互無効化の数。

o6

同期から非同期に変換された 1 次グループ・
バッファー・プールに対する結合機構要求の
数。

DSNB798I

LAST GROUP BUFFER POOL
CHECKPOINTtimestamp GSP
CHECKPOINT RECOVERY LRSN =
lrsn STRUCTURE OWNER =
member-name

説明: このメッセージは、DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答として表示
されます。このメッセージが出されるのは、MVS
CFRM ポリシーが正常に照会され、グループ・バッファ
ー・プールが割り振られ、DB2 が判断する場合だけで
す。そのすぐ前に、メッセージ DSNB759I が出されま
す。先行メッセージ DSNB750I は、関連するグルー
プ・バッファー・プールを示します。
timestamp
最後のグループ・バッファー・プールのチェッ
クポイントの日時。
lrsn

チェックポイントの時点で一番古い変更
(LRSN) 値を反映している最後のグループ・バ
ッファー・プール・チェックポイントを記録し
た LRSN。グループ・バッファー・プールに失
敗した場合は、DB2 は、入力に lrsn1 を使用
し、グループ・バッファー・プール・リカバリ
ー保留 (GRECP) 状況になったページ・セット
および区画をリカバリーするためにマージ・ロ
グ走査を開始する時点を判別します。 IFCID
0261 で、グループ・バッファー・プール・チ
ェックポイント処理をさらに詳細にモニターす
ることができます。

member-name
グループ・バッファー・プール構造の所有者の
メンバー名。構造所有者には、以下の役割があ
ります。
v グループ・バッファー・プール・チェックポ
イントを出す。
v GBPOOLT キャストアウトしきい値を検出
し、このしきい値に達した場合は (ページ・
セットまたは区画のキャストアウト所有者に
通知することによって) キャストアウトを開
始する。
v グループ・バッファー・プールに障害が発生
した場合に、障害評価プロセスを調整する。
v グループ・バッファー・プールの再構築処理
を調整する。
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DB2 がグループ・バッファー・プール構造所
有者のメンバーを判別できない場合は、
’UNKNOWN’ が表示されます。これは、予期
しないエラー状況が発生した場合にのみ起こり
ます。発生したエラーに伴うメッセージを参照
してください。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB799I

SECONDARY GBP ATTRIBUTES
ALLOCATED SIZE = ssize KB
VOLATILITY STATUS = svolstat
CFNAME = cfname CFLEVEL = cflevel
NUMBER OF DIRECTORY ENTRIES =
sdir# NUMBER OF DATA PAGES =
sdata#

説明: DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドの場
合、このメッセージはグループ・バッファー・プールが
二重モードの場合に 2 次グループ・バッファー・プー
ルの属性を表示します。このメッセージが表示されるの
は、グループ・バッファー・プールが二重モードで、
MVS CFRM 管理ポリシーを照会する時に DB2 が正常
であった場合だけです。グループ・バッファー・プール
がシンプレックスと二重化の途中にある場合は、このメ
ッセージは表示されません。
ssize

2 次グループ・バッファー・プール結合機構構
造体の、割り当てられた実際のサイズ (キロバ
イト単位)。

svolstat 下記の 2 次グループ・バッファー・プールの
揮発性状況。
VOLATILE
構造体は揮発性である。
NON-VOLATILE
構造体は不揮発性である。
sdir#

2 次グループ・バッファー・プール用に実際に
割り当てられたディレクトリー項目の数。

sdata#

2 次グループ・バッファー・プール用に実際に
割り当てられたデータ・ページの数。

cfname

2 次グループ・バッファー・プールが割り当て
られた結合機構の名前。

cflevel

2 次グループ・バッファー・プールが割り当て
られた結合機構の結合機構レベル。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNB800I
DSNB800I

DIRECTORY ENTRY TO DATA PAGE
RATIO SET TO value FOR gbpname.IT
WILL TAKE EFFECT ON THE NEXT
REALLOCATION.

説明: このメッセージは、グループ・バッファー・プー
ルについて、ディレクトリー項目とデータ・ページの割
合を変更するよう要求する ALTER
GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答として出さ
れます。また、コマンドで割合値が指定されていない場
合でも (この場合、デフォルト割合値を使用)、グルー
プ・バッファー・プールについての最初の ALTER
GROUPBUFFERPOOL コマンドに対して、このメッセー
ジが出されます。新規の割合は、結合機構キャッシュ構
造が次に割り振られる時に反映されます。
ディレクトリー項目とデータ・ページの割合が、グルー
プ・バッファー・プールの結合機構キャッシュ構造で割
り振られるディレクトリー項目の数とデータ・ページの
数を決定します。結合機構構造が割り振られていない場
合、最初に DB2 に接続すると、構造の割り振りが生
じ、新規ディレクトリー項目とデータ・ページの割合が
有効になります。
MVS CFRM 管理ポリシーで構造サイズを決める場合、
結合機構構造の新規割合と現行サイズに基づいて、割り
振られるディレクトリーおよびデータ項目の数の見積も
りを示すメッセージ DSNB801I が出されます。それ以
外は、メッセージ DSNB812I が出されます。
システムの処置:

処理は続行されます。

システム・プログラマーの応答: -DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドを使って、割り振られた
ディレクトリーおよびデータ項目の数を表示してくださ
い。

割合の変更は実際に反映されないため、このメッセージ
は、結合機構構造の新規割合と最大サイズに基づいて割
り振られるディレクトリー項目とデータ・ページの見積
数を示します。これは、活動 CFRM ポリシー定義で示
されているものです。割り振られる項目の実際の数は、
割り振りが試行される時に使用できる結合機構ストレー
ジの容量、および結合機構制御構造に必要なストレー
ジ・オーバーヘッドの容量によって変わります。 DB2
はこれらの変数を判別できないため、このメッセージで
表示されるディレクトリーおよびデータ項目の見積数
は、結合機構キャッシュ構造のストレージ割り振り全体
をディレクトリーおよびデータ項目用に使用する (実際
はそうではない) と仮定しています。
グループ・バッファー・プール用に割り当てられるディ
レクトリーおよびデータ入力項目の実際の数を判別する
には、DB2 データ共用: 計画および管理 で説明されて
いるようにバッファー・プールに再割り当てした後、
DISPLAY GROUPBUFFERPOOL コマンドを出す必要が
あります。
システムの処置:
DSNB803I

MAX STRUCTURE SIZE INDICATED
IN MVS CFRM POLICY = size KB
ESTIMATED NUMBER OF DIRECTORY
ENTRIES = dir# ESTIMATED NUMBER
OF DATA PAGES = data#

説明: このメッセージは、ディレクトリー項目とデー
タ・ページの割合が正常に更新された後、ALTER
GROUPBUFFERPOOL コマンドに対する応答として出さ
れます。 また、コマンドで割合値が指定されていない
場合でも (この場合、デフォルト割合値が使用されま
す)、グループ・バッファー・プールの最初の ALTER
GROUPBUFFERPOOL コマンドに対して、このメッセー
ジが出されます。グループ・バッファー・プールはこの
メッセージの直前のメッセージ DSNB800I に表示され
ています。
グループ・バッファー・プールが再割り振りされるまで

RATIO IS TRUNCATED TO value

説明: ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドの
RATIO パラメーターで指定された精度が、許可された
値よりも大きいです。 25 より小さい 10 進数の場合、
小数第 1 位より後の数字は無視されます。たとえば、
5.67 は、5.6 と見なされます。 25 と同じかそれより大
きい 10 進数の場合、小数点より後の数字は無視されま
す。たとえば、25.3 は、25 と見なされます。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB804I

DSNB801I

処理は続行されます。

CLASS CASTOUT THRESHOLD SET
TO value% FOR gbpname

説明: このメッセージは、グループ・バッファー・プー
ルのクラス・キャストアウトしきい値に変更を加えるよ
う要求する ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドに
対する応答として出されます。また、コマンドでしきい
値が指定されていない場合でも (この場合、デフォルト
のクラス・キャストアウトしきい値を使用)、グループ・
バッファー・プールの最初の ALTER
GROUPBUFFERPOOL コマンドに対して、このメッセー
ジが出されます。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNB805I

value IS NOT A VALID PARAMETER
FOR ’CLASST’

説明: ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドの
CLASST (クラス・キャストアウトしきい値) キーワー
第 5 章 DB2 メッセージ
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DSNB806I
ドで間違った値が指定されました。 CLASST 値は 0 か
ら 90 までの整数でなければなりません。
システムの処置: 要求はリジェクトされます。

DSNB809I

value IS NOT A VALID PARAMETER
FOR ’GBPCHKPT’

システム・プログラマーの応答: CLASST の許容値を
指定して、-ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを出
し直してください。

説明: GBPCHKPT (グループ・バッファー・プール・
チェックポイント) キーワードで間違った値が指定され
て、ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドが出されま
した。 GBPCHKPT 値は 1 から 999999 までの整数で
なければなりません。

DSNB806I

システムの処置:

GROUP BUFFER POOL CASTOUT
THRESHOLD SET TO value% FOR
gbpname

説明: このメッセージは、グループ・バッファー・プー
ルのグループ・バッファー・プール・キャストアウトし
きい値を正常に変更する ALTER GROUPBUFFERPOOL
コマンドに対する応答として出されます。また、コマン
ドでしきい値が指定されていない場合でも (この場合、
デフォルトのグループ・バッファー・キャストアウトし
きい値を使用)、グループ・バッファー・プールの最初に
正常に終了した ALTER GROUPBUFFERPOOL コマン
ドに対して、このメッセージが出されます。

要求はリジェクトされます。

システム・プログラマーの応答: GBPCHKPT の許容値
を指定して、-ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを
出し直してください。
DSNB812I

SIZE ESTIMATES ARE NOT
AVAILABLE FOR THE GROUP
BUFFER POOL MVS IXCQUERY
RETURN CODE = return code MVS
IXCQUERY REASON CODE = reason
code

システム・プログラマーの応答: GBPOOLT の許容値
を指定して、-ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを
出し直してください。

説明: グループ・バッファー・プールのディレクトリー
項目およびデータ・ページの見積もりは、先行メッセー
ジ DSNB800I で示されますが、IXCQUERY が MVS
CFRM 管理ポリシー定義から補助構造のサイズ情報を取
得することができなかったため、計算することができま
せんでした。 IXCQUERY 処理エラーが発生する場合、
または CFRM ポリシーで構造が定義されていなかった
場合に、これが生じることがあります。グループ・バッ
ファー・プールを割り振るには、その前にグループ・バ
ッファー・プールの補助構造を CFRM ポリシーで定義
しなければなりません。正確な理由は、return code と
reason code から判別することができます。 IXCQUERY
コードの説明については、「MVS/ESA プログラミング:
シスプレックス・サービス 解説書」を参照してくださ
い。

DSNB808I

システムの処置: コマンドは正常に完了しますが、見積
もりは提供されません。

システムの処置:
DSNB807I

処理は続行されます。

value IS NOT A VALID PARAMETER
FOR ’GBPOOLT’

説明: GBPOOLT (グループ・バッファー・プール・キ
ャストアウトしきい値) キーワードで間違った値が指定
されて、ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドが出さ
れました。 GBPOOLT 値は 0 から 90 までの整数でな
ければなりません。
システムの処置: 要求はリジェクトされます。

GROUP BUFFER POOL CHECKPOINT
INTERVAL SET TO value MINUTES
FOR gbpname

説明: このメッセージは、グループ・バッファー・プー
ルのグループ・バッファー・プール・チェックポイント
間隔値を正常に変更する ALTER GROUPBUFFERPOOL
コマンドに対する応答として出されます。また、コマン
ドで間隔値が指定されていない場合でも (この場合、デ
フォルトのグループ・バッファー・プール・チェックポ
イント間隔値を使用)、グループ・バッファー・プールの
最初の正常に終了した ALTER GROUPBUFFERPOOL
コマンドに対して、このメッセージが出されます。
システムの処置: 処理は続行されます。

DSNB813I

csect-name ALTER NOTIFICATION
FAILED

説明: ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドは、キャ
ストアウトしきい値またはチェックポイント間隔変更の
要求を、データ共用グループの他の DB2 に伝えるのに
失敗しました。このエラーは、IRLM 通知プロセスが検
出したエラーによって起動されます。その結果、グルー
プ内の別の DB2 が、キャストアウトしきい値またはチ
ェックポイント間隔の別の値を持つことがあります。
RATIO 変更では、通知プロセスを使用しないため、そ
のような障害の影響を受けません。
システムの処置:
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処理は続行されます。

DSNB814I
システム・プログラマーの応答: 同じパラメーターを指
定して、-ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを出し
直してください。問題が残存する場合は、構造体ロック
用のスペース不足など、より深刻な問題があることを示
しています。
DSNB814I

csect-name NO CHANGES REQUESTED
ON COMMAND

説明: 既存のグループ・バッファー・プールに対して、
パラメーターを指定せずに ALTER
GROUPBUFFERPOOL コマンドが出されました。まだ存
在しないグループ・バッファー・プールに対して、パラ
メーターを指定せずに ALTER GROUPBUFFERPOOL
コマンドを出すと、デフォルト・パラメーター値を持つ
グループ・バッファー・プール定義が作成されます。
システムの処置:
す。
DSNB890I

コマンドが成功し、処理が続行されま

command-verb gbp-kwd COMMAND IS
ONLY VALID FOR DATA SHARING

説明: 初期設定されていない DB2 で、
GROUPBUFFERPOOL コマンドを出して、データ共用に
参加しようとしました。
command-verb
試みられたコマンドの名前は次のとおりです。
ALTER、または DISPLAY
gbp-kwd
キーワード GROUPBUFFERPOOL または
GBPOOL
システムの処置:
DSNB891I

コマンド要求は拒否されます。

groupname は、DB2 データ共用グループ名です。下線
(_) は、groupname と gbpname との間の区切り文字と
して使用されます。
システムの処置: 要求はリジェクトされます。
システム・プログラマーの応答: 正しいグループ・バッ
ファー・プール名を指定して、コマンドを出し直してく
ださい。
DSNB892I

grpname IS NOT A VALID GROUP
NAME FOR THIS DB2

説明: ALTER GROUPBUFFERPOOL または DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドで、完全結合機構キャッ
シュ構造名の一部として指定されたグループ名が正しく
ありません。コマンド上で、正しい 16 バイトの結合機
構キャッシュ構造名または DB2 グループ・バッファ
ー・プール名のどちらかを指定することができます。結
合機構キャッシュ構造名は、16 文字の名前で、次のよ
うに指定します。
groupname_gbpname
gbpname は、GBP0、GBP1、...、GBP49、 GBP32K、
GBP32K1、 ...、 GBP32K9 です。 groupname は、DB2
データ共用グループ名です。下線 (_) は、groupname と
gbpname との間の区切り文字として使用されます。結合
機構キャッシュ構造名は、右端に埋め込み文字としてブ
ランクを持つ左そろえの名前です。埋め込み文字がコマ
ンドで指定されていない場合、DB2 はそれを追加しま
す。
システムの処置: 要求はリジェクトされます。
システム・プログラマーの応答: 正しいグループ・バッ
ファー・プール名を指定して、コマンドを出し直してく
ださい。

name IS NOT A VALID GROUP
BUFFER POOL OR COUPLING
FACILITY STRUCTURE NAME

説明: ALTER GROUPBUFFERPOOL または DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL コマンドで、間違った名前が指定
されました。
name

DB2 グループ・バッファー・プール名または
補助結合構造名。

DB2 グループ・バッファー・プール名 (gpbname) また
は補助結合機構構造名 (strname) のどちらかを指定しな
ければなりません。 gbpname の許容値は、 GBP0、
GBP1、 ...、 GBP49、 GBP32K、 GBP32K1、 ...、
GBP32K9 です。 strname は、次の形式を持っていま
す。
groupname_gbpname
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第 6 章 DSNE... メッセージ
TSO 接続機能 (TSO attachment facility)では、メッセージ ID を表示するかどうかをユーザーが決めること
ができます。表示したい場合には、PROFILE MSGID と入力してください。表示させない場合には、
PROFILE NOMSGID と入力してください。
TSO 接続機能 (TSO attachment facility)に関連するトレース・メッセージ (DSN および DB2I を含む)
は、本書ではリストしていません。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
DSN コマンド処理プログラムのトレース・メッセージはすべて、同じメッセージ番号になっています。す
なわち、DSNET20Iです。
DSNET20I

DSNE005A

説明: これは、このメッセージ番号をもつ多数のトレー
ス・メッセージのうちの 1 つです。このメッセージ番
号をもつすべての TSO 接続機能トレース・メッセージ
の完全な説明は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 8 部に記載されています。
DSNE004E

PROBABLE SUBSYSTEM ERROR
DETECTED IN CSECT csect-name,
SUBSYSTEM FUNCTION service,
RETCODE retcode, REASON CODE
reason-code

説明: サブシステム・エラーが発生しました。メッセー
ジに 'service' として示される機能は、MVS または DB2
のサービス・ルーチンです。メッセージに示される
'csect-name' でエラーが検出されました。戻りコードと
理由コードの説明については、該当する MVS 資料を参
照してください。
システムの処置: このメッセージが出された後には、し
ばしば意図的なシステム異常終了が起こることがありま
す。それ以外の場合、DSN コマンド処理プログラムは
現行のサブコマンドを終了させ、別の DSN プロンプト
を出して処理の続行を試みます。
ユーザーの処置: SYSUDUMP ダンプ・データ・セット
を割り振り、DSN トレースを 123 にセットして、ジョ
ブを再実行してください。 DSN トレース・ストリーム
を集めてください。異常終了が起こった場合は、ダンプ
を集めてください。

EXECUTION IS INTERRUPTED.ENTER
C TO CANCEL, OR ANY OTHER
REPLY TO RESUME THE subcmd
SUBCOMMAND

説明: アテンション・キーが押されました。 'C' を入
力すると、現在実行中の DSN サブコマンドが取り消さ
れます。ユーザーが疑問符を入力すると、メッセージ
DSNE006A が表示されます。それ以外の応答を行うと、
進行中であったサブコマンドの実行が継続されます。
アテンション・キーを押す直前に DSN プロンプトが出
されていた場合、 'subcmd' は、'DSN' または前に呼び出
されたサブコマンドのいずれかです。
ユーザーの処置: 現在実行中の DB2 サブコマンドを取
り消すときは、'C' を入力してください。 DSN プロン
プトが端末に表示されます。実行を再開するには、(別の
アテンション以外の) ほかの入力を行ってください。
DSNE006A

C WILL TERMINATE THE
SUBCOMMAND WITH UNCOMMITTED
CHANGES BACKED OUT

説明: サブコマンドを終了させるには、'C' を入力して
ください。データベースに対してコミットされていない
変更は行われません。他の応答を行うと、サブコマンド
の実行が継続されます。
ユーザーの処置: サブコマンドを終了させるには、'C'
を入力してください。制御権が DSN に戻され、DSN
プロンプトが端末に表示されます。これは、メッセージ
DSNE005A に関連して出される 2 次レベルのヘルプ・
メッセージです。
DSNE008I

REPLY WAS xxxxx, EXECUTION
RESUMED

説明: ユーザー ATTENTION によって実行が延期され
ましたが、メッセージに 'xxxxx' として示されたストリ
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DSNE009I
ングが入力されたために、実行が再開されました。

システムの処置:

システムの処置:
れます。

ユーザーの処置: このサブシステムを始動するようにオ
ペレーターに通知してください。

DSNE009I

中断されたセッションに制御権が戻さ

REPLY WAS C, EXECUTION
TERMINATED

説明: メッセージ DSNE005A に答えて、C が入力され
ました。これにより、現行のサブコマンドは終了しまし
た。
システムの処置: 現行のサブコマンドは終了します。
DSN プロンプトが端末に表示されます。
ユーザーの処置: 別の DSN サブコマンドを入力するこ
とができます。
DSNE010I

SUBCOMMAND subcmd CANCELED
BY ATTENTION

説明: ユーザーがアテンション・キーを押し、その後で
'C' を入力したために、メッセージに示されたサブコマ
ンドが取り消されました。
システムの処置: 現行のサブコマンドは終了します。
DSN プロンプトが端末に表示されます。
ユーザーの処置:
できます。

新しいサブコマンドを入力することが

オペレーターの応答: メッセージで指定された ’ssid'
のサブシステムを開始してください。
DSNE101I

ssid NOT OPERATIONAL, WILL
RETRY nnn MORE TIMES

説明: 要求された DB2 サブシステム 'ssid' は、まだ始
動されていないか、使用可能ではありません。このサブ
システムへの接続が、さらに 'nnn' 回試みられます。接
続が行われるか、または 'nnn' がゼロになるまで、この
メッセージが 30 秒ごとに出されます (その都度、'nnn'
は 1 減ります)。
システムの処置: 接続が行われるか、再試行カウントが
ゼロになるまで、DSN は接続の試みを繰り返します。
ユーザーの処置: DB2 を始動するようにオペレーター
に通知してください。
DSNE102I

YOU ARE NOT AUTHORIZED TO USE
DB2 SUBSYSTEM ssid

説明: ユーザーの許可 ID は、サブシステム 'ssid' の使
用を許可されていません。
システムの処置:

DSNE011I

DSN COMMAND CANCELED BY
ATTENTION

説明: DSN コマンド処理プログラムのユーザーが、ア
テンション・キーを押しました。 DSN が完全に初期設
定される前にこれが行われたため、DSN は終了しま
す。 DSN が完全に初期設定されていた場合は、ユーザ
ーに継続するか取り消すかを尋ねるプロンプトが出され
ます。
システムの処置: DSN コマンド処理プログラムは終了
します。制御は TSO または CLIST 呼び出しに戻りま
す。
ユーザーの処置: DSN を再始動させてください。
DSNE100I

ssid NOT OPERATIONAL, RETRY
COUNT IS ZERO

説明: メッセージに 'ssid' として示されたサブシステム
はアクティブでなく、また再試行も実行されないままで
す。それ以上の接続の試みは行われていません。オペレ
ーターにこのサブシステムを始動するように通知し、
DSN コマンドを再実行依頼する必要があります。 1 以
上の値の RETRY パラメーターを指定して DSN コマン
ドを出してください。
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制御権は TSO に戻されます。

制御権は TSO に戻されます。

ユーザーの処置: システム・プログラマーかシステム管
理者に連絡し、必要な RACF 許可またはこれに相当す
るセキュリティー・システム許可を得られるように手配
してください。
DSNE103E
説明:

MAIN STORAGE REQUEST FROM
csect-id FAILED

主記憶域に対する要求が失敗しました。

システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: アドレス・スペース・サイズを増大し
てください。 これは、ログオン処理の一部として行う
ことができます。
DSNE104E

RETRY COUNT OF number NOT
VALID, SET TO 120

説明: 入力された DSN コマンドの 'RETRY' パラメー
ターが、無効です。このパラメーターは、120 にセット
されました。有効な再試行カウントは、0〜120 の整数
です。
システムの処置: 再試行カウントが変更され、DSN 実
行が続行されます。
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DSNE105E
ユーザーの処置: 次に DSN を呼び出すときに、0 から
120 までの RETRY カウントを使用してください。
DSNE105E

SUBSYSTEM ssid NO LONGER
OPERATIONAL

DSNE108E

FEEDBACK - REASON CODE
reason-code TYPE= type RESOURCE
NAME - 44 characters

説明: DB2 サブシステムがダウンしています。この
DB2 サブシステムを再始動しなければ、ユーザーは処
理を続行できません。

説明: このメッセージは、メッセージ DSNE107E また
は DSNE114E に伴って出され、問題をより明確に説明
しています。 RESOURCE NAME は、使用できないリ
ソースの名前です。理由コードは、16 進形式で示され
ます。

システムの処置: 制御権は TSO 接続機能 (TSO
attachment facility)に戻されます。

システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。

ユーザーの処置: 処理を継続する前に、DB2 を再始動
しなければなりません。また、DSN コマンドを出し直
す必要があります。 ISPF ユーザーはジョブを再始動さ
せなければなりません。

ユーザーの処置: 欠けているリソースを使用可能にし、
ジョブを再実行依頼してください。

DSNE106E

PLAN plan-id NOT AUTHORIZED FOR
SUBSYSTEM ssid AND AUTH-ID
auth-id

問題判別: リソースが使用できない理由は、理由コード
によって示されています。このメッセージで表示される
理由コードは、 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』
に記述されています。

システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。

TYPE および RESOURCE NAME は、現在利用できな
いリソースを示しています。 TYPE コードは、
RESOURCE NAME のタイプだけでなく、形式と内容も
識別します。リソース・タイプ・コードの説明について
は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 の表 3 を参
照してください。

ユーザーの処置: システム・プログラマーまたはシステ
ム管理者に連絡して、適切な許可を入手してください。

DSNE109E

説明: 要求された plan-id、subsystem-id、および user-id
の組み合わせは、現在許可されていません。

システム・プログラマーの応答: DB2 サブシステムの
システム管理者が、必要な許可を設定することができま
す。
DSNE107E

SUBSYSTEM RESOURCE NEEDED
FOR PLAN plan-name, AUTH ID
auth-id, AND SUBSYSTEM subsys IS
NOT AVAILABLE

説明: DB2 サブシステムが、要求された
plan-id、user-id、および subsystem-id の組み合わせに必
要なリソースを割り振ることができません。このメッセ
ージとともに、メッセージ DSNE108E が出されます。
DB2 サブシステムとの接続を確立する試みが失敗に終
わりました。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: 必要なリソースが得られるように準備
し、サブコマンドを再実行依頼してください。このメッ
セージと一緒に出されるメッセージ DSNE108E の説明
を参照してください。

NO INPUT TO BIND, SUBCOMMAND
TERMINATED

説明: BIND サブコマンドに LIBRARY パラメーター
が指定されていません。 DBRMLIB は割り振られませ
ん。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: LIBRARY パラメーターを指定して、
BIND サブコマンドを再実行依頼してください。あるい
は、DDNAME DBRMLIB に対する ALLOCATE コマン
ドを出してから、元の BIND サブコマンドを再実行依
頼することもできます。
DSNE110E

ssid NOT VALID SUBSYSTEM ID,
COMMAND TERMINATED

説明: 'ssid' としてメッセージに示された名前をもつサ
ブシステム ID がありません。 DSN コマンドに指定す
る (またはデフォルトとして使用する) サブシステム ID
は、存在するものでなければなりません。このメッセー
ジは、存在しないサブシステム ID を指定した (または
デフォルトとして使用した) 結果として出されます。
DSN コマンドの SYSTEM パラメーターについては、
DB2 コマンド解説書 を参照してください。
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DSNE111E
システムの処置: DSN 処理プログラムは終了し、制御
権は TSO に戻されます。
ユーザーの処置: 有効な SYSTEM パラメーターを指定
して、コマンドを出し直してください。
DSNE111E

INSTALLATION EXIT REJECTED
DSNAME data-set-name

説明: ご使用のシステムにより提供されているローカル
出口が、'data-set-name' にメッセージに示されているデ
ータ・セット名を拒否しました。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: 指定したデータ・セット名を訂正する
か、または元のデータ・セット名が許可されるようにし
てください。 要求を再実行依頼してください。
DSNE112E

userid STILL SIGNED ON TO
SUBSYSTEM ssid

説明: ユーザーがすでにサインオンしているにもかかわ
らず、DB2 へのサインオンが試みられました。
システムの処置:

制御権は TSO に戻されます。

ユーザーの処置: いったんログオフしてから、もう一度
ログオンしてください。
DSNE113E

NOT ABLE TO LINK TO MODULE
modname IN DSNAME data-set-name

説明: データ・セット 'data-set-name' 内のモジュール
'modname' へのリンクを試みていたときに、DB2 サブシ
ステム・エラーが発生しました。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: そのモジュールが存在するかどうか、
およびその名前が正しくつづられているかどうかを確か
めてください。 正しいモジュール名を入力してくださ
い。
DSNE114E

THE COMBINATION OF PLAN planid,
AUTH ID auth-id, AND SUBSYSTEM
ssid IS NOT VALID

説明: この後に出されるメッセージ DSNE108E で示さ
れるリソースが、有効なリソース名でありません。

システム管理者に相談して、必要なリソースの可用性を
判別してください。プログラムをバインドする必要があ
るかもしれません。詳細については、(このメッセージに
伴って出される) メッセージ DSNE108 の説明を参照し
てください。
DSNE117E

説明: 示された 'data-set-name' には、ユーザーが実行し
ようとしているメンバーが含まれていません。
システムの処置: 制御権は DSN コマンド処理プログラ
ムにとどまり、DSN プロンプトが端末に表示されま
す。 DSN コマンド処理プログラムは、別のコマンドを
受け入れることができます。
ユーザーの処置: PROGRAM または LIBRARY パラメ
ーターを訂正し、サブコマンドを再実行依頼してくださ
い。
DSNE118E

invalid-command NOT VALID
COMMAND

説明: ユーザーが入力したコマンドが無効です。入力エ
ラーが原因である場合があります。システムで利用でき
るコマンド処理プログラム、あるいは現在の LNKLST
または STEPLIB 連結の一部ではないコマンド処理プロ
グラムを実行しようとしています。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: つづり間違いを訂正するか、あるいは
必要なコマンド処理プログラムにアクセスできるように
ライブラリー連結を整えてください。 コマンドを出し
直してください。
DSNE119E

data-set-name NOT PARTITIONED
DATA SET

説明: 区分データ・セットが必要なときに、ユーザーが
順次データ・セットを割り振ろうとしました。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: この data-set-name を検査してくださ
い。指定されたデータ・セットは順次ですが、メンバー
名が指定されています。メンバー名を取り除いた上で、
ジョブを再実行依頼してください。

システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: 無効な組合わせを訂正して、サブコマ
ンドを再実行依頼してください。ユーザーのつづり間違
いがこの問題の原因と思われます。そうでない場合は、

228

NOT ABLE TO LOCATE membername
IN DSNAME data-set-name
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DSNE120E
DSNE120E

data-set-name NOT SEQUENTIAL
DATA SET

説明: 順次データ・セットが必要なときに、ユーザーが
区分データ・セットを割り振ろうとしました。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNECP69
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: この data-set-name を検査してくださ
い。指定されたデータ・セットは区分化されています
が、メンバー名が指定されていません。メンバー名を追
加して、ジョブを再実行依頼してください。
DSNE121E

csect-id NOT ABLE TO OPEN DATA
SET

説明: DB2 サブシステムが、要求されたデータ・セッ
トをオープンすることができません。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNECP23、DSNECP69
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: データ・セットをオープンできなかっ
た理由については、このメッセージに付随する説明を参
照してください。この状態を訂正し、ジョブを再実行依
頼してください。
DSNE122E

DATA SET ORGANIZATION MUST BE
EITHER SEQUENTIAL OR
PARTITIONED. data-set-name IS NOT

システムの処置: DSN は、BIND 処理の継続を試みま
す。
ユーザーの処置: サブコマンドを訂正し、再実行依頼し
てください。
DSNE124E

DATA SET data-set-name, MEMBER
member-name IN USE, TRY LATER

説明: 'data-set-name' に含まれているメンバーは、現在
使用中です。通常は、指定されたメンバーを別のユーザ
ーが更新していると、このメッセージが出されます。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNECP69
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: そのメンバーが使用可能になるのを待
って、DCLGEN 要求を出し直してください。
DSNE125E

DATA SET data-set-name IN USE, TRY
LATER

説明: 順次データ・セット 'data-set-name' は、現在使用
中です。通常は、指定されたデータ・セットを別のユー
ザーが更新していると、このメッセージが出されます。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNECP69
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: そのデータ・セットが使用可能になる
のを待って、DCLGEN 要求を出し直してください。

説明: データ・セット 'data-set-name' が順次または区分
データ・セットでないため、DB2 サブシステムはそれ
をオープンすることができません。

DSNE126E

このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNECP69

説明: オペレーターが DB2 の静止を要求しました。
DB2 を静止できるように、ユーザーは速やかに現行タ
スクを終了させ、 DSN セッションを終了させる必要が
あります。このメッセージの後に、メッセージ
DSNE127I が出されることがあります。

システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。

THE DB2 OPERATOR IS STOPPING
THE SUBSYSTEM.PLEASE END YOUR
DSN SESSION

ユーザーの処置: data-set-name を訂正するか、または
データ・セットの編成を変更してください。ジョブを再
実行依頼してください。

このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNECP00

DSNE123I

システムの処置: 新しいユーザーは DB2 セッションを
開始することができません。現行のユーザーは、DB2
との接続を終了するまで、作業を続けることが許されま
す。

data-set-name NOT PARTITIONED DATA
SET, IT IS IGNORED

説明: メッセージに示されたデータ・セット
(data-set-name) は、区画でなければなりません。このデ
ータ・セットは区画ではないため、無視されました。

ユーザーの処置: できるだけ早く DSN セッションを終
了してください。
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DSNE127I
DSNE127I

説明:

THE DB2 OPERATOR IS STOPPING
THE SUBSYSTEM.DSN IS
TERMINATING

オペレーターが、DB2 の終了を要求しました。

システムの処置: 必要であればユーザーの活動を中断し
て、DB2 はシャットダウンされます。 DSN はただち
に終了し、ユーザーは TSO に戻されます。
ユーザーの処置: DB2 に戻ったときに、セッションを
再び開始してください。
DSNE128I
説明:

DB2 IS ABNORMALLY ENDING.DSN
IS TERMINATING

DB2 で回復不能な問題が検出されました。

システムの処置: DB2 は異常終了しつつあります。
DSN はただちに終了し、ユーザーは TSO に戻されま
す。
ユーザーの処置: DB2 に戻ったときに、セッションを
再び開始してください。
DSNE130I

MAXIMUM NUMBER OF DB2 USERS
REACHED.YOUR RETRY COUNT IS
ZERO

説明: DB2 との並行接続の数は制限されています。そ
の数は、メンバー DSN6SYSP のインストール・パラメ
ーターに指定されます。 TSO 前景の場合は、パラメー
ター IDFORE を参照してください。背景ジョブの場合
は、パラメーター IDBACK を参照してください。シス
テム内の現在の DB2 接続の数が、ご使用のシステムで
指定したしきい値に達しているために、その DSN 要求
は拒否されます。
システムの処置:

MAXIMUM NUMBER OF DB2 USERS
REACHED.WILL RETRY nnn MORE
TIMES

説明: DB2 との並行接続の数は制限されています。そ
の数は、メンバー DSN6SYSP のインストール・パラメ
ーターに指定されます。 TSO 前景の場合は、パラメー
ター IDFORE を参照してください。背景ジョブの場合
は、パラメーター IDBACK を参照してください。シス
テム内の現在の DB2 接続の数が、ご使用のシステムで
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DB2 との DSN 接続は、さらに 'nnn' 回試みられます。
再試行回数は、DSN コマンドの RETRY パラメーター
によって決まります。詳細については、DB2 コマンド解
説書 を参照してください。
接続が行われるか、または 'nnn' がゼロになるまで、こ
のメッセージが 30 秒ごとに出されます (その都度、
'nnn' は 1 減ります)。
システムの処置: 接続が行われるか、または再試行カウ
ントが 0 になるまで、DSN は接続の試みを繰り返しま
す。
ユーザーの処置: すべての再試行が失敗した場合は、
DB2 活動が減少した時に DSN コマンドを再実行依頼
してください。それでも失敗するようであれば、インス
トール・パラメーターの値についてシステム・プログラ
マーに相談してください。
DSNE132I

DB2 IS OPERATING IN RESTRICTED
ACCESS MODE.MAINTENANCE
PERSONNEL ONLY

説明: DB2 は、通常の操作には使用できません。 DB2
は現在、保守担当者にのみ使用可能です。
システムの処置: 制御権が呼び出し側に戻されます。こ
の要求は処理されません。 DSN コマンド処理プログラ
ムは、DB2 に接続することができません。
ユーザーの処置: DB2 が一般的な用途に使用可能にな
るのを待って、要求を再実行依頼してください。
DSNE133E

制御権は TSO に戻されます。

ユーザーの処置: DB2 を使用する活動が減少したとき
に、その DSN コマンドを再実行依頼してください。そ
れでも失敗するようであれば、インストール・パラメー
ターの値についてシステム・プログラマーに相談してく
ださい。
DSNE131I

指定したしきい値に達したために、その DSN 要求は拒
否されました。

csect-name RELEASE LEVELS NOT
COMPATIBLE. DSN=release_level,
DB2=release_level

説明: DSN コマンド処理プログラム (おそらく DB2I
の制御下で実行中) が、それ自体と DB2 の間でリリー
ス・レベルに互換性がないことを検出しました。 DSN
コマンド処理プログラム・コードおよび DB2 サブシス
テム・ロード・モジュールの現行の release_level は、以
下のように 3 桁の数字のストリングで示されます。
v 版
v リリース
v 修正レベル
システムの処置:
します。

DSN コマンド処理プログラムは終了

ユーザーの処置: ユーザーの DSN 呼び出し方式、また
は DB2I が DSN 用の正しいライブラリーを割り当てて
いることを検査してください。 JCL または TSO ログ
オン・プロシージャーを使用して DSN コードを実行し
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DSNE231A
た場合は、JOBLIB および STEPLIB の割り振りを検査
してください。 CLIST を使用して DSN を実行した場
合には、正しいバージョンの DSN コードを入手したこ
とを確認してください。システム・プログラマーが提供
したプロシージャーを使用してユーザーが DSN を呼び
出しているかどうかをシステム・プログラマーに確認し
てください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 問題を判別することが
できない場合は、DB2I または DSN コマンド処理プロ
グラムを介して DSN の実行をトレースすることができ
ます。
問題判別: DSN および DB2 の両方のリリース・レベ
ルで共存がサポートされていることを確認してくださ
い。共存がサポートされている場合は、現在の高いレベ
ルのリリースとの共存に必要な正しい SPE レベル・コ
ードが低いレベルのリリースでサポートされていること
を確認してください。
共存および SPE に関する詳細については、プログラ
ム・ディレクトリーまたは予防サービス計画 (PSP) の更
新を参照してください。
DSNE231A

ONE NAME IS REQUIRED TO FREE
A PLAN OR A PACKAGE

説明: ユーザーが、プラン名またはパッケージ名を指定
せずに、FREE PLAN または PACKAGE パネルを使用
しようとしました。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: プランまたはパッケージの名前、また
は'すべて'を表す (*) を入力してください。
DSNE232A

CONNECTION NAME REQUIRES
ENABLE/DISABLE OF CONNECTION
TYPE

説明: ユーザーが、特定の接続名を ENABLE または
DISABLE として指定しましたが、関連する接続タイ
プ・フィールドが更新されていません。接続名を
ENABLE または DISABLE にするためには、対応する
接続タイプにも ENABLE または DISABLE を指定しな
ければなりません。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: 関連する接続名の接続タイプに
Y(Yes) を入力してください。

DSNE233A

MEMBER NAME MUST NOT BE
SPECIFIED MORE THAN ONCE

説明: データ・セット名を含む LIBRARY フィールド
に、メンバー名が含まれています。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: メンバー名は一回だけしか指定しては
なりません。また MEMBER フィールドで指定しなけれ
ばなりません。
DSNE234A

EITHER DBRM MEMBER OR
INCLUDE PACKAGE LIST MUST BE
SPECIFIED

説明: BIND PLAN サブコマンドには入力として
DBRM メンバー名またはパッケージ・リストのいずれ
かが必要ですが、いずれも指定されていません。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: DBRM メンバー名を入力するか、ま
たはパッケージ・リストを含めて指定してください。両
方のオプションを使用することもできます。
DSNE235A

plan/package NAME IS A DUPLICATE
OF PRIMARY plan/package NAME

説明: REBIND または FREE サブコマンド・パネル
で、1 次 'plan' または 'package' 名が指定されました
が、追加のプランまたはパッケージをリストに入れるよ
うに指定されました。 1 次 'plan' または 'package' 名を
リストに含めるように再度指定されました。
システムの処置: サブコマンド処理中にエラーが発生す
るのを避けるために、重複する 1 次 'plan' または
'package' 名はリストから自動的に削除されます。 TSO
接続機能は、ほかの入力を受け入れることができます。
ユーザーの処置: 追加のプランまたはパッケージのリス
トを完了させてください。
DSNE236A

SPECIFY A CONNECTION TYPE TO
ENABLE OR DISABLE

説明: ユーザーが、個々の接続タイプを ENABLED ま
たは DISABLED にするように指定しましたが、特定の
接続タイプが指定されていません。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: ENABLE または DISABLE にする個
々の接続タイプごとに Y(YES) を入力してください。
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DSNE237A
DSNE237A

SPECIFY ENABLE ALL OR SPECIFIC
CONNECTION TYPES

説明: すべての接続タイプを使用可能にするように要求
したほかに、特定の接続タイプも使用可能にするように
要求されました。すべての接続タイプを使用可能にする
ということは、特定の接続タイプを使用可能にすること
も含まれます。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: 特定の接続タイプを使用可能にする
か、またはすべての接続タイプを使用可能にするか、の
いずれかにしてください。
DSNE240A

ISPF RETURNED AN UNEXPECTED
CODE WHILE CLOSING A TABLE

説明: 現行のサブコマンド・パネルの処理中、ISPF 表
の TBCLOSE を実行していたとき、 ISPF エラー戻り
コードが検出されました。

DSNE242A

ISPF RETURNED AN UNEXPECTED
CODE WHILE SETTING SEARCH
ARGUMENTS

説明: 現行機能の ISPF 表に、予期された列または表形
式が含まれていません。
システムの処置:
了します。

現行のサブコマンドの TSO 処理は終

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: エラーの ISPF 表を削
除してください。この表は、DB2I 機能の次の呼び出し
時に自動的に再作成されます。
問題判別: ISPF 表が最後に正常に使用された後で、表
の形式が変更されています。 DSNETBLS DD ステート
メントに割り振られている DB2I ISPF 表ライブラリー
を参照し、 ISPF エラー・ログを調べて追加の診断情報
を入手してください。

システムの処置:
了します。

現行のサブコマンドの TSO 処理は終

DSNE243A

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

説明: DB2I 表パネルを表示しようとしたときに、ISPF
エラーが検出されました。

システム・プログラマーの応答: DSNETBLS DD ステ
ートメントに割り振られている ISPF 表ライブラリー
に、十分なスペースまたは使用可能なディレクトリー項
目があるかどうかを確かめてください。追加の診断情報
については、ISPF エラー・ログを参照してください。
DSNE241A

INTERNAL PROCEDURE WAS
PASSED AN INVALID NUMBER OF
ARGUMENTS

ISPF RETURNED AN UNEXPECTED
CODE DURING A TABLE DISPLAY

システムの処置:
了します。

現行のサブコマンドの TSO 処理は終

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DB2I パネルおよびパ
ネル・ライブラリーが正しく設定されているかどうかを
確かめてください。両方の形式が正しい場合は、ISPF
オプション 7.2 を使用してパネルをテストし、ほかのエ
ラーがないかどうかを調べてください。

説明: 現行サブコマンドの処理中、サブルーチンを実行
しているときに、 TSO 解釈プログラム・エラーが検出
されました。

ISPF エラー・ログを調べて追加のエラー情報を入手
し、表示すべきパネルの名前を判別してください。

システムの処置:
了します。

現行のサブコマンドの TSO 処理は終

DSNE244A

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: TSO SYSCALL 命令
でエラーが検出されたことを、IBM サポート・センタ
ーに通知してください。
問題判別: TSO SYSCALL 命令が、CLIST 内に定義さ
れたサブルーチンにすべてのパラメーターを渡していま
せん。
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CANNOT SAVE CREATED TABLE,
VERIFY SPACE IN TABLE LIBRARY

説明: ISPF TBSAVE 機能から、ゼロより大きな条件コ
ードが戻されました。
システムの処置:
了します。

現行のサブコマンドの TSO 処理は終

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DSNETBLS DD ステ
ートメントに割り振られている ISPF 表ライブラリー
に、十分なスペースおよび使用可能なディレクトリー項
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DSNE245A
目があるかどうかを確かめてください。追加の診断情報
については、ISPF エラー・ログを参照してください。
DSNE245A

ISPF RETURNED AN UNEXPECTED
CODE WHILE ADDING A ROW TO A
TABLE

説明: ISPF TBADD 機能から、4 より大きな条件コー
ドが戻されました。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: DB2I CANCEL コマンドを入力して
から、システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: ISPF 機能を実行する
のに十分なストレージをユーザーがもっているかどうか
を確かめてください。追加の診断情報については、ISPF
エラー・ログを参照してください。
DSNE246A

ISPF RETURNED AN UNEXPECTED
CODE WHILE DELETING A ROW

説明: ISPF TBDELETE 機能から、ゼロより大きな条
件コードが戻されました。
システムの処置:
了します。

現行のサブコマンドの TSO 処理は終

ユーザーの処置: DB2I CANCEL コマンドを入力して
から、システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: ISPF 機能を実行する
のに十分なストレージをユーザーがもっているかどうか
を確かめてください。追加の診断情報については、ISPF
エラー・ログを参照してください。
DSNE247A

ISPF RETURNED AN UNEXPECTED
CODE WHILE UPDATING A ROW

説明: ISPF TBPUT 機能から、4 より大きな条件コー
ドが戻されました。
システムの処置: 現行のサブコマンドの TSO 処理は終
了します。
ユーザーの処置: DB2I CANCEL コマンドを入力して
から、システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: ISPF 機能を実行する
のに十分なストレージをユーザーがもっているかどうか
を確かめてください。障害をもたらしたユーザー処置を
再現してください。追加の診断情報については、ISPF
エラー・ログを参照してください。

DSNE248A

COMMAND ENTERED CONTAINS
INVALID CHARACTERS, RESPECIFY

説明: コマンド行に入力されたコマンドに、無効な文字
が含まれています。そのコマンドを入力し直す必要があ
ります。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: 無効なコマンド項目を訂正してくださ
い。
DSNE250A

PLEASE ENTER THE COMMAND AT
THE LINE WITH THE PLAN/PACKAGE
NAME

説明: SELECT または RESET コマンドは、
PLAN/PACKAGE 名が示されている行に入力しなければ
なりません。この行には PLAN/PACKAGE の名前があ
りますが、2 次行にはありません。
システムの処置: その行コマンドは拒否されます。
TSO 接続機能は、ほかの入力を受け入れることができ
ます。
ユーザーの処置: その行コマンドを 1 次
PLAN/PACKAGE 行に入力し直してください。
DSNE252A

JCL WAS NOT CREATED, ERROR
errcode WHILE DOING function_name
FUNCTION

説明: 機能 'function_name' の実行中にエラー・コード
'errcode' が受信されました。JCL は作成されません。
重大度: 20
システムの処置: このエラーの原因については、
「ISPF V4 ダイアログ開発者 ガイドとリファレンス 」
を参照してください。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
問題判別: 戻りコードと機能の組み合わせを使って、問
題の原因を「ISPF V4 ダイアログ開発者 ガイドとリフ
ァレンス」で判別し、その問題を訂正してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 21。
DSNE283A

THE , (COMMA) OPTION IS
INCOMPATIBLE WITH THE hostlang
LANGUAGE

説明: ユーザーが DB2I デフォルト値パネルで、
'hostlang' の APPLICATION LANGUAGE と DECIMAL
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DSNE288A • DSNE296A
POINT フィールドのコンマ・オプションを選択しよう
としました。この組み合わせはサポートされません。
システムの処置:
す。

デフォルト値パネルが再度表示されま

ユーザーの処置: APPLICATION LANGUAGE フィー
ルドまたは DECIMAL POINT フィールドのいずれかを
変更してください。 C (C/370 コンパイラー) が必要で
あれば、DECIMAL POINT フィールドには小数点 (.)
を含めなければなりません。 .
DSNE288A

YOU CANNOT SPECIFY (RUN)=YES
WITH CICS OR IMS

説明: CICS または IMS 呼び出しを行うアプリケーシ
ョン・プログラムは、 TSO 環境から実行することはで
きません。ただし、このようなプログラムのプリコンパ
イル、バインド、コンパイル、およびリンクは、TSO
のもとで行うことができます。 CICS または IMS アプ
リケーションを準備するときは、RUN パネルで、N を
指定しなければなりません。
システムの処置:
ちます。

システムはパネルへの新たな入力を待

ユーザーの処置:
ださい。

RUN オプションを N に変更してく

DSNE291A

ALL DB2 COMMANDS BEGIN WITH A
DASH

説明: すべての DB2 コマンドの前に付いていなければ
ならない DB2 コマンド認識文字が抜けています。
システムの処置: ユーザーがコマンドを再実行依頼でき
るように、DB2 コマンド・パネルが再び表示されま
す。
ユーザーの処置: DB2 コマンド認識文字を追加し、コ
マンドを入力し直してください。
DSNE292I

DATA SET data-set-name NOW
CONTAINS YOUR JCL

説明: DB2I が、ユーザーのために何らかの JCL を作
成したところです。 JCL は現在、データ・セット
'data-set-name' に置かれています。必要であれば、この
データを編集することができます。 TSO SUBMIT コマ
ンドを出すと、背景でジョブの実行が開始されます。
システムの処置:

MEMBER NAME IS REQUIRED.YOUR
PROGRAM MUST BE IN A PDS

説明: ユーザーが、区分データ・セットに入っていない
プログラムを実行しようとしたか、またはメンバー名を
指定するのを忘れています。
システムの処置: ユーザーがメンバー名を指定して再実
行を試みることができるように、RUN パネルが表示さ
れます。
ユーザーの処置: メンバー名を指定し、プログラムを再
実行してください。
DSNE294I

SYSTEM RETCODE=hex-code USER OR
DSN RETCODE=decimal-code

説明: DB2I 機能が完了したところです。その機能の戻
りコードが、このメッセージに入れて戻されています。
変数 'hex-code' は 3 桁の 16 進数で、変数
'decimal-code' は 3 桁の 10 進数です。これらの戻りコ
ードの説明については、該当する MVS 資料を参照して
ください。
システムの処置: 他のメッセージによって DB2 が使用
不能であることが示されていないかぎり、 DB2I は別の
実行サイクルに移ることができます。
ユーザーの処置: 完了コードが完了を示すものでない場
合は、入力パラメーターを変更して訂正する必要がある
かもしれません。
DSNE295A

YOU CANNOT DISPLAY AND
RESTART A UTILITY AT THE SAME
TIME

説明: DB2I ユーティリティー・パネルで、矛盾するア
クションを呼び出すオプションがセットされました。ユ
ーティリティーの状況の DISPLAY、またはユーティリ
ティーの RESTART のいずれか一方を行うことはでき
ますが、両方を同時に行うことはできません。
システムの処置: システムはパネルへの新たな入力を待
ちます。
ユーザーの処置: RESTART オプションを NO に変更
するか、または別の FUNCTION を選択してください。
DSNE296A

システムは次の要求を待ちます。

ユーザーの処置: 別の DB2I ジョブを開始させること
もできるし、このパネルから出ることもできます。

234

DSNE293A

YOU CANNOT TERMINATE AND
RESTART A UTILITY AT THE SAME
TIME

説明: DB2I ユーティリティー・パネルで、矛盾するオ
プションがセットされています。ユーティリティーの
TERMINATE、またはユーティリティーの RESTART の

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNE297A
いずれかを行うことはできますが、両方を同時に行うこ
とはできません。
システムの処置:
ちます。

システムはパネルへの新たな入力を待

ユーザーの処置: RESTART オプションを NO に変更
するか、または別の FUNCTION を選択してください。
DSNE297A

ENTER DATA SET NAME: COPYDSN
OR RCPYDSN1

説明: COPY ユーティリティーにデータ・セット名が
指定されていません。ローカル / 現行システムのデー
タ・セット名 (COPYDSN) またはリカバリー・システム
のデータ・セット名 (RCPYDSN1)、もしくはその両方が
必要です。
システムの処置:
ちます。

説明: 内部 DB2 問題が発生しました。 示されたモジ
ュールが、存在しない SQLTYPE を検出しました。
ユーザーの処置: SPUFI トレースおよび ISPF ログを
集め、システム・プログラマーまたはデータベース管理
者に通知してください。
トレースをオンにして、失敗したジョブを再実行しなけ
ればならない場合もあります。これにより、トレース・
メッセージが ISPF ログに送られるようになります。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
DSNE351A

ERROR DURING EDIT: CLIST data set
name

説明: DB2 CLIST メンバー DSNEMC01 のオンライ
ン・ブック・データ・セット名を変更しようとしている
間に、エラーが検出されました。データ・セット名は変
更されませんでした。
システムの処置:
ちます。

INTERNAL ERROR - ILLEGAL TYPE
IN MODULE module-name

システムはパネルへの新たな入力を待

ユーザーの処置: COPYDSN または RCPYDSN1、もし
くはその両方のデータ・セット名を入力してください。
DSNE298A

DSNE340I

システムはパネルへの新たな入力を待

ユーザーの処置: CLIST データ・セット名が正しいこ
と、変更する DSNEMC01 CLIST メンバーが含まれて
いることを確認してください。この CLIST データ・セ
ットは、TSO ユーザー ID にも WRITE モードで使用
できるようになっていなければなりません。エラーが解
決されるか、またはユーザーがパネルを終了する (END)
まで、このエラーは表示され続けます。
システム・プログラマーの応答: 問題を判別することが
できないでいる場合、このパネルを表示している間に
DB2 CLIST の実行をトレースすることができます。
問題判別: CLIST の実行時に検出された TSO/ISPF 非
ゼロ戻りコードの CLIST トレース出力を調べてくださ
い。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。

EDIT PROCESSING OPTION MUST BE
Y (YES) OR N (NO)

説明: 'YES' または 'NO' (あるいは省略形の 'Y' または
'N') 以外の編集オプションが指定されました。 SPUFI
が ISPF エディターを呼び出して、ユーザーに入力デー
タ・セットの編集を許可するかどうかは、上記いずれか
の有効な応答により決まります。
システムの処置: SPUFI は、ユーザーが有効な応答を
入力するのを待ちます。
ユーザーの処置: 'Y' または 'N' を入力し、'ENTER' を
押してください。
DSNE352A

EXECUTE PROCESSING OPTION
MUST BE Y (YES) OR N (NO)

説明: 'YES' または 'NO' (あるいは省略形の 'Y' または
'N') 以外の実行オプションが指定されました。 SPUFI
がユーザー入力データ・セット内の SQL ステートメン
トを実行するかどうかは、上記いずれかの有効なユーザ
ー応答により決まります。
システムの処置: SPUFI は、ユーザーが有効な応答を
入力するのを待ちます。
ユーザーの処置: 'Y' または 'N' を入力し、'ENTER' を
押してください。
DSNE353A

BROWSE PROCESSING OPTION
MUST BE Y (YES) OR N (NO)

説明: 'YES' または 'NO' (あるいは省略形の 'Y' または
'N') 以外の走査検索オプションが指定されました。
SPUFI が ISPF BROWSE を呼び出して、ユーザーに出
力データ・セットの走査検索を許可するかどうかは、上
記いずれかの有効なユーザー応答により決まります。
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DSNE354A
システムの処置: SPUFI は、ユーザーが有効な応答を
入力するのを待ちます。
ユーザーの処置: 'Y' または 'N' を入力し、'ENTER' を
押してください。
DSNE354A

AUTOCOMMIT PROCESSING OPTION
MUST BE Y (YES) OR N (NO)

説明: 'YES' または 'NO' (あるいは省略形の 'Y' または
'N') 以外の AUTOCOMMIT オプションが指定されまし
た。 SPUFI がデータベース・サブシステムへのすべて
の変更を自動的にコミットするかどうかは、上記いずれ
かの有効な応答により決まります。この状況は、ユーザ
ーの SQL ステートメントを実行した結果、検出された
ものです。コミットが要求され、しかも SQL 実行エラ
ーがなければ、入力データ・セットの処理の終わりにコ
ミットが行われます。

DSNE360A

THE OUTPUT DATA SET MUST
RESIDE ON DASD

説明: ユーザーが、SPUFI の出力を SYSOUT デー
タ・セットに送信しようとしました。 DASD 装置だけ
を含む総称装置クラスを入力しなければなりません。
システムの処置: SPUFI は、ユーザーが有効な出力装
置クラスを指定するのを待ちます。
ユーザーの処置: 正しく入力し、'ENTER' を押してく
ださい。
DSNE361I

SPUFI PROCESSING COMPLETE

システムの処置: SPUFI は、ユーザーが有効な応答を
入力するのを待ちます。

説明: これは、SPUFI が正常に出力データ・セットを
作成した後に表示される通知メッセージです。出力デー
タ・セット処理の完了前、またはこのデータ・セットの
その後の BROUSE OUTPUT オプション処理中にエラ
ーが発生した場合、このメッセージは、SPUFI または
TSO/ISPF のエラー・メッセージで置き換えられます。

ユーザーの処置: 'Y' または 'N' を入力し、'ENTER' を
押してください。

システムの処置:
ます。

DSNE355A

ユーザーの処置: この時点で、SPUFI パネル変数設定
値を変更して新しい SPUFI 要求を開始することも、
SPUFI を終了することもできます。

CHANGE DEFAULTS PROCESSING
OPTION MUST BE Y (YES) OR N
(NO)

説明: 'YES' または 'NO' (あるいは省略形の 'Y' または
'N') 以外のデフォルト値変更オプションが指定されまし
た。 SPUFI が現行セッションの SPUFI デフォルト値
を表示して、ユーザーにデフォルト値の変更を許可する
かどうかは、上記いずれかの有効な応答により決まりま
す。
システムの処置: SPUFI は、ユーザーが有効な応答を
入力するのを待ちます。
ユーザーの処置: 'Y' または 'N' を入力し、'ENTER' を
押してください。
DSNE359A

説明:
ん。

OUTPUT DATA SET NAME
REQUIRED FOR EXECUTE OR
BROWSE

出力データ・セットの名前が指定されていませ

システムの処置: SPUFI が、ユーザーが出力データ・
セットを指定するのを待ちます。
ユーザーの処置:
ださい。
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正しく入力し、'ENTER' を押してく

DSNE363A

システムは、次のユーザー入力を待ち

ONLY RR (REPEATABLE READ) OR
CS (CURSOR STABILITY) ALLOWED

説明: 無効な分離レベルが入力されました。この値は、
RR または CS のいずれかでなければなりません。ここ
で言う '分離レベル' とは、SPUFI ユーザーが、並行し
て実行されている他の DB2 アプリケーションの影響か
ら SQL 実行をどの程度隔離したいかを表します。
反復可能読み取り (RR) レベルが指定され、かつ
AUTOCOMMIT オプションが 'YES' である場合は、
SPUFI EXECUTE フェーズが完了して自動 COMMIT
(または、エラーが検出された場合は ROLLBACK) 操作
が実行され次第、他のアプリケーションはデータベース
値を選択して、変更することができます。したがって、
ユーザー走査検索で取り出したデータがすでに、別のア
プリケーションによって変更されているという可能性が
あります。
RR レベルが指定され、かつ AUTOCOMMIT オプショ
ンが 'NO' である場合は、 SPUFI ユーザーが COMMIT
または ROLLBACK を出すまで、並行して実行中の他
の DB2 アプリケーションが、選択されたデータベース
値を変更することはできません。このため、SPUFI ユー
ザーが出力データ・セットを走査検索している間、他の
アプリケーションは通常の待ち状態になっている可能性
があります。
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カーソル固定 (CS) レベルが指定されている場合は、
AUTOCOMMIT オプションが 'YES' であっても 'NO'
であっても、違いはありません。並行して実行中の他の
DB2 アプリケーションは、SELECT が完了され次第、
選択されたデータベース値を変更することができます。
システムの処置: SPUFI は、ユーザーが 'RR' または
'CS' を指定するのを待ちます。
ユーザーの処置:
ださい。

| DSNE364A
|

正しく入力し、'ENTER' を押してく

token IS INVALID AS AN SQL
STATEMENT TERMINATOR

DSNE367A

ACTION MUST BE C (COMMIT) OR R
(ROLLBACK) OR D (DEFER)

説明: このメッセージは、ユーザーにコミット処置を決
定するように要求しています。
ユーザーの処置: 最後のコミット点以後に行われたすべ
ての変更をコミットするには、 'C' を入力してくださ
い。最後のコミット点以後に行われたすべての変更を元
に戻すには、'R' を入力してください。決定を延ばした
いときは、ブランクを入力してください。
DSNE368A

YES OR NO MUST BE ENTERED
FOR EACH PROCESSING OPTION

| 説明: ユーザーが SQL ステートメント終止符 (トーク
| ン) を入力しましたが、これはサポートされません。以
| 下に示す値を SQL ステートメント終止符として使用し
| ても無効となります。

説明: 処理オプションの 1 つがブランクのままになっ
ているか、ユーザーによってブランクにセットされまし
た。

|

v ブランク

|

v コンマ

ユーザーの処置: 処理オプションごとに、'YES' または
'NO' を入力してください。

|

v 単一および二重引用符

|

v 下線

|

v 左および右括弧

|
|

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

|
|

ユーザーの処置: 有効な SQL ステートメント終止符を
指定してください。

| DSNE365A
|

SQL STATEMENT TERMINATOR HAS
BEEN CHANGED TO token

| 説明: SPUFI 入力データ・セットには、SQL ステート
| メント終止符を token に変える #SET ステートメント
| が含まれています。
|
|
|

システムの処置: token は、別の #SET ステートメント
によって変更されたり、入力データの終わりに達するま
で、SQL ステートメント終止符です。
DSNE366A
説明:

ONLY THE LISTED RECFM TYPES
ARE ALLOWED

出力データ・セットのレコード形式が無効です。

システムの処置: システムは、ユーザーが許可される
RECFM タイプの 1 つを入力するのを待ちます。
ユーザーの処置: V、VB、VBA、F、FB、または FBA
の RECFM を入力してください。

DSNE370A

INPUT DATA SET COULD NOT BE
OPENED

説明: データ・セット属性が無効なために、入力デー
タ・セットをオープンすることができません。入力デー
タ・セットの論理レコード長 (LRECL) は、80K でなけ
ればなりません。レコード形式 (RECFM) は、F または
FB でなければなりません。入力データ・セットは、順
次または区分のいずれでもかまいません。
ユーザーの処置: 有効な属性をもつ入力データ・セット
を指定してください。
DSNE371A

OUTPUT DATA SET COULD NOT BE
OPENED

説明: データ・セット属性のが無効なために、出力デー
タ・セットをオープンすることができません。論理レコ
ード長 (LRECL) は、80KB 以上、32KB 未満でなけれ
ばなりません。レコード形式 (RECFM) は、F、
FB、FBA、V、VB、または VBA でなければなりませ
ん。出力データ・セットは順次でなければなりません。
ユーザーの処置: 有効な属性をもつ出力データ・セット
を指定するか、またはこのデータ・セットの正しい属性
を入力してください。
DSNE372A

OUTPUT DATA SET MUST BE
SEQUENTIAL

説明: ユーザーが、SQL ステートメント実行の出力を
順次以外の出力データ・セットに入れるように要求しま
した。
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DSNE374A
ユーザーの処置: 出力データ・セットに、順次データ・
セットの名前を入力してください。

ユーザーの処置: 入力データ・セットの属性を訂正し
て、再試行してください。

DSNE374A

DSNE378A

OUTPUT DATA SET MUST BE
SEQUENTIAL

説明: 出力データ・セットが、認識されない編成になっ
ています。出力データ・セットは順次でなければなりま
せん。
システムの処置: パネル項目が訂正され、ユーザーが
'ENTER' を押すまで、処理は開始されません。
ユーザーの処置: 出力データ・セットは順次でなければ
なりません。出力データ・セット・フィールドに、(メン
バーではなく) 順次データ・セット名を入力してくださ
い。
DSNE375A

ACCESS TO INPUT DATA SET NOT
AUTHORIZED

説明: ご使用のシステムで提供されているローカル出口
が、ユーザーが指定した入力データ・セットへのアクセ
スを拒否しました。
ユーザーの処置: 許可が与えられているデータ・セット
の名前を指定するか、または元のデータ・セット名に許
可をもらってください。要求を再実行依頼してくださ
い。
DSNE376A

ACCESS TO OUTPUT DATA SET NOT
AUTHORIZED

説明: ご使用のシステムで提供されているローカル出口
が、出力データ・セットへのアクセスを拒否しました。
ユーザーの処置: 許可が与えられているデータ・セット
の名前を指定するか、または元のデータ・セット名に許
可をもらってください。要求を再実行依頼してくださ
い。
DSNE377A

INPUT DATA SET RECFM MUST BE
F OR FB WITH LRECL 79 OR 80

説明: 指定された入力データ・セットに、必要な属性
(LRECL が 79 または 80 で、F または FB) がありま
せん。
注: 入力データ・セットの LRECL が 79 であると、
SPUFI は、そのデータ・セットが QMF によってエ
クスポートしたと見なします。したがって、QMF
からエクスポートされていないデータ・セットに
は、 79 の LRECL を使用しないようにすることを
お勧めします。
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ASA CONTROL CHARACTER NOT
ALLOWED ON INPUT DATA SET
RECFM

説明: ユーザーが、用紙制御文字または機械制御文字を
含む入力データ・セットを使用しようとしました。これ
らの文字は、入力データ・セットには使用できません。
ユーザーの処置: 入力データ・セットから用紙制御文字
または機械制御文字を取り除き、再試行してください。
DSNE379A

text from DYNALLOC

説明: データ・セットを割り振る試みが失敗しました。
このメッセージには、障害に関する補足説明が含まれて
います。
ユーザーの処置: この条件を訂正し、サブコマンドを再
実行依頼してください。
DSNE381A

UNEXPECTED ALLOCATION RETURN
CODE return-code, reason-code

説明: SVC99 から、予期しない戻りコードが戻されま
した。受け取った戻りコードは、DYNALLOC(SVC99)
戻りコードです。この戻りコードおよび理由コードの説
明については、該当する MVS 資料を参照してくださ
い。
ユーザーの処置: この条件を訂正し、サブコマンドを再
実行依頼してください。
DSNE383A

INVALID OUTPUT DATA SET
RECORD FORMAT.OPEN RETURN
CODE rcode

説明: データ・セット形式が無効です。受け入れられる
レコード形式は、F、FB、FBA、V、VB、または VBA
のいずれかです。
ユーザーの処置: レコード形式フィールドに有効な値を
入力してください。
DSNE384A

UNEXPECTED DEALLOCATION
RETURN CODE return-code,
reason-code

説明: 割り振り解除要求から、予期しない戻りコードと
理由コードが戻されました。
ユーザーの処置: この戻りコードおよび理由コードの説
明については、該当する MVS 資料を参照してくださ
い。
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DSNE385A

ENTER MEMBER NAME.INPUT DATA
SET IS PARTITIONED

DSNE389A

A MEMBER HAS BEEN SPECIFIED
FOR A SEQUENTIAL DATA SET

説明: 入力データ・セットは区分ですが、ユーザーは
SPUFI メイン・メニューでメンバー名を入力していませ
ん。

説明: SPUFI への入力としてメンバーが指定されまし
た。しかし、指定された入力データ・セットは順次で
す。

システムの処置: パネル項目が訂正されるまで、処理は
開始されません。処理オプションのいずれかが変更され
ると、このメッセージは無視され、新しい設定値に従っ
て処理が進められます。

システムの処置: パネル項目が訂正されるまで、処理は
開始されません。

ユーザーの処置:

ユーザーの処置: メンバーを指定せずに、データ・セッ
ト名を入力してください。

メンバー名を入力してください。
DSNE390A

DSNE386A

MEMBER member-name NOT
PRESENT IN SPECIFIED INPUT DATA
SET

説明: 示されたメンバーは、入力データ・セット内に存
在しません。
システムの処置: パネル項目が訂正されるまで、処理は
開始されません。
ユーザーの処置: 正しいメンバー名または正しいデー
タ・セット名を入力してください。
DSNE387I

DSNTIAR ERROR.RETURN CODE =
return-code

説明: 内部 DB2 エラーが発生しました。ゼロ以外の
SQL 戻りコードを説明するメッセージを DSNTIAR が
フォーマット設定しようとしましたが、試みが失敗に終
わりました。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: ISPF ログを印刷し、
TSO アドレス・スペースのダンプを集めてください。
障害分析手順については、アプリケーション・プログラ
ミングおよび SQL ガイド の第 2 部を参照してくださ
い。
DSNE388A

INPUT DATA SET MUST BE
SEQUENTIAL OR PARTITIONED

説明: 入力データ・セットが、認識される編成になって
いません。
システムの処置: パネル項目が訂正されるまで、処理は
開始されません。
ユーザーの処置: 順次編成または区分編成のデータ・セ
ット名を入力してください。順次または区分データ・セ
ットを割り振ることが必要になる場合があります。

THE OUTPUT DATA SET
ATTRIBUTES ARE INCONSISTENT

説明: このメッセージは、ユーザーがブロック・サイズ
および論理レコード長 (LRECL) を指定する際に、次の
3 つのエラー可能性のある処理の 1 つを行ったことを
示しています。
v ユーザーが F のレコード形式 (RECFM) を指定して
いるが、ブロック・サイズが論理レコード長
(LRECL) に等しくない。
v ユーザーが F、FB、または FBA のレコード形式
(RECFM) を指定しているが、ブロック・サイズが論
理レコード長 (LRECL) によって等分できない。
v ユーザーが VB のレコード形式 (RECFM) を指定し
ているが、ブロック・サイズが、論理レコード長
(LRECL) に 4 を加えた値より小さい。ユーザーは、
ブロック・ヘッダー用に 4 バイトを余分に見積もっ
ておかなければなりません。
ユーザーの処置: DSNESP02 パネルで、論理レコード
長 (LRECL) およびブロック・サイズを適切に指定して
ください。
DSNE391I

FREEMAIN ERROR IN MODULE
module-name

説明: SPUFI が、示されたモジュールで FREEMAIN
エラーを検出しました。
システムの処置: このメッセージは、ISPF ログ・デー
タ・セットに記録されます。異常終了は起こりません。
ユーザーの処置: システム・プログラマーまたはシステ
ム管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: ISPF ログを印刷し、
TSO アドレス・スペースのダンプを集めてください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
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DSNE392I
DSNE392I

GETMAIN ERROR IN MODULE
module-name

説明: SPUFI が、示されたモジュールで GETMAIN エ
ラーを検出しました。
システムの処置: このメッセージは、ISPF ログ・デー
タ・セットに記録されます。ユーザー異常終了
X'00C50003' が出されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーまたはシステ
ム管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 十分なストレージが
TSO ユーザーに割り振られているようにしてくださ
い。
DSNE393I

SPF VDELETE ERROR IN MODULE
DSNESM90. ERROR CODE = flag

説明: 内部 SPUFI エラーが発生しました。 CSECT
DSNESM90 が、あらかじめ定義されていない ISPF ダ
イアログ変数を削除しようとしました。
システムの処置: このメッセージは、ISPF ログ・デー
タ・セットに記録されます。異常終了は出されません。
ただし、問題が解消されない場合は、システム・プログ
ラマーに通知してください。

コードが検出されると、このメッセージが出されること
があります。 ISPF の新しいリリースが使用されている
場合は、ISPF が上記の戻りコードに現在使用している
意味を割り当てているかどうかを判別してください。
DSNE396A

YOU CANNOT SPECIFY DEFER
WHEN LEAVING SPUFI

説明: まだコミットまたはロールバックされていない未
解決のデータベース変更をそのままにして、 SPUFI か
ら出ようとしました。コミットまたはロールバックする
ことを決定してからでなければ、SPUFI から出ることは
できません。
システムの処置: システムはパネルへの新たな入力を待
ちます。
ユーザーの処置: COMMIT または ROLLBACK を指定
してください。
DSNE415A

csect-name TYPE IS DATE

説明: これは、SPUFI トレース・メッセージです。
SPUFI が、SQLDA の SQLTYPE フィールドを調べ、
DATE のデータ・タイプを検出しました。
DSNE416A

csect-name TYPE IS TIME

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。

説明: これは、SPUFI トレース・メッセージです。
SPUFI が、SQLDA の SQLTYPE フィールドを調べ、
TIME のデータ・タイプを検出しました。

問題判別: エラー・コード 'flag' を記録しておいてくだ
さい。このコードはユーザーにとっては意味をもちませ
んが、IBM サポート担当員が問題を解決する際に役立
ちます。

DSNE417A

DSNE395I

UNEXPECTED RETURN CODE FROM
SPF SERVICE

説明: ISPF DISPLAY から 4 の戻りコード、または
ISPF エディターから 8 の戻りコードが戻されました。
システムの処置: このメッセージは、SPUFI パネルに
表示され、ISPF ログ・データ・セットに記録されま
す。 ユーザー異常終了は出されません。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: ISPF の新しいリリー
スが使用されている場合は、ISPF が上記の戻りコード
に現在使用している意味を割り当てているかどうかを判
別してください。
問題判別: ISPF DISPLAY または EDIT 機能からの、
(ISPF によって) あらかじめ割り当てられていない戻り
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csect-name TYPE IS TIMESTAMP

説明: これは、SPUFI トレース・メッセージです。
SPUFI が、SQLDA の SQLTYPE フィールドを調べ、
TIMESTAMP のデータ・タイプを検出しました。
DSNE457I

csect-name ARITHMETIC ERROR IN
THE CURRENT ROW AND COLUMN

説明: これは、SPUFI トレース・メッセージです。
SPUFI が SQLDA を調べ、算術エラーを検出しまし
た。この値に関連する標識変数に、-2 が含まれていま
す。
DSNE601I

SQL STATEMENTS ASSUMED TO BE
BETWEEN COLUMNS nn AND nn

説明: このメッセージは、SQL ステートメントに関し
て、入力データ・セットのどのレコード列を走査するか
を示しています。 COBOL タイプのデータ・セットの
場合は、列 8 〜 72 が走査されます。 STANDARD デ
ータ・セット・タイプの場合は、LRECL が 79 であれ
ば、列 1 〜 71 が走査され、LRECL が 80 であれば、
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列 1 〜 72 が走査されます。
システムの処置: このメッセージは、他の要約メッセー
ジとともに、SPUFI 出力データ・セットに書き出されま
す。
DSNE603E

INPUT STATEMENT HAS
UNBALANCED APOSTROPHES

説明: 入力レコードに左アポストロフィが含まれていま
すが、右アポストロフィが見つかる前に、データ・セッ
トの終わりに達しました。
システムの処置: SPUFI 処理は停止します。 エラーを
訂正し、再始動してください。
ユーザーの処置: おそらく、リテラル値から右アポスト
ロフィが抜けています。欠けているアポストロフィを追
加し、入力ファイルをもう一度実行してください。
DSNE604E

THE SQL STATEMENT EXCEEDS THE
MAXIMUM ALLOWED LENGTH

説明: このメッセージは、出力データ・セット内の先行
する SQL ステートメントが許可される最大長を超えて
いることを示しています。 1 つの SQL ステートメン
トは、最大 455 までの入力レコードにスパンさせるこ
とができます。
システムの処置: SPUFI 処理は停止します。 エラーを
訂正し、再始動してください。
ユーザーの処置: より少ない数の入力レコードに入れる
ようにして、問題の SQL ステートメントを編集してく
ださい。
DSNE605E

|

SQL ステートメントの終わりで区切ることです。
システムの処置: SPUFI 処理は停止します。 エラーを
訂正し、再始動してください。

|
|

ユーザーの処置: 入力データ・セットから余分な終止符
を取り除いてください。
DSNE607E

PREVIOUS INPUT RECORD HAS
UNBALANCED SO/SI CHARACTERS

説明: 前の入力レコードの中で、シフト・アウト (SO)
文字が見つかりましたが、対応するシフト・イン (SI)
文字がそのレコード内に見つかりません。 SO/SI 文字
は、SPUFI 入力データ・セット内の DBCS ストリング
を区切るものです。 SPUFI では、SO/SI 文字が入力レ
コード内で対になっていなければなりません。
システムの処置: SPUFI 処理は停止します。
ユーザーの処置: おそらく、閉じるための SI 文字がリ
テラル値から抜けています。欠けている SI 文字を追加
し、入力ファイルを再実行してください。
DSNE609E

INPUT STATEMENT HAS
UNBALANCED QUOTES

説明: 左引用符 (“) が入力レコード内に見つかりまし
たが、対応する右引用符が終わりにありません。ステー
トメントを区切るには、1 組セットの二重引用符を使用
します。
システムの処置: SPUFI 処理は停止します。
ユーザーの処置: おそらく、閉じるための引用符がリテ
ラル値から抜けています。欠けている引用符を追加し、
入力ファイルを再実行してください。

THE INPUT DATA SET IS EMPTY

説明: 指定された入力データ・セットには、有効な
SQL ステートメントが含まれていません。

DSNE610I

システムの処置: SPUFI 処理は停止します。 エラーを
訂正し、再始動してください。

説明: SQL SELECT ステートメントの実行により、1
行または複数行のデータが表示されます。このメッセー
ジは、SELECT に関して戻されたデータに続いて、出力
データ・セット内に現れます。表示される行数 ('nn') を
示します。

ユーザーの処置: そのデータ・セット内に SQL ステー
トメントを編集するか、あるいは有効な SQL ステート
メントを含む別の入力データ・セットを指定してくださ
い。

| DSNE606E
|

INVALID USE OF AN SQL
STATEMENT TERMINATOR

| 説明: SQL 入力ステートメントの中で SQL ステート
| メント終止符が正しく使用されていません。 2 つの連
| 続するステートメント終止符が見つかったか、一連のブ
| ランクの後に終止符が見つかったかのいずれかです。
| SQL ステートメント終止符の正しい使用法は、有効な

NUMBER OF ROWS DISPLAYED IS
nn

システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。
DSNE611I

COLUMN HEADER FOR COLUMN
NUMBER nn WAS TRUNCATED

説明: SQL SELECT ステートメントが実行されました
が、メッセージの 'nn' で示された列が切り捨てられま
した。この切り捨てが行われたのは、列名が残りのレコ
ード幅より長かったか、または名前がユーザー指定の最
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DSNE612I
大フィールド長より長かったためです。
システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。

DSNE614I

AUTOCOMMIT IS NO, NO CHANGES
COMMITTED

ユーザーの処置: レコード幅が十分にないために切り捨
てが起こった場合は、出力データ・セットにもっと大き
な LRECL を使用するか、または SELECT ステートメ
ントで戻されるデータ列の数を減らしてください。

説明: ユーザーが、入力ファイルの実行中に行った変更
のコミットまたはロールバックを、このセッションのも
っと後の時点まで延期しました。これは、'NO' の
AUTOCOMMIT オプションを指定することにより、行
われています。

ユーザー指定の最大フィールド長設定値によって切り捨
てが起こった場合は、この設定値にさらに大きな値を使
用してください。

システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。

DSNE612I

DATA FOR COLUMN HEADER name
COLUMN NUMBER nn WAS
TRUNCATED

説明: SQL SELECT ステートメントが実行されました
が、メッセージの 'nn' で示された列名のデータが切り
捨てられました。この切り捨てが行われたのは、データ
が残りのレコード幅より長かったか、またはデータがユ
ーザー指定の最大フィールド長より長かったためです。
システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。
ユーザーの処置: レコード幅が十分でないために切り捨
てが起こった場合は、出力データ・セットにさらに大き
な LRECL を使用するか、または SELECT ステートメ
ントで戻されるデータ列の数を減らしてください。
ユーザーが最大フィールド長を設定したことが原因でこ
の切り捨てが起こった場合は、この設定にさらに大きな
値を使用してください。
DSNE613I

OUTPUT LRECL IS TOO SMALL TO
DISPLAY THE FOLLOWING
COLUMNS:

説明: SQL SELECT ステートメントが実行されました
が、戻されるすべての列の列名とデータ値を表示するに
は、出力データ・セットの論理レコード長が十分ではあ
りません。残りのレコード幅が十分にないために、この
メッセージの後に示される列は表示されません。

ユーザーの処置: セッションを終了する前に、これらの
変更をコミットまたはロールバックしてください。
DSNE615I

NUMBER OF ROWS AFFECTED IS nn

説明: このメッセージは、SQL UPDATE、INSERT、ま
たは DELETE ステートメントの実行の後に、出力デー
タ・セットに書き出されます。メッセージ内の 'nn'
は、UPDATE、 INSERT、または DELETE ステートメ
ントの実行の結果として変更された行数のカウントで
す。
注: DB2 がアクセスも個々の行のカウントも行わない、
セグメント表スペースにおける、表の大規模削除の
場合には、このメッセージは表示されません。
システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。
DSNE616I

STATEMENT EXECUTION WAS
SUCCESSFUL, SQLCODE IS number

説明: このメッセージは、入力データ・セットの SQL
ステートメントが正常に実行された後、出力データ・セ
ットに書き出されます。 'number' は、そのステートメ
ントの SQL 戻りコードを指定します。これらの戻りコ
ードは、『第 2 部 SQL 戻りコード』 にリストされて
います。
システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。

システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。

DSNE617I

COMMIT PERFORMED, SQLCODE IS
number

ユーザーの処置: 出力データ・セットにさらに大きな
LRECL を使用するか、または SELECT ステートメント
で戻されるデータ列の数を減らすと、この状況を回避す
ることができます。

説明: 入力ファイルが正常に実行され、ユーザーが
AUTOCOMMIT オプションを 'YES' に指定している場
合は、実行された COMMIT の状況を示すために、この
メッセージが出力データ・セットに書き込まれます。
'number' は、 COMMIT の SQL 戻りコードを示しま
す。これらの戻りコードは、 9 ページの『第 2 部 SQL
戻りコード』 にリストされています。
システムの処置:
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入力データ・セット処理が完了し、こ

DSNE618I
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。

行番号を示し、 'yy' はそのレコード内におけるエラー
のオフセット (文字数) を示します。

DSNE618I

システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。

ROLLBACK PERFORMED, SQLCODE
IS number

説明: ユーザーが 'YES' の AUTOCOMMIT オプショ
ンを指定しているとき、 SPUFI 入力ファイルの実行中
にエラーが検出されると、実行された ROLLBACK の
状況を示すために、このメッセージが出力データ・セッ
トに書き出されます。 'number' は、そのステートメン
トの SQL 戻りコードを指定します。これらの戻りコー
ドは、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』 にリス
トされています。
システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。
DSNE620I

NUMBER OF SQL STATEMENTS
PROCESSED IS nn

説明: このメッセージは、現行の入力データ・セット内
のすべての SQL ステートメントの処理後に、出力デー
タ・セットに書き出されます。 'nn' は、処理された
SQL ステートメントの数です。
システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。
DSNE621I

NUMBER OF INPUT RECORDS READ
IS nn

説明: このメッセージは、現行の入力データ・セット内
のすべての SQL ステートメントの処理後に、出力デー
タ・セットに書き出されます。 'nn' は、入力データ・
セットから読み取られたレコードの合計数です。
システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。
DSNE622I

NUMBER OF OUTPUT RECORDS
WRITTEN IS nn

ユーザーの処置: 入力データ・セット内の示された構文
エラーを訂正し、ジョブを再実行してください。
DSNE624I

UNABLE TO LOAD ISPLINK MODULE.
SPUFI PROCESSING TERMINATED

説明: SPUFI 初期設定の処理中、ISPF インターフェー
ス・モジュール ISPLINK を LOAD しようとしたとき
に、エラーが検出されました。このモジュールが、
LNKLST または STEPLIB ライブラリー連結の中に見つ
かりません。
システムの処置: SPUFI 処理は終了します。
ユーザーの処置: ライブラリー連結を組み直して、
ISPLINK モジュールが見つかるようにしてください。こ
のモジュールは、ISPF ロード・ライブラリーに置かれ
ています。
DSNE625I

CONNECT TO LOCATION (location
name) PERFORMED, SQLCODE IS
number

説明: 入力ファイル内に定義された SQL ステートメン
トを、 SPUFI パネルの CONNECT LOCATION フィー
ルドで指定されたリモート・ロケーションのサーバーが
処理することを SPUFI ユーザーが示しました。
このメッセージは、出力ファイルに現れ、SPUFI から指
定のロケーション名に対して SQL CONNECT 要求が出
されたことを示しています。 'number' は、この
CONNECT 要求に関連する SQL 戻りコードを指定しま
す。これらの戻りコードは、 9 ページの『第 2 部 SQL
戻りコード』 にリストされています。

説明: このメッセージは、現行の入力データ・セット内
のすべての SQL ステートメントの処理後に、出力デー
タ・セットに書き出されます。 'nn' は、出力データ・
セットに書き込まれたレコードの合計数です。

システムの処置: 入力ファイル内のその後の SQL ステ
ートメントの処理が行われるかどうかは、この
CONNECT 要求が正常に完了したかどうかによって決ま
ります。この要求が失敗に終わった場合は、SQL エラ
ー番号および関連するすべてのエラー・メッセージが出
力ファイルに入れられます。

システムの処置: 入力データ・セット処理が完了し、こ
のメッセージが SPUFI 出力に含められます。

ユーザーの処置: 戻された SQL コードの指示に従って
応答してください。

DSNE623I

SYNTAX ERROR AT RECORD xx,
OFFSET xx

説明: 出力データ・セット内のこのメッセージの前にあ
る SQL ステートメントで、構文エラーが検出されまし
た。 'xx' はその SQL ステートメント内のエラーの行の
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DSNE626I
DSNE626I

MAXIMUM OUTPUT LINES FOR
SELECT STATEMENT REACHED
(number), PROCESSING FOR
CURRENT SELECT STATEMENT
TERMINATED

説明: SELECT ステートメントに対応して表示される
出力行の最大数に達しました。現行の SELECT ステー
トメントの処理は終了します。表示する最大行数は、
SPUFI ユーザーが CURRENT SPUFI DEFAULTS パネ
ルで指定しています。
このメッセージは、SPUFI 出力ファイルに現れます。

DSNE800A

NO DEFAULT VALUES WERE
CHANGED.PRESS ENTER TO
CONTINUE

説明: ユーザーが、変更を行わずにパネル DSNESP02
を出ました。このパネルには、ユーザーによって変更で
きるすべてのデフォルト値が含まれてます。
システムの処置: このメッセージは、SPUFI パネル
DSNESP01 に表示されます。 SPUFI は、次のユーザー
入力を待ちます。
ユーザーの処置:
てください。

継続したい場合は、'ENTER' を押し

システムの処置: 入力ファイル内のその後の SQL ステ
ートメントの処理が続けられます。

DSNE803A

ユーザーの処置: 表示された行数が不十分であった場合
は、CURRENT SPUFI DEFAULTS パネルで、SELECT
ステートメントに関して表示する最大行数を増やし、
SELECT ステートメントを再実行してください。

説明: ユーザーが、入力データ・セットを変更せずに、
ISPF エディターから出ました。

DSNE627I

csect-id FOR SQLCODE = number,
USER REQUESTED: action

説明: SQL ステートメントの PREPARE 処理中、
SPUFI が SQLCODE (+495) を受け取り、 SPUFI
(CONTINUE または BYPASS) が取る、希望の処置で応
答するようユーザーに要求しました。

システムの処置:
ます。

システムの処置: このステートメントの SPUFI 処理
は、メッセージに文書化された 処置 に基づいていま
す。
v CONTINUE
– 現行の SQL ステートメントの処理は通常通り継続
されます。
v BYPASS
– 現行の SQL ステートメントの処理はエラーにより
終了します。
ユーザーの処置: 戻された SQL コードの指示に従って
応答してください。

システムは、次のユーザー入力を待ち

ユーザーの処置: 継続したい場合は、'ENTER' を押し
てください。この時点で、SPUFI パネル変数の設定値を
変更することができます。
DSNE804A

SPUFI はこれを SQL ステートメント・エラーとは考え
ず、受け取った SQLCODE と要求した処置を文書化す
るために、このメッセージを SPUFI 出力ファイルに書
き込みます。number は、PREPARE 要求と関連する
SQL コードを指定します。これらの戻りコードは、 9
ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』 にリストされて
います。

INPUT FILE WAS NOT
CHANGED.PRESS ENTER TO
CONTINUE

TO CONTINUE, C (COMMIT) OR R
(ROLLBACK) MUST BE SPECIFIED

説明: ユーザーは AUTOCOMMIT=NO オプションを指
定していますが、現行の DB2 サブシステムでの未解決
の作業をコミットしないまま、DB2 サブシステムを出
ようとしているか、あるいは別の DB2 サブシステムに
切り替えようとしています。
システムの処置: DB2 は、ユーザーが COMMIT(C) ま
たは ROLLBACK(R) オプションを指定するのを待ちま
す。
ユーザーの処置: 継続させるためには、'C' または 'R'
を入力してください。
DSNE808A
説明:

EDIT SESSION HAS COMPLETED.
PRESS ENTER TO CONTINUE.

ユーザーが ISPF エディターから出ました。

システムの処置:
す。

SPUFIは、次のユーザー入力を待ちま

ユーザーの処置: 継続したい場合は、'ENTER' を押し
てください。 SPUFI セッションを終了させたい場合
は、'END' を押してください。この時点で、SPUFI パネ
ル変数の設定値を変更することができます。
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DSNE901I
DSNE901I
説明:

EXECUTION COMPLETE

DSNE909E

サブコマンドの実行が正常に完了しました。

システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
DSNE903I

WARNING, DECLARATION HAS SAME
NAME AS TABLE table-name

説明: DCLGEN サブコマンドの「STRUCTURE」パラ
メーターに、メッセージに示された「table name」と同
じ名前が指定されています。要求された宣言は作成され
ますが、これにより、内部名との矛盾が生じる可能性が
あります。
システムの処置:

DCLGEN 実行が続行されます。

ユーザーの処置: 異なる「STRUCTURE」パラメーター
を選択してください。
DSNE904I

EXECUTION COMPLETE, MEMBER
member-name REPLACED

説明: DCLGEN サブコマンドが正常に実行され、メッ
セージに示された 'member-name' が置き換えられまし
た。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
DSNE905I

EXECUTION COMPLETE, MEMBER
member-name ADDED

説明: DCLGEN サブコマンドが正常に実行され、メッ
セージに示された 'member-name' が、 DCLGEN サブコ
マンドで指定されたデータ・セットに追加されました。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
DSNE908E

csect-name INVALID USE OF parameter
IN PARAMETER LIST OF KEYWORD
keyword.

説明: 示されたキーワードのパラメーター・リストに、
無効なパラメーターが指定されています。
重大度:

8

システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
TSO 接続機能は、ほかの入力を受け入れることができ
ます。
ユーザーの処置: エラーのパラメーター・リストを訂正
し、ジョブを再実行依頼してください。

csectname WARNING, DBCSSYMBOL
KEYWORD IS INVALID WITH
LANGUAGE language KEYWORD
IGNORED

説明: DCLGEN 呼び出しに DBCSSYMBOL キーワー
ドが指定されましたが、 LANGUAGE キーワード値が
COB2 ではありません。 DBCSSYMBOL は、COB2
PICTURE 文節しか使用できません。 DCLGEN はこの
キーワードを無視します。
システムの処置:

DCLGEN 処理が続行されます。

ユーザーの処置: 今後は、LANGUAGE キーワード値
が COB2 でないかぎり、DBCSSYMBOL キーワードを
指定しないようにしてください。
DSNE910E

csectname WARNING, THE OWNER
KEYWORD WAS SPECIFIED WITH A
QUALIFIED TABLE NAME.OWNER
KEYWORD IGNORED

説明: DCLGEN 呼び出しに、OWNER キーワードと、
TABLE キーワードの修飾表名の両方が指定されていま
す。表修飾子が表所有者として使用されるので、
OWNER キーワードは無視されます。
システムの処置: DCLGEN 処理が続行されます。
ユーザーの処置: 今後は、TABLE キーワードに修飾表
名を指定するか、あるいは TABLE キーワードに非修飾
表名を指定して OWNER キーワードとともに使用する
ようにしてください。
DSNE920E

member-name ALREADY EXISTS,
SPECIFY ACTION(REPLACE) TO
REPLACE

説明: DCLGEN ユーザーが、'ACTION' パラメーター
に REPLACE を指定せずに、古い宣言に新しい宣言を
上書きしようとしました。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: (実際に置き換えを行いたい場合は)
'ACTION' パラメーターを REPLACE に変更し、コマン
ドを再実行依頼してください。
DSNE921E

REQUIRED PARAMETER
table-parameter IS MISSING

説明: DCLGEN サブコマンドに、必須の TABLE パラ
メーターが指定されていません。
システムの処置: DCLGEN サブコマンドは処理されま
せん。 DSN コマンド処理プログラムから、8 の戻りコ
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DSNE922E
ードが出されます。 DSN は、入力を受け入れることが
できます。
ユーザーの処置: TABLE パラメーターを指定して
DCLGEN サブコマンドを再実行依頼してください。
DSNE922E

TABLE NAME QUALIFIER OF qualifier
IS TOO LONG.CANNOT EXCEED 8
CHARACTERS IN LENGTH

説明: DCLGEN が、無効な TABLE パラメーターを検
出しました。表名修飾子 (表名の左部分) が長すぎま
す。
システムの処置: DCLGEN サブコマンドは処理されま
せん。 DSN コマンド処理プログラムから、8 の戻りコ
ードが出されます。DSN は他の入力を受け入れること
ができます。
ユーザーの処置: もっと短い表名修飾子を指定して、
DCLGEN サブコマンドを再実行依頼してください。

システム・プログラマーの応答: DSN トレースをオン
にして、問題を再現してください。 DSNTRACE デー
タ・セット内のトレース・ストリームを集めてくださ
い。また、DSN コマンド処理プログラムの ABEND サ
ブコマンドを使用して、ダンプを集めてください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
DSNE925E

BUFFER OVERFLOW IN CSECT
csect-name WHILE WRITING string

説明: これは、DCLGEN サブシステム・エラーです。
CSECT 'csect-name' が、'string' を書き込み中に、バッフ
ァー・オーバーフロー状態を検出しました。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

説明: これは、ユーザー・エラーではなく、DCLGEN
サブシステム・エラーです。言語パラメーター
'unknown' が、このサブシステムでは認識できません。

システム・プログラマーの応答: DSN トレースをオン
にして、問題を再現してください。 DSNTRACE デー
タ・セット内のトレース・ストリームを集めてくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
and Reference」の第 2 部を参照してください。

システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。

DSNE926E

DSNE923E

CSECT csect-name FOUND AN
UNRECOGNIZED LANGUAGE unknown

ユーザーの処置: システム・プログラマーに問題を報告
してください。
システム・プログラマーの応答: DSN トレースをオン
にして、問題を再現してください。 DSNTRACE デー
タ・セット内のトレース・ストリームを集めてくださ
い。また、DSN コマンド処理プログラムの ABEND サ
ブコマンドを使用して、ダンプを集めてください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
DSNE924E

PARSE FAILED IN CSECT csect-name
PARAMETER parm, FLAG flag

説明: これは、ユーザー・エラーではなく、DB2 サブ
システム・エラーです。 'PARM' パラメーターが正しく
構文解析されません。 指定されたフラグが、構文解析
結果フィールド内で不適切な値として検出されました。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置:
してください。
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COMMAND REJECTED, command
NOT SUPPORTED UNDER subsystem

説明: ユーザーが、TSO の TIME または TEST コマ
ンドを入力しました。これらのコマンドは、DSN また
は DB2I ではサポートされません。
システムの処置: ユーザーは DSN または DB2I を出
て、TSO に戻り、コマンドを再試行しなければなりま
せん。 DSN は、TSO TEST のもとで実行することがで
きます。 TSO 接続機能は、ほかの入力を受け入れるこ
とができます。
ユーザーの処置: DSN サブコマンドを入力するか、あ
るいは要求されたコマンドを実行するには DSN を出て
ください。
DSNE927E

RUN SUBCOMMANDS REQUIRE
(1)PROGRAM PARM OR (2)PLAN AND
CP PARMS

説明: RUN サブコマンドには、(1) 'PROGRAM' パラ
メーターおよびオプションとして 'PLAN' パラメータ
ー、あるいは (2) 'PLAN' およびコマンド処理プログラ
ム ('CP') パラメーターを含めることができます。 (1)
と (2) の組み合わせは認められていません。
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DSNE928E
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: サブコマンドを訂正し、ジョブを再実
行依頼してください。
DSNE928E

RUN SUBCOMMANDS CANNOT HAVE
A PROGRAM PARM AND A CP
PARM

DSNE931E

csect-name keyword-name (parameter_value)
CONTAINS AN INVALID SYMBOL
(symbol)

説明: 示された 'keyword-name' に関連する
'parameter_value' 内に、無効な 'symbol' (記号) が指定さ
れています。
重大度: 8
システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
TSO 接続機能は、ほかの入力を受け入れることができ
ます。

説明: RUN サブコマンドに、'PROGRAM' パラメータ
ーとコマンド処理プログラム ('CP') パラメーターの両方
を含めることはできません。一方のパラメーターだけを
指定して、このサブコマンドを実行依頼し直す必要があ
ります。

ユーザーの処置: エラーのキーワード 'parameter_value'
を訂正して、ジョブを再実行依頼してください。

システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。

DSNE932I

ユーザーの処置: サブコマンドを訂正し、ジョブを再実
行依頼してください。
DSNE929E

TABLE NAME LOCATION OF
(location-name) IS TOO
LONG.CANNOT EXCEED 16
CHARACTERS IN LENGTH.

説明: DCLGEN が、無効な AT (ロケーション) キー
ワード・パラメーターを検出しました。指定されたロケ
ーション名が長すぎます。
システムの処置: DCLGEN サブコマンドは処理されま
せん。 DSN コマンド処理プログラムから、8 の戻りコ
ードが出されます。 DSN は、入力を受け入れることが
できます。
ユーザーの処置: 16 文字以下のロケーション名を指定
して、DCLGEN サブコマンドを再実行依頼してくださ
い。
DSNE930E

TABLE NAME OF table-name MUST
BE QUALIFIED WHEN SPECIFIED
WITH LOCATION OF location-name

WARNING, ONLY IBM SUPPLIED
names SHOULD BEGIN WITH DSN

説明: ユーザーが、DSN で始まる名前または ID を使
用して、 BIND、REBIND、または FREE サブコマンド
を出しました。
システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: 今後は、DSN で始まるプラン名、コ
レクション ID、またはパッケージ ID を使用しないよ
うにしてください。できれば、今作成したプランまたは
パッケージを FREE して、新しいプラン名、コレクシ
ョン ID、またはパッケージ ID を用いて BIND し直す
ことをお勧めします。
DSNE935I

... IS THE DCLGEN COMMAND THAT
MADE THE FOLLOWING
STATEMENTS

説明: このメッセージは、通常の DCLGEN 出力の一
部です。その一部となっている宣言を作成した
DCLGEN コマンドが示されています。
システムの処置:
含められます。

このメッセージは、DCLGEN 出力に

説明: DCLGEN が、無効な TABLE キーワード・パラ
メーターを検出しました。 AT (ロケーション) キーワ
ードには修飾表名を指定しなければなりません。

DSNE936I

システムの処置: DCLGEN サブコマンドは処理されま
せん。 DSN コマンド処理プログラムから、8 の戻りコ
ードが出されます。 DSN は、入力を受け入れることが
できます。

説明: このメッセージは、通常の DCLGEN 出力の一
部です。 DCLGEN コマンドで指定された表の中に列が
いくつ含まれているかを示しています。

ユーザーの処置: 修飾表名を指定して、DCLGENコマ
ンドを再実行依頼してください。

THE NUMBER OF COLUMNS
DESCRIBED BY THIS DECLARATION
IS nnn

システムの処置: このメッセージは、DCLGEN 出力に
含められます。
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DSNE937I
DSNE937I

COBOL DECLARATION FOR TABLE
table-name

説明: このメッセージは、通常の DCLGEN 出力の一
部です。宣言が作成されるオブジェクトとなった表の名
前を示しています。
システムの処置:
含められます。
DSNE938I

このメッセージは、DCLGEN 出力に

PLI DECLARATION FOR TABLE
table-name

説明: このメッセージは、通常の DCLGEN 出力の一
部です。宣言が作成されるオブジェクトとなった表の名
前を示しています。
システムの処置:
含められます。
DSNE939E

このメッセージは、DCLGEN 出力に

csect-name THE COMBINATION
ACQUIRE(ALLOCATE) AND
RELEASE(COMMIT) IS NOT
ALLOWED

説明: 矛盾するパラメーターが指定された BIND また
は REBIND サブコマンドが出されました。同じサブコ
マンドに ACQUIRE(ALLOCATE) と
RELEASE(COMMIT) の両方を指定することはできませ
ん。
システムの処置: そのサブコマンドは終了し、DSN コ
マンド処理プログラムは、別のサブコマンドを入力する
ように求める DSN プロンプトを再度出します。
ユーザーの処置: 訂正したサブコマンドを入力してくだ
さい。 BIND および REBIND サブコマンドに関する詳
しい情報については、DB2 コマンド解説書 を参照して
ください。
DSNE940E

DEFER(PREPARE) INVALID WITH
NODEFER(PREPARE)

説明: 矛盾するパラメーターが指定された BIND また
は REBIND サブコマンドが出されました。同じサブコ
マンドに DEFER(PREPARE) と NODEFER(PREPARE)
の両方を指定することはできません。このような処置は
矛盾するからです。
システムの処置: そのサブコマンドは終了し、DSN コ
マンド処理プログラムは、別のサブコマンドを入力する
ように求める DSN プロンプトを再度出します。
ユーザーの処置: 訂正したサブコマンドを入力してくだ
さい。 BIND および REBIND サブコマンドに関する追

加情報については、DB2 コマンド解説書 を参照してく
ださい。
DSNE941I

説明: BIND ステートメントに指定されたプラン名が
'DSNBIND' であると、このメッセージが生成されます。
システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
TSO 接続機能は、ほかの入力を受け入れることができ
ます。
ユーザーの処置: プラン名を変更し、ジョブを再実行依
頼してください。
DSNE942E

csect-name REMOTE CONNECTION
NAME (parameter_value) HAS INVALID
FORMAT

説明: REMOTE 接続名 'parameter_value' の、パラメー
ターの開始位置および終了位置に < または > 文字記号
が含まれていますが、パラメーター値全体が両方の文字
で囲まれていません。このメッセージは、接続名の最初
の文字が英字でない場合にも生成されます。
REMOTE キーワードの LU 名形式を使用する必要があ
る場合は、名前を <LU_name> として指定しなければな
りません。
重大度:

8

システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。
ユーザーの処置: エラーのキーワード 'parameter_value'
を訂正して、ジョブを再実行依頼してください。
REMOTE キーワードの接続名の指定に関する追加情報
については、 DB2 コマンド解説書 を参照してくださ
い。
DSNE943E

csect-name REMOTE CONNECTION
NAME (parameter_value) CANNOT
EXCEED (length_value) CHARACTERS
IN LENGTH

説明: 指定された REMOTE 接続名 'parameter_value'
が、 REMOTE キーワードに許可される長さ
'length_value' より長くなっています。
このメッセージが出されるのは、REMOTE ロケーショ
ン名形式が 16 文字を超える場合、または LU 名形式
(すなわち <LU name>) が 10 文字を超える場合です。
重大度: 8
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DSNE944I
システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。
ユーザーの処置: エラーのキーワード 'parameter_value'
を訂正して、ジョブを再実行依頼してください。
REMOTE キーワードの接続名の指定に関する追加情報
については、 DB2 コマンド解説書 を参照してくださ
い。
DSNE944I

WARNING, BECAUSE YOUR TABLE
OR COLUMN NAMES CONTAIN
LOWER CASE OR NON-ALPHABETIC
CHARACTERS, YOU WILL NEED TO
USE THE SQL (NOT PL/I) INCLUDE
STATEMENT TO INCLUDE DCLGEN
OUTPUT INTO YOUR PROGRAM

DSNE948I

csect-id FURTHER subcommand
PROCESSING WILL NOT BE
ATTEMPTED

説明: (メッセージに示された) DSN コマンド処理プロ
グラム・サブコマンドがエラーを検出し、この結果、
DSN がこのサブコマンドの処理を停止しました。この
サブコマンドは正常に完了しません。このメッセージに
伴って、問題の性質を正確に説明する他のメッセージが
出されます。
システムの処置: サブコマンドの処理は終了します。
DSN プロンプトが再び出され、DSN はもう一度サブコ
マンドを受け入れることができることが示されます。
ユーザーの処置: 一緒に出されるメッセージを参照し
て、次のとるべき処置を決めてください。
DSNE949E

COMMIT PROCESSING ABNORMAL
TERMINATION, REASON CODE
reason_code

説明: DCLGEN では、DB2 で処理できるように、表名
または列名を引用符で囲む必要がありました。引用符
は、PL/I コンパイラーでは認識されません。コンパイ
ル・エラーを避けるために、 SQL INCLUDE ステート
メント ('EXEC SQL INCLUDE membername') を使用し
て、DCLGEN 出力とソース・プログラムを組み合わせ
てください。

説明: DSN コマンド処理プログラムが、DB2 で 'コミ
ット準備' 要求を開始しました。実行された作業を DB2
がコミットできない場合、この要求は拒否されます。

SQL INCLUDE ステートメントに関する詳細について
は、 DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してください。

ユーザーの処置: ジョブを再実行依頼する前に、このメ
ッセージに関連する理由コードを調べ、指示された処置
に従ってください。

システムの処置:

DCLGEN 処理が続行されます。

ユーザーの処置: SQL INCLUDE をコーディングして
いない場合は、次のコンパイル前にその処置をとってお
いてください。
DSNE947I

QUOTE PARAMETER IS ONLY VALID
WITH COBOL.IT HAS BEEN
CHANGED TO APOST

説明: DCLGEN QUOTE パラメーターと COBOL 以外
の言語パラメーターが指定されました。この組み合わせ
は無効です。 QUOTE パラメーターが、DCLGEN サブ
コマンドのパラメーターとして指定されたか、ご使用の
システムで DB2 のインストール時にセットされたデフ
ォルト値であるかのいずれかです。

システムの処置:

コミット処理は終了します。

問題判別: 関連する理由コードを調べ、'コミット準備'
が失敗に終わった理由を判別してください。
DSNE950E

DCLGEN DOES NOT SUPPORT THE
lang LANGUAGE

説明: DCLGEN ユーザーが、DCLGEN ではサポート
されない LANGUAGE パラメーター 'lang' を指定しよ
うとしました。
システムの処置: DCLGEN 処理は終了します。
ユーザーの処置: LANGUAGE パラメーターを訂正
し、DCLGEN サブコマンドを再実行依頼してくださ
い。

DCLGEN 処理プログラムは、(この実行で) QUOTE 設
定値を APOST に変更しました。

DSNE952I

システムの処置: DCLGEN 処理が続行され、有効な出
力が作成されます。

説明: このメッセージは、通常の DCLGEN 出力の一
部です。宣言が作成されるオブジェクトとなった表の名
前を示しています。

ユーザーの処置: DCLGEN コマンドで QUOTE を使用
していた場合は、APOST に変更して、そのコマンドを
再実行依頼することができます。

C DECLARATION FOR TABLE
table-name

システムの処置:
含められます。

このメッセージは、DCGLEN 出力に
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DSNE953I
DSNE953I

csect-name PRECISION OF DECIMAL
COLUMN colname EXCEEDS THE
MAXIMUM PRECISION FOR THE lang
LANGUAGE.

説明: DCLGEN は、表の COBOL または PL/I 言語宣
言を作成していたとき、その言語でサポートされる精度
より高い精度をもつ DECIMAL 列を検出しました。
システムの処置: DCLGEN は戻りコードを 4 にセッ
トして、表の残りの部分を処理しました。

DSNE956A

A FIELD NAME PREFIX MUST BE
SPECIFIED WHEN COLUMN SUFFIX
VALUE IS YES.

説明: DCLGEN パネル上の COLUMN SUFFIX フィー
ルドに YES を指定すると、 DCLGEN は、列名に
FIELD NAME PREFIX フィールドの値を連結して、フ
ィールド名を生成します。しかし、FIELD NAME
PREFIX に値が指定されませんでした。
システムの処置: DCLGEN パネルがこのエラー・メッ
セージを生成しました。

ユーザーの処置: これは警告です。列 'colname' の宣言
がコンパイラー・エラーを引き起こすことに注意してく
ださい。宣言をアプリケーション・プログラムに組み込
む前に、宣言を編集しなければなりません。

ユーザーの処置: FIELD NAME PREFIX 値を指定する
か、または COLUMN SUFFIX 値を NO に変更してく
ださい。

DSNE954I

DSNE960E

csect-name USE OF THE DCLGEN
COLSUFFIX(YES) OPTION WILL
RESULT IN A MIXED FIELD NAME
FOR COLUMN colname.THE lang
LANGUAGE DOES NOT SUPPORT
MIXED FIELD NAMES.

説明: COLSUFFIX(YES) オプションと 2 バイトの
NAMES 接頭部が DCLGEN 呼び出しで指定されました
が、列 colname に単一バイト文字が含まれています。
この組み合わせの結果、2 バイト文字と単一バイト文字
が混じってフィールド名が指定されますが、lang 言語で
は混合フィールド名をサポートしていません。
システムの処置: DCLGEN は戻りコードを 4 にセッ
トして、要求されたフィールド名を生成しました。
ユーザーの処置: これは警告です。列 colname の宣言
がコンパイラー・エラーを引き起こすことに注意してく
ださい。宣言をアプリケーション・プログラムに組み込
む前に、宣言を編集しなければなりません。
DSNE955I

csect-name COLSUFFIX(YES) WAS
SPECIFIED WITHOUT A NAMES
PREFIX.COLUMN NAMES WILL BE
USED FOR FIELD NAMES.

説明: COLSUFFIX(YES) が DCLGEN 呼び出しで指定
されると、DCLGEN は、列名に NAMES 接頭部を付け
てフィールド名を生成します。しかし、NAMES 接頭部
が指定されませんでした。

PARAMETER STRING EXCEEDS
ALLOWABLE LIMIT OF 100
(DECIMAL) CHARACTERS

説明: RUN サブコマンドの PARMS オプション・パラ
メーター・ストリングは、 100 (10進数) 文字の長さを
超えてはなりません。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: PARMS オプションを訂正し、ジョブ
を再実行依頼してください。
DSNE964E

csect-name INVALID SYNTAX FOR
keyword KEYWORD PARAMETER
parameter

説明: keyword に、DB2 命名規則に従わないパラメー
ターが指定されました。
システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。
ユーザーの処置: エラーが発生したキーワード・パラメ
ーター値を訂正し、コマンドを再実行依頼してくださ
い。パッケージ名、および REBIND/BIND
PACKAGE/PLAN または FREE PACKAGE サブコマン
ドの指定に関する追加情報については、DB2 コマンド解
説書 を参照してください。

システムの処置: DCLGEN は戻りコードを 4 にセッ
トして、列名をフィールド名として使用しました。

DSNE965E

ユーザーの処置: これは警告です。COLSUFFIX(YES)
を指定するときに NAMES 接頭部を指定してくださ
い。

説明: parameter_value が、そのキーワードには有効な
パラメーター値ではありません。

parameter_value IS NOT A VALID
keyword KEYWORD PARAMETER

システムの処置: サブコマンドの処理は終了します。
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DSNE966E
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。
ユーザーの処置: 訂正したサブコマンドを入力してくだ
さい。このキーワードでサポートされているパラメータ
ー値に関する追加情報については、 DB2 コマンド解説
書 を参照してください。
DSNE966E

connection_type KEYWORD OMITTED
FROM THE ENABLE|DISABLE
DECLARATION

説明: 'connection_type' キーワードに、ENABLE または
DISABLE が指定されていませんが、その
'connection_type' に対して接続名を指定する場合は、指
定する必要があります。
重大度:

重大度:

8

システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。
ユーザーの処置: 訂正したサブコマンドを入力してくだ
さい。 REBIND PLAN サブコマンドに関する追加情報
については、DB2 コマンド解説書 を参照してくださ
い。
DSNE970E

8

システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。
ユーザーの処置: 訂正したサブコマンドを入力してくだ
さい。 ENABLE および DISABLE キーワードでサポー
トされている接続タイプ・パラメーター値に関する追加
情報については、 DB2 コマンド解説書 を参照してくだ
さい。
DSNE967E

keyword_name KEYWORD CANNOT
BE SPECIFIED MORE THAN ONCE
PER RUN

説明: BIND PACKAGE MEMBER または LIBRARY
キーワードに、2 つ以上のパラメーター値が指定されて
います。 1 つのメンバー名またはライブラリー名だけ
しか許可されません。
重大度:

方を指定することはできません。また、BIND/REBIND
PLAN/PACKAGE サブコマンドの 1 回の呼び出しで、
ENABLE キーワードと DISABLE キーワードの両方を
指定することはできません。

8

システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。
ユーザーの処置: 訂正したサブコマンドを入力してくだ
さい。 BIND PACKAGE および BIND PLAN サブコマ
ンドに関する 追加情報については、 DB2 コマンド解説
書 を参照してください。
DSNE969E

csect-name keyword1 IS MUTUALLY
EXCLUSIVE WITH keyword2

EITHER MEMBER OR PKLIST MUST
BE SPECIFIED, BOTH ARE ALSO
ALLOWED

説明: BIND PLAN サブコマンドには、MEMBER また
は PKLIST キーワードのいずれかが必要ですが、いず
れも指定されていません。いずれか一方または両方のキ
ーワードを指定することができます。
重大度:

8

システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。
ユーザーの処置: 訂正したサブコマンドを入力してくだ
さい。 BIND PLAN サブコマンドに関する追加情報に
ついては、 DB2 コマンド解説書 を参照してください。
DSNE971E

EITHER MEMBER OR COPY BUT
NOT BOTH MUST BE SPECIFIED

説明: BIND PACKAGE サブコマンドには、MEMBER
または COPYキーワードのいずれかが必要です。ただ
し、同一のサブコマンド呼び出しで両方を指定すること
はできません。
重大度:

8

システムの処置: サブコマンドの処理は終了し、DSN
コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを入力す
るように求める DSN プロンプトを再度出します。
ユーザーの処置: 訂正したサブコマンドを入力してくだ
さい。 BIND PACKAGE サブコマンドに関する追加情
報については、DB2 コマンド解説書 を参照してくださ
い。

説明: REBIND PLAN サブコマンドの 1 回の呼び出し
で、PKLIST キーワードと NOPKLIST キーワードの両
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DSNE974E • DSNE999
DSNE974E

csect-name keyword1 KEYWORD IS
INVALID WITH keyword2 KEYWORD.

説明: keyword2 は、keyword1 と一緒に指定してはなり
ません。
システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。

DSNE999

説明: ユーザーが選択した数値は、有効な SQL 戻りコ
ードではありません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSN4SRC
ユーザーの処置: その数値を調べ、入力し直してくださ
い。

ユーザーの処置: コマンドのキーワードのいずれか一方
を変更し、ジョブを再実行依頼してください。BIND
PACKAGE/PLAN サブコマンドに関する追加情報につい
ては、DB2 コマンド解説書 を参照してください。
DSNE975E

csect-name keyword KEYWORD IS ONLY
VALID WHEN COPY KEYWORD IS
PRESENT

説明: COPY キーワードとともに指定しなければなら
ないキーワードが出されました。
keyword
COPYVER または OPTIONS
重大度:

8

システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。
ユーザーの処置: 訂正したサブコマンドを入力してくだ
さい。 BIND PACKAGE サブコマンドに関する追加情
報については、DB2 コマンド解説書 を参照してくださ
い。
DSNE976E

LIBRARY KEYWORD IS ONLY VALID
WHEN MEMBER KEYWORD IS
PRESENT

説明: LIBRARY キーワードは、MEMBER キーワード
も指定する場合にのみ指定することができます。
重大度:

8

システムの処置: サブコマンド処理は終了します。
DSN コマンド処理プログラムは、別のサブコマンドを
入力するように求める DSN プロンプトを再度出しま
す。
ユーザーの処置: 訂正したサブコマンドを入力してくだ
さい。 BIND PACKAGE サブコマンドに関する追加情
報については、DB2 コマンド解説書 を参照してくださ
い。
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第 7 章 DSNF... メッセージ
DSNF001I

MESSAGE GENERATOR
INITIALIZATION PARAMETERS NOT
FOUND.DEFAULTS ASSUMED

説明: メッセージ生成プログラムが、DSN6SYSP マク
ロによって定義された宛先コード初期設定パラメーター
にアクセスすることができません。そのマクロで定義さ
れているデフォルト値が使用されます。
システムの処置:
す。

サブシステムの初期設定が続行されま

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DSN6SYSP マクロ呼
び出しを変更し、DSNIPARM ディレクトリーの
DSN6SYSP メンバーを置き換えることが必要になるか
もしれません。この処理の詳細については、 DB2 イン
ストレーション・ガイド の第 2 部を参照してくださ
い。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

DSNF700I

csect-name message-id HAS BEEN
ISSUED

説明: メッセージ 'message-id' を出す試みが失敗に終わ
りました。このメッセージが出されるのは、要求された
メッセージが DB2 メッセージ・ディレクトリー内に見
つからない場合だけです。
システムの処置: システムは、要求されたメッセージが
出されたかのように処理を続けます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 実際のメッセージ・テ
キストについては、本書を参照してください。メッセー
ジ番号 ('message-id') が必要になります。 DB2 にエラ
ーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する情
報については、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」
の第 2 部を参照してください。
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|
|

第 8 章 DSNG. メッセージ

|
| DSNG001I
|
|

EDM stype CAN NOT BE DECREASED
BELOW THE VALUE isize SPECIFIED
AT DB2 STARTUP

|
|

説明: EDM stype ストレージは、DB2 始動時に指定さ
れたサイズよりも小さくすることはできません。

|

システムの処置:

|
| DSNG002I
|
|

処理は続行されます。

EDM stype HAS AN INITIAL SIZE isize,
REQUESTED SIZE rsize, AND AN
ALLOCATED SIZE asize

|
|
|

v EDM プールまたは EDM DATASPACE を
増加する場合、asize は要求を満たすために
使用できるストレージです。

|
|
|

v EDM プールまたは EDM DATASPAC を減
少する場合、asize はすぐに解放できる量に
よって削減される初期サイズです。

|
|
|

asize が rsize よりも大きい場合、この違い
は、それが参照されなくなったときに解放さ
れるようマークされます。

|

システムの処置:

|
| DSNG003I
|

処理は続行されます。

|
|

説明: このメッセージは、EDM stype ストレージの増
加または減少要求に応答して出されます。

|
|

isize

変更要求の前の EDM stype ストレージ・サイ
ズ。

| 説明: 指定された通りに EDM stype ストレージを拡張
| するには不十分な仮想記憶域が存在します。

|

rsize

要求された EDM stype ストレージ・サイズ。

|
|

asize

即時使用可能な EDM stype ストレージ・サイ
ズ。

| システムの処置: EDM stype ストレージは、使用可能
| な仮想記憶域によって許可されるサイズまでにしか拡張
| されません。

INSUFFICIENT VIRTUAL STORAGE
TO EXPAND EDM stype STORAGE

|

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001
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第 9 章 DSNH... メッセージ
メッセージ行番号
以下のコンパイラー・メッセージの行番号 nnnn は、元のソース行に順次番号を割り当てることによって生
成されます。これらの番号は、SQL プリコンパイラー・ソース・リストに印刷されます (プリコンパイラ
ーに対して、 SOURCE オプションが指定されている場合)。
メッセージの中の 'COL cc' は、条件が検出されたソース列を示します。これは通常、関連するソース・ト
ークンの最初の文字が含まれている列のロケーションです。しかし、プリコンパイラーがこのロケーション
を判別できない場合は、ステートメントの先頭の位置が示されます。検出されたエラーが、有効ではあるが
別の構造に類似している場合があるので、 SQL 構文解析で、エラーに関して間違ったロケーションが示さ
れることがあります。

メッセージ重大度コード
各プリコンパイラー・メッセージの前には、プログラマーに対する手助けとして、文字 I、W、E、S、また
は U の 1 つが示されます。これらの文字は、重大度レベルを以下のように示します。
I

0

通知

W

4

警告

E

8

エラー

S

12

重大エラー

U

16

回復不能エラー

SQL(ALL) プリコンパイル時にサポートされない非 DB2 ステートメントが検出されたとき、戻りコードが
8 で、かつホスト関連エラーが検出されなかった場合には、戻りコードは強制的に 4 にセットされます。
この処置がとられるのは、アプリケーションがコンパイルおよびリンク・エディット・ステップを続行でき
るようにし、これにより構文検査がバインド時まで延期されるようにするためです。重大度 8 のプリコン
パイラー・エラー・メッセージがホスト関連エラーでない場合、プリコンパイラーは、このエラーを警告と
して取り扱い、プリコンパイラー出力リストでは E の代わりに W を入れます。このインスタンスでは、
プリコンパイラーからの実際の戻りコード 8 が 4 に変更されたことを示すため、プリコンパイラーは
DSNH049I も発行します。
重大度レベル 8 のプリコンパイラー・メッセージのうち、 SQL(ALL) が有効なとき、エラーから警告に変
更されないメッセージは、次のとおりです。
DSNH051I
DSNH080I
DSNH290I
DSNH291I
DSNH292I
DSNH312I
DSNH313I
DSNH314I
DSNH504I
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DSNH003I

メッセージ内のソース・トークン
ソース・プログラムからのトークンは、プログラムで現れるのとちょうど同じように、いつもメッセージ中
でも現れるわけではありません。たとえば、先行ゼロは整数トークンから除去されています。
DSNH003I

S csectname FILE ddname
PARAMETERS INCORRECT

説明: ファイル ddname に、無効または誤ったパラメ
ーター (たとえば、論理レコード長) が含まれていま
す。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置: プリコンパイラーは終了します。
ユーザーの処置: データ・セットまたはライブラリーの
パラメーターを訂正してください。
DSNH004I

S csectname type COULD NOT BE
FOUND

説明: プリコンパイラーが、アプリケーション・プログ
ラム・ソース内に、示されたタイプのステートメントを
見つけることができません。このメッセージは、
HOST(COBOL) および HOST(COB2) の場合にのみ出さ
れます。メッセージに示される type は、 DATA
DIVISION、WORKING-STORAGE SECTION、または
PROCEDURE DIVISION です。このエラーによって、
別のエラーが発生することがあります。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置: 処理は続行されます。別のエラーが発
生することがあります。
ユーザーの処置: アプリケーション・プログラム内のホ
スト言語ステートメントが正しいかどうか、およびその
ステートメントが適切なマージン内にあるかどうかを確
認してください。
DSNH005I

U csectname FILE ddname NO MEMBER
NAME SPECIFIED

説明: ddname は区分データ・セットを参照していなけ
ればならず、また割り振りでメンバー名が指定されてい
なければなりません。これは、DBRM ライブラリーが
誤って消去されるのを防ぎます。
重大度:

16 (回復不能エラー)

システムの処置:

プリコンパイラーは終了します。

ユーザーの処置: JCL または TSO 割り振りコマンド
を訂正して、メンバー名を指定するようにしてくださ
い。
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DSNH006I

U csectname FILE ddname COULD NOT
BE OPENED

説明: メッセージに示されたファイルが必要ですが、オ
ープンできません。
重大度:

16 (回復不能エラー)

システムの処置:

プリコンパイラーは終了します。

ユーザーの処置: そのファイルが JCL に存在するよう
にしてください。
システム・プログラマーの応答: SYSIN データが指定
されているかどうかを確認してください。また、アプリ
ケーション・プログラムに SQL INCLUDE ステートメ
ントが含まれている場合は、SYSLIB を定義するように
してください。
DSNH007I

E csectname LINE nnnn COL cc
ILLEGAL CHARACTER IGNORED: 'c'
('hh'X)

説明: メッセージに示された文字 (c) は、許可されて
いません。この文字の 16 進表記は、hh です。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: その文字は無視されます。
ユーザーの処置: その文字を訂正してください。引用符
またはアポストロフィで囲む必要があるかもしれませ
ん。
DSNH008I

S csectname LINE nnnn COL cc
NESTED INCLUDE NOT SUPPORTED

説明: INCLUDE の処理中に、ネストされた別の
INCLUDE ステートメントが検出されました。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置: ネストされた INCLUDE ステートメ
ントは無視されます。
ユーザーの処置: ネストされた INCLUDE ステートメ
ントを除去してください。このようなステートメント
は、組み込みファイルでは使用できません。 DB2 プリ
コンパイラーでは、1 レベルの INCLUDE ステートメ
ントしか許可されません。
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DSNH009I
DSNH009I

S csectname LINE nnnn COL cc
MEMBER name COULD NOT BE
INCLUDED

説明: メッセージに示されたメンバー名が見つからない
か、または読み取ることができません。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置: そのメンバーからのデータなしで、処
理が続行されます。
ユーザーの処置: そのメンバーがライブラリーに存在す
るかどうか、およびその名前のつづりが正しいかどうか
を確かめてください。 JCL エラーがないかどうか調
べ、エラーがあれば訂正してください。 JCL エラー
は、他のエラーの原因となる可能性があります。デー
タ・セットおよびライブラリーのパラメーターが正しい
かどうかを確かめてください。
DSNH010I

S csectname LINE nnnn COL cc
UNTERMINATED STRING CONSTANT
BEGINNING text

説明: メッセージに ('text' として) 示された定数が、正
しく終了していません。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置: そのストリングは、ファイルの終わり
で終了したとして取り扱われます。
ユーザーの処置: そのストリング定数を終了させてくだ
さい。引用符やアポストロフィが欠けていたり、余分に
ないかどうかをチェックして、該当する場合は訂正して
ください。このようなエラーは、他のエラーの原因とな
る可能性があります。ストリング区切り文字が欠けてい
るか余分にあるために、おそらく一部のステートメント
が脱落したと考えられます。
DSNH011I

S csectname LINE nnnn COL cc
UNTERMINATED COMMENT

説明: 注釈が正しく終了していません。このメッセージ
は、HOST(PLI) および HOST(C) の場合にのみ出されま
す。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置: そのストリングは、ファイルの終わり
で終了したとして取り扱われます。
ユーザーの処置: 注釈終了文字が正しく入力されている
かどうか、およびその文字が指定のマージン内にあるか
どうかを確かめてください。このようなエラーは、ほか
のエラーの原因となる可能性があります。注釈終了文字
が欠けているために、おそらく一部のステートメントが
脱落したと考えられます。

DSNH012I

W csectname LINE nnnn COL cc
INVALID CONTINUATION

説明: 継続が、ホスト言語の規則に従って行われていま
せん。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。別のエラーが発
生することがあります。
ユーザーの処置: ホスト言語の継続規則および組み込み
SQL 継続規則に従ってください。マージン・オプショ
ンを調べてください。このエラーが最も発生しやすいの
は、アセンブラー言語で、継続が継続表示桁 (デフォル
トでは桁 16) より前から始まっている場合です。
DSNH013I

E csectname LINE nnnn COL cc SQL
STATEMENT FOUND OTHER THAN IN
THE FIRST PROGRAM (OR MAIN
PROGRAM)

説明: このメッセージは、VS COBOL II の場合にのみ
出されます。 BATCH COMPILE 内の最初のプログラム
の後、またはネストされたプログラムの主プログラムの
終わりに、ソースの中で SQL ステートメントが見つか
った場合に、このメッセージが出されます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

プリコンパイラーは終了します。

ユーザーの処置: SQL ステートメントおよび対応する
ホスト変数宣言をメインプログラムまたは最初のプログ
ラムに移動させてから、ジョブを再実行依頼してくださ
い。
DSNH014I

S csectname LINE nnnn COL cc SQL
STATEMENT IS FOUND IN AN
INAPPROPRIATE PLACE

説明: SQL ステートメントが COBOL
DECLARATIVES セクション内で見つかった場合に、こ
のメッセージが出されます。
重大度: 12 (重大エラー)
システムの処置: 処理は続行されます。別のエラーが発
生することがあります。
ユーザーの処置: SQL ステートメントを COBOL
DECLARATIVES セクションから移動させ、ジョブを再
実行依頼してください。
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DSNH016I
DSNH016I

E csectname LINE nnnn COL cc token
REQUIRED

DSNH022I

W csectname OPTION: UNMATCHED ')'
TAKEN AS ','

説明: メッセージに示された文字またはキーワード
(token) が必要ですが、抜けています。

説明: オプション・ストリングが終了する前に、対応す
る左括弧をもたない右括弧が見つかりました。

重大度:

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ステートメント構文の検査を継続する
ために、そのトークンはあると見なされます。
ユーザーの処置: SQL ステートメントを訂正してくだ
さい。 SQL ステートメントで以前、このキーワードま
たは別のキーワードを抜かしていないかどうかを調べて
ください。あると見なされたトークンが SYSTEM エラ
ー・メッセージに印刷されます。このトークンは、ユー
ザーが意図したものとは異なることがありますが、この
時点ではその文節内に許される唯一の記号です。

4 (警告)

システムの処置:

その括弧は、コンマと見なされます。

ユーザーの処置:

括弧のバランスを取ってください。

DSNH023I

W csectname OPTION: SUBOPTION
MISSING FOR OPTION option

説明: 指定されたオプションにはサブオプションが必要
ですが、指定されていません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
DSNH019I

W csectname OPTION: INVALID
OPTION option

説明: メッセージに示されたオプションが要求されまし
たが、これはプリコンパイラー・オプションではありま
せん。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: このオプションは無視されます。
ユーザーの処置: 有効なプリコンパイラー・オプション
を調べ、このオプションのつづりが正しいかどうかを判
別してください。 APOST、 APOSTSQL、 COMMA、
HOST、 MARGINS、 QUOTESQL、または TWOPASS
オプションが必要であるのに指定されていないと、この
問題が、別のエラーを引き起こす可能性があります。そ
れ以外のオプションはデフォルト値であるか、あるいは
リストにだけしか影響を与えません。問題を訂正し、プ
リコンパイルを再実行する必要があります。
DSNH021I

W csectname OPTION: SUBOPTION
NOT PERMITTED WITH OPTION option

説明: メッセージに示されたオプションはサブオプショ
ンをもつことはできませんが、 1 つまたは複数のサブ
オプションが指定されています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: サブオプションは無視されます。
ユーザーの処置: 不要。 ただし、サブオプションは取
り除く必要があります。
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このオプションは無視されます。

ユーザーの処置: サブオプションを指定するか、あるい
はこのオプションを除去してください。 HOST または
MARGINS オプションが必要なのに指定されていない
と、この問題が別のエラーを引き起こす可能性がありま
す。それ以外のオプションはデフォルト値であるか、あ
るいはリストにだけしか影響を与えません。問題を訂正
し、プリコンパイルを再実行する必要があります。
DSNH024I

W csectname OPTION: SUBOPTION
suboption INVALID FOR OPTION option

説明: メッセージに示されたサブオプションは、指定さ
れたオプションには使用できません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
す。

通常は、オプション全体が無視されま

ユーザーの処置: プリコンパイラー出力の '使用された
オプション' のリストを参照し、このオプションが使用
されたかどうかを調べてください。サブオプションを除
去してください。
DSNH025I

W csectname OPTION: EXCESSIVE
SUBOPTIONS FOR OPTION option

説明: メッセージに示されたオプションに、許可された
以上のサブオプションが指定されています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
す。

余分のサブオプションは無視されま

ユーザーの処置:
ださい。

余分のサブオプションを取り除いてく
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DSNH026I
DSNH026I

W csectname OPTION: INVALID
MARGINS FOR HOST LANGUAGE

説明: ホスト言語では、指定されたマージンは許可され
ていません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
す。

MARGINS オプションは無視されま

W csectname SUBOPTION suboption
TOO LONG, TRUNCATED AFTER
numofchar CHARS

説明: バージョン ID の長さが、numofchar バイトを超
えています。バージョン ID の最大長は、64 バイトで
す。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: このオプションは受け入れられます
が、バージョン ID は 64 バイトのところで切り捨てら
れます。
ユーザーの処置: プリコンパイラー出力内の '使用され
たオプション' のリストを参照し、どのようなバージョ
ン ID が使用されたかを調べてください。
DSNH028I

W csectname ATTACH SUBOPTION
suboption NOT PERMITTED WITH
HOST (FORTRAN) SPECIFIED.

説明: FORTRAN のインターフェース・コードが常時
DSNHFT であるため、アプリケーションが FORTRAN
アプリケーションの時に、プリコンパイラー・オプショ
ン ATTACH の示されているサブオプションは有効では
ありません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

E csectname LINE nnnn COL cc INTO
CLAUSE REQUIRED

説明: アプリケーション・プログラムに組み込まれる
SELECT ステートメントは、 SELECT の結果が入れら
れる場所を示すための INTO 文節をもっていなければ
なりません。動的 SELECT ステートメントでは、INTO
文節は許可されません。
重大度: 8 (エラー)

ユーザーの処置: ソース・ステートメントが適切なマー
ジン内におさまっているかどうか、またマージンが正し
く指定されているかどうかを確かめてください。
COBOL の場合のマージンは、8、72 でなければなりま
せん。 FORTRAN の場合のマージンは、1、72 でなけ
ればなりません。
DSNH027I

DSNH029I

このオプションは無視されます。

ユーザーの処置: 不要。 ただし、ユーザーは
ATTACH(TSO) をコーディングするか、または
ATTACH プリコンパイラー・オプションを指定しない
かのいずれかを選択することができます。

システムの処置: このステートメントは、実行された場
合にホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA
内にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: SELECT ステートメントに INTO 文
節を追加し、アプリケーション・プログラムをプリコン
パイルし直してください。
DSNH030I

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT CONTAINS WRONG
NUMBER OF 'INTO' VARIABLES

説明: INTO 文節に指定された変数の数が、選択リス
ト・エレメントの数 (提供された宣言に従って、ホスト
構造および '*' または 'table.*' 選択項目の拡張を考慮に
入れた数) と同じではありません。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: 組み込まれた表宣言が正しいかどうか
を確かめてください。宣言が正しい場合には、アプリケ
ーション・プログラムがバインドされると、このステー
トメントはエラーとなります。宣言が正しくない場合に
は、処理を続行できますが、宣言は訂正しなければなり
ません。訂正しない場合は、SQL ステートメントを訂
正して、プリコンパイルし直す必要があります。
DSNH031I

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT CREATES A COLUMN
WITH NAME name1 WHICH DOES NOT
MATCH DECLARED NAME name2

説明: CREATE ステートメントに指定された列名 (メ
ッセージの name1) が、 DECLARE TABLE ステートメ
ント内の対応する列の名前 (メッセージの name2) と同
じではありません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: DECLARE TABLE が CREATE
TABLE と一致するようにしてください。相互参照およ
びソース・リストを使用すると、この 2 つのステート
メントを見つけるのに役立ちます。
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DSNH032I
DSNH032I

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT CREATES A COLUMN
name WHOSE ATTRIBUTES DO NOT
MATCH THE DECLARATION

説明: CREATE ステートメントで指定された列 name
のデータ・タイプまたは長さが、DECLARE TABLE ス
テートメント内の対応する列に指定されたデータ・タイ
プまたは長さとは異なっています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: DECLARE TABLE または CREATE
TABLE ステートメントを訂正してください。
DECLARE TABLE ステートメントが正しくない場合
は、ほかにも正しくない警告があるか、または必要なと
きに警告が生成されない可能性があります。 CREATE
TABLE ステートメントが正しくない場合は、訂正する
必要があります。
DSNH033I

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT CREATES MORE OR
LESS COLUMNS THAN WERE
DECLARED

説明: CREATE ステートメントに指定された列の数
が、 DECLARE TABLE ステートメントで指定された列
の数と異なっています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: DECLARE TABLE が CREATE
TABLE と一致するようにしてください。 DECLARE
TABLE ステートメントが正しくない場合は、ほかにも
正しくない警告があるか、または必要なときに警告が生
成されない可能性があります。 CREATE TABLE ステ
ートメントが正しくない場合は、訂正する必要がありま
す。
DSNH034I

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT INSERTS MORE OR
LESS VALUES THAN THE NUMBER
OF COLUMNS DECLARED

説明: INSERT ステートメントに指定された値の数が、
受け入れ側の表に対して DECLARE TABLE ステートメ
ントで指定された列の数と異なっています。
重大度:

は、この警告も正しくない可能性があります。 INSERT
ステートメントが正しくない場合は、訂正する必要があ
ります。
DSNH038I

説明: アプリケーション・プログラムまたは
FORTRAN サブプログラムに含まれている SQL ステー
トメントの数が、32767 を超えています。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置:

DSNH041I

W csectname OPTION: MISSING HOST
OPTION

説明: OPTION フィールドに、ホスト言語が指定され
ていません。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: HOST(COBOL) と見なされます。
ユーザーの処置: ホスト言語が COBOL でない場合
は、ホスト言語を指定してください。ホスト言語を指定
し、警告をすべて除去することをお勧めします。
DSNH042I

W csectname OPTION: option OPTION
INVALID FOR HOST LANGUAGE

説明: メッセージに示されたオプションは、有効ではあ
りません。 QUOTE および COMMA オプションは、
HOST(ASM)、HOST(PLI)、または HOST(C) と一緒に使
用することはできません。また、TWOPASS オプション
は、HOST(COBOL) と一緒に使用することはできませ
ん。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 示されたオプションは無視されます。
ユーザーの処置: 無効なオプションを取り除くか、また
はホスト指定を訂正してください。

処理は続行されます。

ユーザーの処置: 正しい数の値を挿入してください。
DECLARE TABLE ステートメントが正しくない場合
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プリコンパイラーは終了します。

ユーザーの処置: そのアプリケーション・プログラムま
たはサブプログラムをいくつかのもっと小さなプログラ
ムに分割するか、あるいは SQL ステートメントの最大
数を超えないように、各プログラム単位内の SQL ステ
ートメントの数を減らしてください。

4 (警告)

システムの処置:

S csectname LINE nnnn COL cc
PROGRAM OR SUBPROGRAM
CONTAINS MORE THAN 32767 SQL
STATEMENTS
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DSNH049I
DSNH049I

W csectname RETURN CODE IS
FORCED TO 4 BECAUSE OPTION
SQL(ALL) IS IN EFFECT, ORIGINAL
RETURN CODE WAS nnn

説明: プリコンパイラーによって 1 つまたは複数の
SQL 関連エラー・メッセージが検出されましたが、オ
プション SQL(ALL) の指定があるため、アプリケーシ
ョンがコンパイルを進めることができるように、戻りコ
ードが 4 に強制されました。
SQL 構文検査は、バインド時まで延期されます。これ
は、ソース内に、DB2 プリコンパイラーが認識しない
DB2 SQL 以外の構文があり、それにエラーのフラグを
立てた可能性があるからです。 SQL 構文エラーまたは
DB2 SQL 以外の構文がある場合、DB2 は、このプリコ
ンパイルで作成した DBRM を正常にバインドできませ
ん。
ソース内に次のような状況があると、この戻りコードは
そのまま変更されません。すなわち、ホスト関連の構文
エラーまたは意味エラー。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: このプリコンパイルの意図は、最終的
に DB2 以外のシステムでアプリケーションを実行する
ためのものであるようにしてください。
DSNH050I

I csectname WARNINGS HAVE BEEN
SUPPRESSED DUE TO LACK OF
TABLE DECLARATIONS

説明: 表または列を参照する最初の SQL ステートメン
トより前の位置に表宣言が見つからなかったために、1
つまたは複数の警告メッセージが出されませんでした。
重大度:

節で name が検出されたため、すでに表として定義され
ていることがあります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: この名前は、記号表では重複名として
インストールされます。
ユーザーの処置: 重複する定義を除去するか、あるいは
参照を訂正してください。参照個所よりも前に表宣言を
挿入する (または組み込む) ことによって、暗黙定義が
行われないようにしてください。使用されたパスの回数
を検査してください。相互参照およびソース・リストを
使用すると、この種のエラーを解決するのに役立ちま
す。
DSNH052I

説明: 指定された名前はすでに、メッセージに示された
表 table-name の列に定義されています。この定義は暗
黙的に行われた可能性があります。たとえば、
table-name がホスト変数として宣言されていない場合に
は、 table-name が選択リストで見つかったために、
name が table-name の列として定義された可能性があり
ます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: この名前は、記号表では重複名として
インストールされます。
ユーザーの処置: 重複する定義を除去するか、あるいは
参照を訂正してください。参照個所よりも前に表宣言を
挿入する (または組み込む) ことによって、暗黙定義が
行われないようにしてください。
DSNH053I

0

システムの処置: 処理は続行されます。表宣言が検出す
ると、抑止は終了します。
ユーザーの処置: 表または列の検査が行えるように、参
照個所よりも前に表宣言を挿入 (または INCLUDE) し
てください。

E csectname LINE nnnn COL cc
COLUMN name IS ALREADY DEFINED
IN TABLE table-name

W csectname NO SQL STATEMENTS
WERE FOUND

説明: プリコンパイラー入力ファイル内に、SQL ステ
ートメントが見つかりません。空の DBRM メンバーが
書き込まれました。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。

DSNH051I

E csectname LINE nnnn COL cc sqltype
name PREVIOUSLY DECLARED OR
REFERENCED

説明: 変数 sqltype は、 TABLE、 CURSOR、または
STATEMENT です。 ID name はすでに、示された
sqltype で定義されています。この定義は暗黙的に行われ
た可能性があります。たとえば、SELECT の FROM 文

ユーザーの処置: アプリケーション・プログラム内に組
み込み SQL ステートメントがあるにもかかわらず、 1
つも検出されなかった場合は、アプリケーション・プロ
グラムに対して列マージンが正しく定義されているかど
うかを調べてください。
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DSNH060I
DSNH060I

E csectname LINE nnnn COL cc
INVALID type SPECIFICATION: spec

説明: メッセージに示される type は、SCALE または
LENGTH です。メッセージに示される spec は、SQL
宣言内に与えられた SCALE または LENGTH 指定で
す。長さおよび位取りは、符号なし整数でなければなり
ません。位取り指定が許可される場合、その値は許可さ
れている長さを超えてはなりません。長さ指定は、0 で
あってはなりません。
重大度:

処理は続行されます。

ユーザーの処置:
い。

長さまたは位取りを訂正してくださ

DSNH080I

E csectname LINE nnnn COL cc usage
VARIABLE name IS NOT type TYPE

説明: メッセージに示される usage は、INDICATOR
または STRING です。示される type は、
SMALLINT、VARCHAR、または CHARACTER です。
変数 name のデータ・タイプが受け入れられません。標
識変数はすべて、短精度整数でなければなりません。
PREPARE および EXECUTE ストリングは、FORTRAN
の場合を除いて、可変文字ストリングでなければなりま
せん (FORTRAN の場合は、文字タイプでなければなり
ません)。
8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 適切なタイプのホスト変数を指定して
ください。
DSNH081I

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT DOES NOT CONFORM
TO ANS SYNTAX STANDARD REASON CODE ccc

説明: プリコンパイラー・オプションの STDSQL(YES)
が有効なときは、 SQL 構文が ANSI/ISO SQL 標準
(1992 年) に従っているかどうかが検査されます。理由
コードは以下のとおりです。
000
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重大度:

カーソル宣言ステートメントの一部である
FOR UPDATE OF が、 ANSI/ISO SQL 標準
(1992 年) に従っていない。
4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: ANS 構文標準に従うように構文を変
更するか、変更しないかを選択してください。
システム・プログラマーの応答: SQL ステートメント
を調べてください。

8 (エラー)

システムの処置:

重大度:

001

算術演算オペランドとしての DISTINCT の列
関数が、 ANSI/ISO SQL 標準 (1992 年) に従
っていない。

DSNH082I

I csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT DOES NOT CONFORM
TO IBM SQL SYNTAX OR SEMANTIC
STANDARD - REASON CODE ccc

説明: プリコンパイラー・オプションの SQL(ALL) が
有効なときは、特定の IBM SQL 規則に従っていないス
テートメントにはフラグが立てられます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: 可搬性が必要であれば、IBM SQL 標
準に従うようにステートメントの構文を変更してくださ
い。構文を変更しないと、そのプログラムは IBM SQL
環境内での可搬性が小さくなります。
DSNH083I

I csectname LINE nnnn COL cc IBM
SQL RESERVED WORD ibmkeywd
SPECIFIED AS AN IDENTIFIER NAME

説明: プリコンパイラー・オプションの SQL(ALL) が
有効なときは、識別名に IBM SQL 予約語を使用しては
なりません。 IBM SQL 予約語を使用すると、ステート
メントの可搬性が限定されます。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: 可能であれば、識別名を IBM SQL
以外の予約語に変更して、ステートメントが IBM SQL
標準に従うようにしてください。識別名を変更しない
と、そのプログラムは IBM SQL 環境内での可搬性が小
さくなります。
DSNH084I

W csectname LINE nnnn COL cc
UNACCEPTABLE SQL STATEMENT

説明: 参照された SQL ステートメントはこの状況では
許可されていませんが、これによってエラーが生じるこ
とはありません。プリコンパイル時に指定されたオプシ
ョンに応じて、以下のいずれかの状況が起こっていま
す。
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DSNH085I
ユーザーの処置: すべての行を削除または変更するつも
りがあるのかどうかを確認してください。そうでなけれ
ば、適切な WHERE 文節を追加してください。

v BEGIN DECLARE SECTION(*)、END DECLARE
SECTION(*)、および UPDATE STATISTICS ステー
トメントに、非互換のフラグが立てられている。
* C アプリケーションの場合、BEGIN および END
DECLARE SECTION にはフラグが立てられていな
い。

DSNH090I

* 他の言語の場合、ステートメントに許可されるのは
プリコンパイラー・オプション STDSQL(YES) だけ
である。

説明: このタイプの SQL ステートメントでは、ホスト
変数参照は許可されません。メッセージに示された
name は、無効です。

v STDSQL(YES) プリコンパイラー・オプションを使用
して、 INCLUDE SQLCA ステートメントに警告のフ
ラグを立てる。
重大度:

重大度: 12 (重大エラー)
システムの処置: このステートメントは、実行された場
合にはホスト言語ステートメントに置き換えられ、
SQLCA 内にエラー・コードをセットします。

4 (警告)

システムの処置: BEGIN DECLARE SECTION、END
DECLARE SECTION、および INCLUDE SQLCA ステ
ートメントは無視されます。他のステートメントは、実
行された場合にホスト言語ステートメントに置き換えら
れ、SQLCA 内に警告コードまたは SQLCODE -84 をセ
ットします。
ユーザーの処置: このアプリケーション・プログラムが
搬送手段で使用されるのでない限り、このステートメン
トを削除してください。
DSNH085I

W csectname LINE nnnn COL cc
UNACCEPTABLE SQL KEYWORD
IGNORED: keyword

説明: メッセージに示された SQL keyword は DB2 で
は許可されませんが、これによってエラーが生じること
はありません。このメッセージは、プログラマーに対す
る警告として印刷されます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: このキーワードおよびそれに関連する
パラメーターは無視されます。
ユーザーの処置: このアプリケーション・プログラムが
SQL/DS および DB2 の両方で使用されるのでない限
り、このキーワードは取り除いてください。
DSNH088I

W csectname LINE nnnn COL cc THIS
STATEMENT WILL action AN ENTIRE
TABLE

説明: メッセージに示される action は、DELETE また
は UPDATE です。参照された SQL ステートメントに
WHERE 文節がないため、指定された表のすべての行が
削除または更新されることになります。このメッセージ
は、プログラマーに対する警告として印刷されます。
重大度:

S csectname LINE nnnn COL cc HOST
VARIABLE NOT PERMITTED HERE:
name

ユーザーの処置: ホスト変数ではなく、リテラルまたは
列名を指定してください。コロン (:) は、その後に続く
名前がホスト変数であることを示します。コロンを除去
して、列名を指定してください。

# DSNH091I
#
#
#
#
#
#

I csectname LINE nnnn COL cc EBCDIC
CCSID used for string-expression.

説明: PL/1 アプリケーション・プログラム内で、
PREPARE ステートメントまたは EXECUTE
IMMEDIATE ステートメントに対してストリング式が指
定されており、このストリング式に対するプリコンパイ
ラー生成の構造は EBCDIC CCSID を指定しています。

# 重大度: 0 (通知)
# システムの処置: 処理は続行されます。
# ユーザーの処置: このストリング式がストリング式とし
# て扱われるように意図されたものであれば、処置は不要
# です。
#
#
#
#
#
#

ストリング式がただ 1 つのホスト変数で構成されてい
て、このストリング式がホスト変数として扱われるよう
にしたい場合は、ホスト変数の前にコロンを付ける必要
があり、またプログラム・ソースに DECLARE
VARIABLE ステートメントが少なくとも 1 つ含まれて
いる必要があります。

#
#
#
#
#

ホスト変数に対する DECLARE VARIABLE をプログラ
ム・ソースに追加して、アプリケーションを再コンパイ
ルすると、以前はプリコンパイラーにストリング式とし
て扱われていた変数がホスト変数として扱われるように
なり、このメッセージは出されなくなります。

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。
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DSNH097I
DSNH097I

E csectname LINE nnnn COL cc.THE
USE OF LONG VARCHAR OR LONG
VARGRAPHIC IS NOT ALLOWED IN
THIS CONTEXT.

説明: ステートメントに LONG VARCHAR または
LONG VARGRAPHIC 構文を使用しようとしました。こ
の構文は次のステートメントには使用できません。
v CAST 構文
v CREATE DISTINCT TYPE
v CREATE FUNCTION
v CREATE PROCEDURE
v ALTER FUNCTION
v COMMENT ON FUNCTION
v GRANT EXECUTE ON FUNCTION
v REVOKE EXECUTE ON FUNCTION
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
ん。

S csectname THE STATEMENT IS TOO
LONG OR TOO COMPLEX.

説明: このステートメントは、長さまたは複雑さに関す
るシステム限界を超えているため実行できません。
重大度:

16

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
ユーザーの処置: このステートメントをもっと短い、ま
たはあまり複雑でないいくつかの SQL ステートメント
に分割してください。
DSNH102I

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このストリングを含む SQL ステート
メントが宣言である場合、その SQL ステートメントは
破棄されます。このストリングを含む SQL ステートメ
ントが実行可能である場合、その SQL ステートメント
は、実行された場合にホスト言語ステートメントに置き
換えられ、SQLCA 内にエラー・コードをセットしま
す。
ユーザーの処置: このストリングを訂正してください。
もっと短いストリングが受け入れられる場合は、リテラ
ルの長さを短くしてください。長ストリングが必要な場
合は、ホスト変数が必要になります。
DSNH103I

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: 失敗したステートメントを訂正した上
で、再実行してください。
DSNH101I

ません。 SET CURRENT LOCALE の場合は、50 文字
まで許可されます。

E csectname LINE nnnn COL cc
LITERAL STRING IS TOO LONG.
STRING BEGINS string

説明: メッセージに示された token が見つかりまし
た。これは数字で始まっていますが、有効な整数、10
進数、または浮動小数点リテラルになっていません。
HOST(FORTRAN) が指定された WHENEVER ステート
メントおよび COBOL の ID を除いて、 ID を数字で
始めることはできません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 示されたトークンの妥当性を検査して
ください。文字リテラルが必要な場合は、アポストロフ
ィまたは引用符を使用してください。数値が必要な場合
は、無効な文字を取り除いてください。
DSNH104I

説明: (メッセージ中の string で始まる) 参照された文
字ストリング・リテラルが長すぎます。最大 255 文字
または 124 の図形文字が許可されます。
文字ストリング内の 1 つのストリング区切り文字を表
すには、 2 つの連続するストリング区切り文字が使用
されますが、文字ストリング定数の長さを計算するとき
は、これらは 2 バイトとしてカウントされます。 SET
CURRENT PACKAGESET の場合は、18 文字まで許可
されます。 SET CURRENT SQLID の場合は、8 文字
まで許可されます。 SET CURRENT DEGREE の場合
は、3 文字まで許可されます。 SET CURRENT
OPTIMIZATION HINT の場合は、1 文字しか許可され
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E csectname LINE nnnn COL cc
INVALID NUMERIC LITERAL token

E csectname LINE nnnn COL cc
ILLEGAL SYMBOL ″token″.SOME
SYMBOLS THAT MIGHT BE LEGAL
ARE: token-list

説明: 記号 ″token″ が出現する箇所で、SQL ステート
メントの構文エラーが検出されました。ステートメント
の前の部分が完全に正しい場合、構文上正しいと思われ
る記号のリストは、幾つかの代替記号を示しており、こ
の場所でもおそらく正しいものです。
ただし、ステートメントの前の部分が誤っている場合も
あります。 たとえば、重要なキーワードが省略されて
いる場合、DB2 は後でエラーを検出しますが、いつも
キーワードが現れるべき場所のすぐ後というわけではあ
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DSNH105I
りません。代替記号のリストは提案にすぎません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: ステートメントを訂正してプログラム
を再度プリコンパイルしてください。

バッファー・プール名
フィールド手順名
データベース名
表スペース名
アプリケーション・プラン
データベース要求モジュール (DBRM)
CREATE または ALTER TABLE ステートメントで
指定された参照制約名
v パッケージ ID

v
v
v
v
v
v
v

ホスト変数名は、64 文字を超えてはなりません。
ボリューム通し番号は、6 文字を超えてはなりません。

DSNH105I

E csectname LINE nnnn COL cc,
INVALID STRING CONSTANTS

説明: 行 nnnn、列 cc で、誤った漢字リテラルまたは
混合データ・リテラルが見付かりました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: そのリテラルは無視され、問題を含む
SQL ステートメントは廃棄されます。
ユーザーの処置:
さい。

リテラルを正しい形式で指定してくだ

システム・プログラマーの応答: リテラル内の引用符、
アポストロフィ、シフト・アウト (so) またはシフト・
イン (si) 文字、G または N 文字、あるいは文字数を調
べてください。
DSNH107I

説明:

E csectname LINE nnnn COL cc NAME
name IS TOO LONG; MAXIMUM IS
size CHARACTERS

以下の名前は、64 文字を超えてはなりません。

v バージョン ID
以下の名前は、18 文字 (SQL 拡張文字を含む場合は 20
文字) を超えてはなりません。
v SQL 列
v SQL 表
v SQL 視点
v SQL 索引
v SQL 同義語
v コレクション ID
v 検査制約
以下の名前は、16 文字を超えてはなりません。
v ロケーション名
以下の名前は、8 文字を超えてはなりません。
v 許可 ID
v INCLUDE メンバー名
v ストレージ・グループ名

重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置:
DSNH109I

名前の長さを訂正してください。

E csectname LINE nnnn COL cc type
CLAUSE NOT PERMITTED

説明: type は、 INTO、 ORDER BY、 FOR
UPDATE、 USING、 LARGE、 または
CORRELATION NAME です。
v 結果が複数行になることはあり得ないため、組み込み
SELECT ステートメントに ORDER BY を含めるこ
とはできません。
v 位置は保持されないため、組み込み SELECT ステー
トメントに FOR UPDATE OF を含めることはできま
せん。
v FETCHステートメントに INTO 文節があるため、カ
ーソル宣言または副選択で使用される SELECT 文節
は INTO 文節をもつことができません。
v CREATE VIEW ステートメントには、上記のいずれ
の文節も含めることができません。
v 組み込み SELECT では、UNION 演算子は使用でき
ません。
v CREATE TABLESPACE ステートメントでは、
NUMPARTS オプションなしで LOCKPART を指定す
ることはできません。
v ALTER TABLESPACE ステートメントでは、区分表
スペース以外に LOCKPART を指定することはでき
ません。
v LOCKPART YES を指定した表スペースを
LOCKSIZE TABLESPACE に変更することはできませ
ん。
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DSNH110I
v LOCKSIZE TABLESPACE を指定した表スペースを
LOCKPART YES に変更することはできません。

プログラマーの応答: SUBPAGES オプションを除去
し、警告メッセージを消去してください。

v NUMPARTS オプションが指定されていない LARGE
文節を CREATE TABLESPACE ステートメントで使
用することはできません。

DSNH113I

v DESCRIBE INPUT ステートメントでは、USING 文
節は使用できません。
v POSITIONED UPDATE ステートメントで更新される
表を、相対名に割り当てることはできません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: その文節を除去してください。処理を
実行するためにはカーソルを使用する必要があります。
ORDER および FOR UPDATE 文節は、CURSOR
DECLARE ステートメントで受け入れられます。 INTO
文節は、FETCH ステートメントで受け入れられます。
LARGE 文節は、NUMPARTS オプションが指定されて
いる CREATE TABLESPACE ステートメントで受け入
れられます。
DSNH110I

E csectname LINE nnnn COL cc
INVALID HEX LITERAL BEGINNING
string

E csectname LINE nnnn COL cc
INVALID CHARACTER FOUND IN
string, REASON CODE - nnn

説明: ストリングに無効な文字が含まれています。この
名前は、SQL の通常の ID 名、ホスト変数名、または
DBCS コメントにすることができます。
SBCS SQL の通常の ID の場合、CHARSET が
KATAKANA のときは、バッファー・プール、データベ
ース、プラン、およびストレージ・グループの名前は、
大文字の英字、国別文字、および数字だけで構成しなけ
ればなりません。なお、最初の文字は、英字または国別
文字でなければなりません。
以下の理由コードは、SBCS ID に適用されます。

# 000
#
#
#
#
#

SBCS ID で無効な文字が検出された (SBCS ID
しか許可されないところで DBCS ID が使用さ
れた場合も含む)。場合によっては、SQL プロ
シージャーの名前に下線文字を含めることがで
きます。詳しくは、「DB2 SQL 解説書」を参
照してください。

以下の理由コードは、DBCS ID またはコメントに適用
されます。
101

シフトアウトからシフトインまでに存在するバ
イト数が奇数である。

102

説明: 参照された 16 進リテラルに、有効な 16 進数字
でない文字が 1 つまたは複数含まれています。

シフトインまたはシフトアウト文字が見つから
ない。

103

DBCS のブランクの X’4040’ は許されない。

重大度:

104

シフトアウトとシフトインの間に文字が存在し
ない。

105

シフトアウトは、シフトアウトとシフトインの
間にある DBCS 文字の最初のバイトであって
はならない。

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: そのリテラルを訂正してください。
DSNH111W W csectname LINE nnnn COL cc THE
SUBPAGES OPTION IS NOT
SUPPORTED FOR TYPE 2 INDEXES
説明: タイプ 2 索引に対しては、SUBPAGES オプシ
ョンを使用することができません。
重大度:

4 (警告)

重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置:

名前を訂正してください。

DSNH115I

説明: このタイプの比較を行うためには、構文が正しく
ありません。 '>' のような単純比較の後には、項目のリ
ストを続けてはなりません。 ANY および ALL 比較の

システムの処置: オプションは無視され、処理は継続さ
れます。
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E csectname LINE nnnn COL cc
ILLEGAL USE OF COMPARISON
OPERATOR operator
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DSNH117I
後に続くのは、式や項目のリストではなく副選択でなけ
ればなりません。
重大度:

DSNH125I

8 (エラー)

E csectname LINE nnnn COL cc
INVALID ORDER BY COLUMN
NUMBER: number

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。

説明: 指定された列番号 (メッセージ中の number)
が、1 より小さいか、選択リスト内の項目の数より大き
いかのいずれかです。

ユーザーの処置: 構文を訂正してください。必要であれ
ば、 DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照して、正しい構
文を調べてください。

ユーザーの処置: 列番号を訂正してください。 必要で
あれば、 DB2 SQL 解説書 の第 4 章を参照して、正し
い構文を調べてください。

DSNH117I

DSNH126I

E csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT INSERTS THE WRONG
NUMBER OF VALUES

重大度: 8 (エラー)
システムの処置: カーソル宣言は破棄されます。

E csectname LINE nnnn COL cc ORDER
BY CANNOT BE USED WITH A FOR
UPDATE OF CLAUSE

説明: 値リスト内の項目の数が、INSERT ステートメン
トで指定された列の数と等しくありません。

説明:
す。

重大度:

重大度: 8 (エラー)

8 (エラー)

ORDER BY 文節は、カーソルを更新不能にしま

システムの処置: 処理は続行されます。

システムの処置: カーソル宣言は破棄されます。

ユーザーの処置: 構文を訂正してください。必要であれ
ば、DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照して、正しい構
文を調べてください。

ユーザーの処置: これは、DB2 による制約です。順序
付けされたカーソル、または更新可能なカーソルのいず
れかをもつことができます。同じカーソルに両方の属性
を指定することはできません。アプリケーションのロジ
ックを変更する必要があるかもしれません。

DSNH120I

E csectname LINE nnnn COL cc
FUNCTION USAGE NOT PERMITTED:
fname

説明: WHERE 文節または SET 文節に、列関数が含ま
れています。これはおそらく、視点定義の列関数から得
られた列を参照した結果、入ったものです。列関数は、
HAVING 文節の副照会内に WHERE 文節がある場合に
だけ、この文節内で使用できます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 構文を訂正してください。関数の結果
を得るためには、副選択文節が必要になる場合がありま
す。必要であれば、 DB2 SQL 解説書 の第 4 章を参照
して、正しい構文を調べてください。

DSNH129I

E csectname LINE nnnn COL cc TOO
MANY TABLES SPECIFIED IN SQL
STATEMENT

説明: 1 つの副選択 (すべての副参照を含む) では、表
名への参照は最大で 225 です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 副選択での表参照の数を減らしてくだ
さい。 1 つの表へのそれぞれの参照は別個にカウント
されます。このカウントは、FROM リスト内の表 / 視
点参照にのみ適用されます。視点は、1 度カウントされ
るだけです。副選択の定義については、 DB2 SQL 解説
書 の第 4 章を参照してください。
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DSNH130I
DSNH130I

E csectname LINE nnnn COL cc THE
ESCAPE CLAUSE 'x' CONSISTS OF
MORE THAN ONE CHARACTER

説明: ESCAPE 文節で使用されたリテラル x が長すぎ
ます。 1 つの SBCS 文字または DBCS 文字しか許可
されません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 対応する SQL ステートメントは、
ホスト言語ステートメントが実行された場合にこのステ
ートメントによって置き換えられ、SQLCA 内にエラ
ー・コードをセットします。
ユーザーの処置: このストリングを訂正してください。
ESCAPE 文節のリテラル・ストリングには、1 つの
SBCS 文字または DBCS 文字しか使用できません。
DSNH131I

E csectname LINE nnnn STATEMENT
WITH LIKE PREDICATE HAS
INCOMPATIBLE DATA TYPES

説明: LIKE または NOT LIKE の左側の列名のタイプ
が文字である場合は、右側の式も文字タイプでなければ
なりません。列名が漢字タイプであれば、右側の式も漢
字タイプでなければなりません。

DSNH142I

E csectname LINE nnnn COL cc THE
SQL STATEMENT IS NOT
SUPPORTED

説明: メッセージに示された token が見つかりまし
た。データベースがサポートしない SQL ステートメン
トが検出されました。 このステートメントは、他の
IBM リレーショナル・データベース・プロダクトの場
合、または他のコンテキストでは有効かもしれません。
たとえば、VALUES および SIGNAL SQLSTATE など
のステートメントはトリガーの中にのみ入れることがで
きます。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: SQL ステートメントは、実行された
場合にホスト言語ステートメントに置き換えられ、
SQLCA 内にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: SQL ステートメントの構文を変更す
るか、そのステートメントをプログラムから除去してく
ださい。
DSNH170I

E csectname LINE nnnn COL cc
NUMBER OF ARGUMENTS SPECIFIED
FOR function-name IS INVALID

システムの処置:

このステートメントは無視されます。

説明: SQL ステートメントに指定されたスカラー関数
function-name の引き数が、多すぎるか少なすぎるかのい
ずれかです。

ユーザーの処置:
めてください。

各オペランドのデータ・タイプを確か

重大度:

重大度:

8 (エラー)

DSNH132I

E csectname LINE nnnn COL cc
INVALID LIKE PREDICATE

説明: LIKE の後に続く値は、英数字のホスト変数また
はリテラル、漢字のホスト変数またはリテラル、あるい
は特殊文字リテラルでなければなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 構文を訂正してください。必要であれ
ば、 DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照して、正しい構
文を調べてください。

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 関数呼び出しを訂正してください。ス
カラー関数 function-name に必要な引き数の数について
は、 DB2 SQL 解説書 の第 3 章を参照してください。
DSNH171I

E csectname LINE nnnn COL cc THE
DATA TYPE, LENGTH, OR VALUE OF
ARGUMENT nn OF function-name IS
INVALID

説明: スカラー関数 function-name の引き数 nn のデー
タ・タイプ、長さ、または値のいずれかが正しくありま
せん。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
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DSNH182I
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。

システムの処置: このステートメントは無視されます。

ユーザーの処置: その引き数を訂正してください。スカ
ラー関数 function-name の引き数の規則については、
DB2 SQL 解説書 の第 3 章を参照してください。

DSNH199I

DSNH182I

E csectname LINE nnnn COL cc AN
ARITHMETIC EXPRESSION WITH A
DATETIME VALUE IS INVALID

説明: 示された算術式に、使用法の正しくない日付 /
時刻値またはラベル付き期間が含まれています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 示された式を訂正してください。日付
/ 時刻算術の規則については、 DB2 SQL 解説書 の第
2 章を参照してください。
DSNH184I

E csectname LINE nnnn COL cc AN
ARITHMETIC EXPRESSION WITH A
DATETIME VALUE CONTAINS A
PARAMETER MARKER

ユーザーの処置: このステートメントを訂正するか、あ
るいは取り除いてください。

説明: メッセージに示されたキーワードで、構文エラー
が検出されました。プログラマーへの助けとして、有効
なトークンの部分リストがメッセージに示されていま
す。適合するトークンだけがリストされています。この
ステートメント内の前の部分にエラーがあるかもしれま
せんが、ステートメントの構文はここまでは有効である
ようです。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: SQL ステートメントの、示されたキ
ーワードの部分を調べてください。コロンまたは SQL
区切り文字が抜けているかもしれません。 SQL ステー
トメントを訂正してください。
DSNH203I

説明: 示された式に、日付 / 時刻値とともに誤って使
用されたパラメーター・マーカーが含まれています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。

E csectname LINE nnnn COL cc
INVALID KEYWORD keyword; VALID
SYMBOLS ARE: token list

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT REFERENCES COLUMN
column name, WHICH IS DECLARED IN
MORE THAN ONE OF THE
SPECIFIED TABLES

説明: 列 column name が参照されましたが、十分な修
飾が示されていません。タイプの検査を行うことができ
ません。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。

ユーザーの処置: 示された式を訂正してください。日付
/ 時刻算術に関する詳細については、 DB2 SQL 解説書
の第 2 章を参照してください。

ユーザーの処置: 表宣言が正しくても、列名が表に含ま
れていないと、BIND ステップ時にエラーとなります。
DECLARE TABLE ステートメントを訂正するか、ある
いは正しい表名を使用して列名を修飾してください。

DSNH198I

DSNH204I

E csectname LINE nnnn COL cc EMPTY
SQL STATEMENT IGNORED

説明: 参照された SQL ステートメントには、 EXEC
SQL からステートメント終了文字までの間にテキスト
が含まれていません。
重大度:

8 (エラー)

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT REFERENCES
UNDECLARED TABLE table-name

説明: 表定義が指定されていません。 表定義はオプシ
ョンですが、表についての情報がなければ検査を行うこ
とはできません。 (実際の表に対する検査は、後で
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DSNH205I
BIND によって行われます。)
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
DSNH205I

処理は続行されます。

W csectname LINE nnnn COL cc
COLUMN column-name WAS NOT
DECLARED IN TABLE table-name

説明: 列名 column-name は、表宣言に含まれていませ
ん。 DISTINCT 関数に指定される名前は、表の列を参
照しなければなりません。 ALL 関数の値式は、表の列
を参照しなければなりません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: 表宣言が正しくても、列名が表に含ま
れていないと、BIND ステップ時にエラーとなります。
DECLARE TABLE ステートメントまたは列名を訂正し
てください。
DSNH206I

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT REFERENCES COLUMN
column name WHICH IS NOT
DECLARED IN THE SPECIFIED
TABLE(S)

説明: 列 column name は、ステートメントに指定され
た表に関するどの TABLE 宣言にも含まれていません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: 表宣言が正しくても、列名が固有でな
いと、BIND ステップ時にエラーとなります。
DECLARE TABLE ステートメントまたは列名を訂正し
てください。
システム・プログラマーの応答: 列名のつづりを調べて
ください。必要なすべての表がステートメントに指定さ
れているかどうかを確かめてください。

ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 構文を訂正してください。必要であれ
ば、 DB2 SQL 解説書 の第 4 章を参照して、正しい構
文を調べてください。
DSNH251I

E csectname LINE nnnn COL cc TOKEN
name IS NOT VALID

説明: ロケーション名には、国別文字の英字の拡張子
(すなわち、米国では #、 @、および $) を入れること
はできません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置:
さい。

ロケーション名の内容を訂正してくだ

DSNH290I

E csectname LINE nnnn COL cc NO
VALID 'END DECLARE SECTION'
FOUND

説明: ユーザーのソース・プログラムには BEGIN
DECLARE SECTION が含まれていますが、対応する
END DECLARE SECTION が見つかりません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理を続行します。
ユーザーの処置: アプリケーション・プログラムを調
べ、有効な END DECLARE SECTION が存在するかど
うかを確かめてください。
DSNH291I

E csectname LINE nnnn COL cc NO
VALID 'BEGIN DECLARE SECTION'
FOUND

説明: ユーザーのソース・プログラムには END
DECLARE SECTION が含まれていますが、対応する
BEGIN DECLARE SECTION が見つかりません。
重大度: 8 (エラー)

DSNH207I

E csectname LINE nnnn COL cc
ILLEGAL ORDER BY SPECIFICATION

説明: 選択式に UNION 演算子が含まれている場合、
ORDER BY リストでは、変数ではなく数値定数を使用
しなければなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
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システムの処置: 処理を続行します。
ユーザーの処置: アプリケーション・プログラムを調
べ、有効な BEGIN DECLARE SECTION が存在するか
どうかを確かめてください。
DSNH292I

E csectname LINE nnnn COL cc HOST
NAME name IS TOO LONG; MAXIMUM
IS size CHARACTERS

説明: 完全修飾の C ホスト変数名の長さは、256 文字
までです。
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重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが実
行可能である場合、その SQL ステートメントは、実行
された場合にホスト言語ステートメントに置き換えら
れ、SQLCA 内にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 名前の長さを短くするか、あるいはエ
ラーのホスト変数名の修飾のレベルを下げてください。
DSNH303I

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT SELECTS
INCOMPATIBLE DATA TYPE INTO
hostvar

説明: ホスト変数 hostvar の データ・タイプが、対応
する選択式の見かけのタイプと一致していません。一方
が数字で、他方が文字であるかのか、あるいは一方が文
字で、他方が漢字であるのか、いずれかです。選択式が
列参照である場合、データ・タイプはその宣言から取得
されます。
重大度:

DSNH310I

W csectname LINE nnnn COL cc
language HOST VARIABLE name WAS
DECLARED IN location

説明: ソース・プログラムのこのロケーション location
には、ホスト変数 name を宣言してはなりません。この
メッセージは、参照時にのみ出されます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: このホスト変数が使用されると、誤っ
た出力が出される可能性がありますが、それはユーザー
の責任となります。 ホスト変数を宣言する妥当な位置
の判別については、 アプリケーション・プログラミン
グおよび SQL ガイド の第 2 部 を参照してください。
COBOL ホスト変数をファイル・セクションに宣言する
と、 SQL ステートメントから誤った出力が出された
り、 RC=00E7000C のために異常終了 04E が起こる可
能性があります。

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: 表定義が現行のものであるかどうか、
およびホスト変数が正しいデータ・タイプをもつかどう
かを確かめてください。
システム・プログラマーの応答: 表定義が現行のもので
あるかどうか、およびホスト変数が正しいデータ・タイ
プをもつかどうかを確かめてください。

| DSNH307I
|

E csectname HOST VARIABLE
ALREADY DECLARED

|
|

説明: SQLGALHV に登録しようとしているホスト変数
は、すでに登録されています。

|

重大度:

|

システムの処置:

|
|

ユーザーの処置: コンパイルまたはプリコンパイル処理
を続行してください。

8 (エラー)

| DSNH308I
|

このホスト変数は無視されます。

U csectname MAXIMUM NUMBER OF
HOST VARIABLES EXCEEDED

|
|

説明: ホスト変数の登録が、内部記号テーブルの記憶容
量を超えました。

|

重大度:

|

システムの処置:

|
|

ユーザーの処置: コンパイルまたはプリコンパイルを終
了してください。

16 (回復不能エラー)
これ以降の処理を停止します。

DSNH312I

E csectname LINE nnnn COL cc
UNDEFINED OR UNUSABLE HOST
VARIABLE name

説明: メッセージ中の name が SQL ステートメント
で使用されていますが、アプリケーション・プログラム
内に (これまでのところ) 宣言が見つからないか、また
は属性が不適切です。 DECLARE CURSOR ステートメ
ントで使用されるホスト変数の宣言は、プリコンパイラ
ーの ONEPASS または TWOPASS オプションのいずれ
が指定されているかにかかわらず、SQL ステートメン
トに先行していなければなりません。あるいは、
EXECUTE IMMEDIATE ステートメントではパラメータ
ー・マーカーが予期されていました。このメッセージ
は、参照時にのみ出されます。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 示されたホスト変数の宣言および属性
を検査してください。 その名前で列を参照するつもり
であった場合は、コロン (:) がなければなりません。リ
テラルのつもりであった場合は、値をストリング区切り
文字 (アポストロフィまたは引用符) で囲む必要があり
ます。
ホスト変数を使用するつもりであった場合、DB2 ホス
ト変数として使用するには、可能な変数を宣言したサブ
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DSNH313I
ユーザーの処置: 示されたホスト変数の宣言および属性
を検査してください。 許されるホスト変数のタイプお
よび長さについては、 アプリケーション・プログラミ
ングおよび SQL ガイド の第 2 部を参照してくださ
い。

セットだけしか有効ではありません。ホスト変数の規則
については、アプリケーション・プログラミングの手引
きにリストされています。相互参照リストおよびプリコ
ンパイラー・ソース・リストを使用して、問題の原因を
判別してください。
v プリコンパイルで STDSQL(YES) オプションを使用
している場合は、すべてのホスト変数宣言が
BEGIN/END DECLARE SECTION 内に宣言されるよ
うにしてください。

DSNH314I

E csectname LINE nnnn COL cc
REFERENCE TO HOST VARIABLE
name IS AMBIGUOUS

v 相互参照リストにホスト変数名が含まれていない場合
は、宣言が欠落しています。 宣言のソースが存在す
る場合は、注釈またはストリングから終止文字が抜け
ているために、このエラーが起こることがあります。
マージンが原因でこのタイプのエラーが起こることも
あります。

説明: ホスト変数 name が、このアプリケーション・
プログラム内で 2 回以上定義されています。プリコン
パイラーは、ここでどのホスト変数定義を使用すべきか
を区別することができません。以下に、可能な組み合わ
せをいくつか示しています。 DB2 は、ホスト変数名に
ついては、単一の隣接修飾子だけをサポートします。

v その名前は存在するが、データ・タイプがリストされ
ていない場合、ホスト変数は使用可能ではありませ
ん。ホスト変数が、有効なホスト変数定義に関する規
則に従っていません。

事例 参照

定義

結果

1
2
3

a
x.a
a

x.a
x.a, y.a
x.a, y.a

有効
有効
DSNH314I

4
5

a
x.a

x.a, a
q.x.a, v.x.a

有効
DSNH314I

6

a

a, a

DSNH314I

v その名前に関して複数の定義が存在する場合は、定義
よりも前に最初の参照が行われている可能性がありま
す。 TWOPASS オプションを使用すると、
DECLARE ステートメントが他のタイプのステートメ
ントより前に処理されるようになります。 ただし、
ホスト変数宣言およびカーソル宣言は、同じパスで処
理されます。 カーソル宣言で参照されるホスト変数
は、カーソルの定義よりも前にアプリケーション・プ
ログラム内に定義しなければなりません。

重大度:

v EXECUTE IMMEDIATE ステートメントでは、ホス
ト変数ではなくパラメーター・マーカーが予期されて
います。

v CALL ステートメント中で渡された文字または可変長
文字ホスト変数の長さ属性が、 255 文字を超えま
す。
E csectname LINE nnnn COL cc
INVALID TYPE OR LENGTH OF HOST
VARIABLE 'name'

説明: ホスト変数 name が SQL ステートメントの中
で使用されていますが、タイプまたは長さがこの用法に
は不適切です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 対応する SQL ステートメントは、
ホスト言語ステートメントが実行された場合にこのステ
ートメントによって置き換えられ、SQLCA 内にエラ
ー・コードをセットします。
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不要。
不要。
x.a または
y.a を参照
不要。
変数名を
変更
変数名を
変更

8 (エラー)

システムの処置: この SQL ステートメントが宣言であ
る場合、このステートメントは破棄されます。問題を含
む SQL ステートメントが実行可能である場合、その
SQL ステートメントは、実行された場合にホスト言語
ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内にエラー・
コードをセットします。

v CALL ステートメント中で渡されたホスト変数のデー
タ・タイプが、文字または可変長文字ではありませ
ん。

DSNH313I

望ましい
変更

ユーザーの処置: ホスト変数名を固有にするか、あるい
は上記の表に提案されているように、修飾子を用いて、
どのホスト変数定義を使用するかを指示してください。

|
|
|

DSNH350I

|
|
|

説明: 次のいずれかの理由のため、ALTER
TABLE、CREATE TABLE、または CREATE INDEX ス
テートメントが無効です。

|

v LOB 列を一時表に追加できません。

|
|

v LOB 列を EDITPROC で定義された表に追加できま
せん。
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E csectname LINE nnnn COL cc.INVALID
SPECIFICATION OF A LARGE
OBJECT COLUMN

DSNH372I
| v PRIMARY KEY 文節は、基本キーの列として LOB 列
を指定できません。
|

|
|

ことによってハンドラーを活動化することはできませ
ん。

|
|

v UNIQUE 文節は、固有キーの列として LOB 列を指
定できません。

|

重大度:

|
|

|

v referential-constraint KEY 文節は、外部キーの列とし
て LOB 列を指定できません。

システムの処置:

|
|

v CREATE INDEX ステートメントは、索引キーの列と
して LOB 列を指定できません。

|
|
|

ユーザーの処置: この警告を回避するためには、
SQLCODE または SQLSTATE 特殊変数に値を割り当て
ないようにしてください。

|

v LOB 列を references 文節で指定できません。

|
|

v 表検査制約 を LOB 列の定義に指定することはでき
ません。

4 (警告)

DSNH401I

| 重大度: 8 (エラー)

処理は続行されます。

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT SPECIFIES
INCOMPATIBLE OPERANDS FOR
COMPARISON OPERATOR name

| システムの処置: このステートメントは実行できませ
| ん。

説明: 適合しないデータ・タイプ・オペランドを混在さ
せた、比較演算 name が使用されています。

| ユーザーの処置: 失敗したステートメントを訂正した上
| で、再実行してください。

重大度:

DSNH372I

E csectname LINE nnnn COL cc.ONLY
ONE COLUMN DEFINED AS ROWID
IS ALLOWED IN A TABLE

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: 両方のオペランドを、互換性のある文
字データ・タイプにしてください。表宣言が正しくなる
ようにしてください。

説明: 複数の ROWID 列を持つ表を作成しようとし
た、またはすでに ROWID 列を持っている表にもう 1
つ追加しようとしました。

DSNH402I

重大度: 8 (エラー)

説明: 非数値オペランドとともに、数値演算または関数
name が使用されています。

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: CREATE TABLE ステートメントに
ついては、行 ID データ・タイプを持つ列を 1 つだけ
選択してください。 ALTER TABLE ステートメントの
場合、ROWID 列はすでにその表に存在します。行 ID
のデータ・タイプを持つ別の列を表に追加しようとしな
いでください。

重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: オペランドを数値にするか、あるいは
文字関数を使用してください。表宣言が正しくなるよう
にしてください。
DSNH404I

| DSNH385I
|
|
|
|
|

W csectname LINE nnnn COL cc
ASSIGNMENT TO AN SQLSTATE OR
SQLCODE VARIABLE IN AN SQL
PROCEDURE MAY BE
OVER-WRITTEN AND DOES NOT
ACTIVATE ANY HANDLER

|
|
|
|
|
|

説明: SQL プロシージャーには、SQLSTATE または
SQLCODE 特殊変数に値を割り当てるステートメントが
少なくとも 1 つ含まれています。DB2 は、SQL ステー
トメントの実行の結果を示すためにこれらの変数に値を
割り当てるため、DB2 は SQL 割り当てステートメント
によって割り当てられた値を上書きします。

|

SQL プロシージャーは、SQLSTATE に値を割り当てる

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT APPLIES name TO
CHARACTER DATA

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT INSERTS OR UPDATES
COLUMN name WITH VALUE THAT IS
TOO LONG

説明: INSERT または UPDATE ステートメントに指定
された値が、 DECLARE TABLE ステートメントに従っ
てその列に記憶できる最大長ストリングより長くなって
います。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: その長さが許されるように、および表
宣言が正しくなるようにしてください。
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DSNH405I
DSNH405I

ユーザーの処置: ステートメントを訂正してください。

E csectname LINE nnnn COL cc
LITERAL number IS OUT OF RANGE

DSNH434I

説明: 数値が、次のような適切な範囲内にありません。
v 浮動小数点数の場合は、+5.4E-79 〜 7.2E+75
v パック 10 進数の場合は、 - (1031 -1) 〜 + (10 31
-1)
v 整数の場合は、-2147483648 〜 2147483647
重大度:

説明: keyword は、 DB2 バージョン 7 以後のリリー
スではサポートされない使用すべきでない機能です。キ
ーワードは受け入れられますが、このキーワードの使用
を中止することをお勧めします。

8 (エラー)

索引については、タイプ 1 の索引でなくタイプ 2 の索
引を使用することをお勧めします。

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置:
DSNH408I

説明: INSERT または UPDATE ステートメントによっ
て列 name に挿入される値のデータ・タイプが、その列
に宣言されたデータ・タイプと一致していません。両方
がともに数値、またはともに文字でなければなりませ
ん。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

プログラマーの応答: 表定義が現行のものであり、また
ホスト変数とリテラルが正しいデータ・タイプをもち、
かつ一致しているようにしてください。
DSNH414I

E csectname LINE nnnn COL cc THE
NUMERIC OR DATETIME COLUMN
column-name IS SPECIFIED IN A LIKE
PREDICATE

説明: LIKE 述部に、数値データ・タイプをもつ列
column-name が指定されました。 LIKE 述部に指定され
る列は、文字ストリング列または漢字ストリングでなけ
ればなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。

276

重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は正常に続行されます。

ユーザーの処置: 現行リリースに対しては変更は必要あ
りません。しかし、この機能がサポートされなくなる将
来のリリースに備えて、 SQL ステートメントを変更し
てこの機能を除去することをお勧めします。

数値を訂正してください。

W csectname LINE nnnn COL cc
STATEMENT INSERTS OR UPDATES
COLUMN name WITH INCOMPATIBLE
DATA TYPE

OPTION keyword IS A DEPRECATED
FEATURE

|
|
|
|
|
|
|

DSNH449I

|
|
|
|

説明: name の CREATE FUNCTION または CREATE
PROCEDURE ステートメントの EXTERNAL NAME 文
節でエラーが検出されました。あるいはこの文節が必要
なのに指定されていませんでした。

|
|

LANGUAGE が COMPJAVA でない場合、外部名は次
の規則に準拠している必要があります。

|
|
|
|
|

v 外部名は、文字と数字からなる短い ID でなければな
りません。先頭文字は、文字でなければなりません。
(これは MVS でのロード・モジュールの命名規則で
す。）このエラーの考えられる原因は、名前の中にブ
ランクが入っていることです。

|
|
|
|
|

v 外部名が省略されている場合は、外部名はデフォルト
で function-name になります。 ただし、機能名また
は手続き名が 8 文字よりも長い場合は、EXTERNAL
NAME 文節には有効な短縮 ID を外部名として明示
的に指定する必要があります。

W csectname LINE nnnn COL cc
CREATE FUNCTION OR PROCEDURE
FOR routine-name CONTAINS AN
INVALID FORMAT OF THE
EXTERNAL NAME CLAUSE OR IS
MISSING THE EXTERNAL NAME
CLAUSE

| LANGUAGE が COMPJAVA の場合、EXTERNAL
| NAME パラメーター値の長さは 254 バイト以下でなけ
| ればなりません。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: 対応する SQL ステートメントは、
| ホスト言語ステートメントが実行された場合にこのステ
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DSNH457I
| ートメントによって置き換えられ、SQLCA 内にエラ
| ー・コードをセットします。

システムの処置:
ん。

| ユーザーの処置: SQL ステートメントの構文を訂正し
| てください。EXTERNAL NAME 文節については、DB2
| SQL 解説書 を参照してください。

ユーザーの処置: ステートメントを訂正して、新規のユ
ーザー定義タイプの名前に別の ID を使用してくださ
い。

| DSNH457I
|
|
|

DSNH487I

E csectname LINE nnnn COL cc.A
FUNCTION OR DISTINCT TYPE
CANNOT BE CALLED name SINCE IT
IS RESERVED FOR SYSTEM USE.

|
|
|
|

説明: ユーザー定義の関数または特殊タイプを作成また
は参照することができません。というのは、選択された
名前がシステムの使用のために予約されているからで
す。

|
|
|
|
|

キーワードとして使用されている名前の多くが、システ
ム使用のために予約されています。これらの名前は、そ
れが区切り ID であったとしても、ユーザー定義関数や
特殊タイプ名として使用できません。それらの名前には
以下のものがあります。

|
|
|
|
|
|
|
|

=
<>
ALL
EXCEPT
IN
NULL
SOME
UNKNOWN

<
¬=
AND
EXISTS
IS
ONLY
TABLE

|

重大度:

8 (エラー)

|
|

システムの処置:
ん。

|
|

ユーザーの処置: システム使用のために予約されていな
い名前を関数または特殊タイプに選択してください。
DSNH473I

>
¬>
ANY
FALSE
LIKE
OR
TRUE

>=
<=
¬>
BETWEEN
DISTINCT
FOR
FROM
MATCH
NOT
OVERLAPS SIMILAR
TYPE
UNIQUE

このステートメントは実行できませ

E csectname LINE nnnn COL cc.A USER
DEFINED DATA TYPE CANNOT BE
CALLED THE SAME NAME AS A
SYSTEM PREDEFINED TYPE
(BUILT-IN TYPE).

説明: 作成されるデータ・タイプの名前は、システムで
事前定義されたデータ・タイプと同じ非修飾名か、ある
いは BOOLEAN です。これは許されません。区切り文
字を追加しても、名前は有効になりません。以下の名前
は制限されています。
BIGINT
CHARACTER
DEC
INT
ROWID
VARGRAPHIC

重大度:

BINARY
CLOB
DECIMAL
INTEGER
SMALLINT

BLOB
DATALINK
DOUBLE
NUMERIC
TIME

BOOLEAN
DATE
FLOAT
REAL
TIMESTAMP

このステートメントは実行できませ

E csectname LINE nnnn COL cc
object-type object-name ATTEMPTED TO
EXECUTE AN SQL STATEMENT
WHEN THE DEFINITION OF THE
FUNCTION OR PROCEDURE DID NOT
SPECIFY THIS ACTION

説明: SQL プロシージャー object-name には SQL ス
テートメントが含まれていますが、SQL プロシージャ
ー定義は NO SQL オプションを指定しています。
システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
ません。
プログラマーの応答: SQL プロシージャーの定義を変
更して SQL ステートメントを使用できるようにする
か、障害のある SQL ステートメントを SQL プロシー
ジャーから除去します。

| DSNH490I
|
|
|
|
|

E csectname LINE: MV.NNNN COL cc
NUMBER number DIRECTLY
SPECIFIED IN A SQL STATEMENT IS
OUTSIDE THE RANGE OF
ALLOWABLE VALUES IN THIS
CONTEXT (minval, maxval)

| 説明: 指定されたコンテキストに無効な数字 (number)
| が指定されました。このコンテキストで指定できる最小
| 値は、minval です。このコンテキストで指定できる最大
| 値は、maxval です。 n は、minval と maxval (minval
| =< n =< maxval) によって指定された範囲内になければ
| なりません。
|

重大度:

|
|

システムの処置:
せん。

|
|

ユーザーの処置: 値 n を、このステートメントに有効
な値に変更してください。

8 (エラー)
このステートメントは実行されていま

CHAR
DBCLOB
GRAPHIC
REF
VARCHAR

8 (エラー)
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DSNH491I
DSNH491I

E csectname LINE nnnn COL cc.CREATE
STATEMENT FOR USER-DEFINED
FUNCTION function-name MUST HAVE
A RETURNS CLAUSE, AND EITHER
THE EXTERNAL CLAUSE (WITH
OTHER REQUIRED KEYWORDS) OR
THE SOURCE CLAUSE.

説明: 関数 function-name に必要な文節が CREATE で
脱落しています。 EXTERNAL を指定した場合は、次の
文節も指定する必要があります。
v LANGUAGE
v PARAMETER STYLE
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
ユーザーの処置: 失敗したステートメントを訂正した上
で、再実行してください。
DSNH504I

E csectname LINE nnnn COL cc
CURSOR name WAS NOT DECLARED

説明: ID name がカーソルとして使用されています
が、宣言されていません。 エラーのために宣言が破棄
された可能性があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 必要なカーソル宣言を訂正するか、ま
たは追加してください。
DSNH506I

E csectname LINE nnnn COL cc
DECLARE CURSOR FOR STATEMENT
NAME MUST PRECEDE THE
PREPARE STATEMENT FOR THAT
STATEMENT NAME

説明: この DECLARE name CURSOR ステートメント
の前に、 PREPARE name ステートメントがあります。
DB2 では、宣言は処置ステートメントより前になけれ
ばなりません。これは、SQL/DS の場合は当てはまりま
せん。
重大度:

ユーザーの処置: DECLARE または PREPARE ステー
トメントを正しい順序になるように移動するか、あるい
はホスト言語が PLI、ASM、または C である場合は、
TWOPASS オプション指定してください。 TWOPASS
オプションを指定すると、最初のパスのときプリコンパ
イラーが宣言の有無を検査するので、この問題が回避さ
れます。
DSNH520I

説明: カーソルが宣言されていなかったため、
ALLOCATE CURSOR ステートメントによって定義され
るものと見なされました。 ALLOCATE CURSOR ステ
ートメントによって定義されたカーソルは、ステートメ
ントが正常終了した後初めてオープンされます。割り当
て済みカーソルを OPEN しようとするとエラーが発生
します。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
ユーザーの処置: カーソルの宣言を追加または修正して
ください。カーソルが ALLOCATE CURSOR ステート
メントによって定義されるものと推定される場合は、
OPEN ステートメントを削除してください。
DSNH521I

W csectname THE statement FOR
CURSOR cursor-name IS ASSUMED
TO APPLY TO A DYNAMIC
ALLOCATE CURSOR STATEMENT.

説明: 宣言されていないカーソルに対する
FETCH、CLOSE、または DESCRIBE が出されました。
カーソルは、動的 ALLOCATE CURSOR ステートメン
トを使用して定義するものとされています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: カーソルは、動的に割り振るものと見
なされています。
ユーザーの処置: FETCH、CLOSE、または DESCRIBE
ステートメントのカーソルを、必ず動的に割り振るよう
にしてください。

8 (エラー)

システムの処置: この宣言はエラーとして注記され、破
棄されます。
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E csectname THE OPEN STATEMENT
FOR CURSOR cursor-name IS
INVALID BECAUSE THE CURSOR
WAS DEFINED BY AN ALLOCATE
CURSOR STATEMENT
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DSNH522I
DSNH522I

E csectname DESCRIBE CURSOR
cursor-name IS INVALID BECAUSE
THE CURSOR WAS DEFINED BY A
DECLARE CURSOR STATEMENT.

説明: DESCRIBE CURSOR は、 ALLOCATE
CURSOR ステートメントを使用して定義されたカーソ
ルに使用することができます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
ん。

#
#
#
#
#

に適切な CCSID を選択して、DB2 サブシステムまたは
データ共用システム上に更新された DSNHDECP を配置
するように計画とスケジュールを立ててください。詳し
い指示については、APAR PQ56697 に関する PTF に付
属の資料を参照してください。

#
#
#
#

IBM からの指示を受けずに、CCSID を選択または変更
しないでください。間違った CCSID を使用すると、デ
ータが破壊され、リカバリー不能になる可能性がありま
す。

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: DESCRIBE CURSOR ステートメント
を除去してください。宣言済みのカーソルの定義に使用
されたステートメントの DESCRIBE を出してくださ
い。

# DSNH526I
#
#
#

#
#
#
#
#

WARNING: DSNHDECP SPECIFIES AN
UNDEFINED (0) VALUE FOR
ccsid-parm NOTIFY THE SYSTEM
PROGRAMMER.

説明: DB2 プリコンパイラーによって使用される
DSNHDECP モジュールが、ccsid-parm に示された
CCSID パラメーターに対して未定義の (0) 値を指定し
ています。未定義の CCSID の使用は、近い将来 DB2
によって禁止されます。

# システムの処置: 処理は続行されます。
# ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
# ださい。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DSNHDECP は、サポ
ートされる 3 つのコード化スキーム
(ASCII、EBCDIC、および UNICODE) のそれぞれに対
して、有効な非ゼロのデフォルト CCSID (コード化文字
セット ID) を指定する必要があります。未定義の
CCSID を指定して文字データを処理すると、データの
消失や破壊など、予期しない結果を生じる可能性があり
ます。DB2 システム上で使用されないコード化スキー
ムに対しても、デフォルト CCSID を定義する必要があ
ります。

#
#
#
#
#

ccsid-parm が ASCCSID の場合、単一バイト ASCII コ
ード化文字データのデフォルト CCSID は未定義です (0
に設定される)。ccsid-parm が SCCSID の場合、単一バ
イト EBCDIC コード化文字データのデフォルト CCSID
は未定義です (0 に設定される)。

#
#
#
#

EBCDIC に対して未定義の CCSID を使用することは禁
止されます。 ASCII に対して未定義の CCSID を使用
することは、DB2 の将来のリリースでは禁止されま
す。

# DSNH527I
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

WARNING: THE PRECOMPILER IS
USING THE DB2-SUPPLIED
DSNHDECP MODULE. THIS MODULE
WILL BE ELIMINATED BY A FUTURE
VERSION OF DB2. NOTIFY THE
SYSTEM PROGRAMMER.

説明: DB2 によって提供されている DSNHDECP モジ
ュールが DB2 プリコンパイラーの実行に使用されてい
ます。このモジュールは、単一バイトの EBCDIC およ
び ASCII CCSID のデフォルト CCSID (コード化文字セ
ット ID) を指定しており、DB2 の将来のバージョンで
は廃止されます。これは、CCSID はインストール・シ
ステムに完全に依存しており、デフォルトでは提供でき
ないからです。

# システムの処置: 処理は続行されます。
# ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
# ださい。
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DB2 の将来のバージ
ョンでは廃止される DB2 提供のモジュールを使用し
て、プリコンパイラーが実行されました。このモジュー
ルは、EBCDIC コード化データに対してはコード・ペー
ジ 500 を指定し、ASCII コード化データに対しては未
定義 (0) のコード・ページを指定します。

#
#
#
#
#
#
#
#
#

今の時点で処置を行い、お使いの EBCDIC データに該
当する CCSID が 500 であることを確認し、ASCII デ
ータに対しては定義済みの CCSID を選択する必要があ
ります (ASCII コード化データがシステム上になくて
も)。また、DB2 サブシステムまたはデータ共用システ
ム上にサイト固有の DSNHDECP モジュールを配置する
ように計画とスケジュールを立ててください。詳しい指
示については、APAR PQ56697 に関する PTF に付属の
資料を参照してください。

#
#
#
#

IBM からの指示を受けずに、CCSID を選択または変更
しないでください。間違った CCSID を使用すると、デ
ータが破壊され、リカバリー不能になる可能性がありま
す。

# 今の時点で処置を行い、それぞれの未定義 CCSID ごと
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DSNH557I
DSNH557I

E csectname LINE nnnn COL cc
INCONSISTENT GRANT/REVOKE
KEYWORD keyword; PERMITTED
KEYWORDS ARE keyword list

説明: メッセージに示された keyword は、検出された
キーワードです。メッセージに示された keyword list
は、このコンテキストで許可されるキーワードのリスト
です。 GRANT または REVOKE ステートメントで要
求された特権の組み合わせは、許可されていません。権
限はすべて同じタイプでなければならず、また GRANT
または REVOKE の形式と一致していなければなりませ
ん。 REVOKE UPDATE (column-list) は許可されませ
ん。 REVOKE UPDATE だけしか使用できません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントは、
実行された場合にホスト言語ステートメントに置き換え
られ、SQLCA 内にエラー・コードをセットします。
ユーザーの処置: 構文を訂正してください。必要であれ
ば、DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照して、正しい構
文を調べてください。
DSNH558I

E csectname LINE nnnn COL ccc
INVALID CLAUSE OR COMBINATION
OF CLAUSES ON A GRANT OR
REVOKE

v 浮動小数点定数が指定されているが、列は浮動小数点
データ・タイプではない。
v 10 進定数が指定されており、列に割り当てられると
きに非ゼロの桁が切り捨てられる。
v 値が 255 バイトより大きく、ストリング用の引用
符、16 進定数用の X などの接頭部文字、完全修飾関
数名、および括弧を含む。
v USER 特殊レジスターが指定され、文字ストリング・
データ・タイプの長さ属性が 8 未満。
v システム生成の cast 関数は指定されたが、列がユー
ザー定義特殊タイプで定義されていない。
v サポートされていない関数が指定された。 データ・
タイプが特殊タイプである場合にのみ、関数を指定す
ることができます。この場合、指定した関数は、この
特殊タイプに関連付けられたシステム生成の cast 関
数のいずれかでなければなりません。
v LOB 列に NULL 以外の値で WITH DEFAULT が指
定された。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置:
ん。

ユーザーの処置: この列の定義に有効なデフォルト値を
指定してください。
DSNH577I

説明: 『PUBLIC AT ALL LOCATIONS』 は、表特権
以外の GRANT または REVOKE ステートメントでは
無効です。また、ALTER または INDEX 特権を指定す
る表特権 GRANT または REVOKE ステートメントの
場合も無効です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: GRANT または REVOKE ステートメ
ントの有効なキーワードについては、 DB2 SQL 解説書
の第 5 章を参照してください。
DSNH574I

E csectname LINE nnnn COL cc.THE
SPECIFIED DEFAULT VALUE
CONFLICTS WITH THE DEFINITION
OF COLUMN column-name

説明: column-name に指定されたデフォルト値が次のい
ずれかの理由で無効です。

E csectname LINE nnnn COL cc
object-type object-name ATTEMPTED TO
MODIFY DATA WHEN THE
DEFINITION OF THE FUNCTION OR
PROCEDURE DID NOT SPECIFY THIS
ACTION

説明: SQL プロシージャーにデータを変更する SQL
ステートメントが含まれていますが、SQL プロシージ
ャーは NO SQL、READS SQL DATA、または
CONTAINS SQL のオプションを指定して定義されてい
ます。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
ません。
ユーザーの処置: SQL プロシージャーの定義を変更し
て、データを変更する SQL ステートメントを使用でき
るようにするか、障害のある SQL ステートメントを
SQL プロシージャーから除去します。

v 定数がこのデータ・タイプの定数のフォーマットに合
っていないか、値の長さまたは精度が誤っているた
め、この値を列に割り当てることができない。
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このステートメントは実行できませ
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DSNH580I
DSNH580I

E csectname LINE nnnn COL cc THE
RESULT-EXPRESSIONS OF A CASE
EXPRESSION CANNOT ALL BE NULL

説明: キーワード NULL でコーディングされている結
果式 (THEN および ELSE キーワードに続く式) をすべ
て含むステートメントに CASE 式が含まれています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
た。

ステートメントは処理されませんでし

E csectname LINE nnnn COL cc THE
DATA TYPES OF THE
RESULT-EXPRESSIONS OF A CASE
EXPRESSION ARE NOT COMPATIBLE

|
|
|
|

説明: ステートメントの中の CASE 式に、データ・タ
イプが他の result-expression のデータ・タイプと一致し
ない result-expression (THEN および ELSE キーワード
の後に続く式) が少なくとも 1 つあります。

|

重大度:

|
|

システムの処置:
た。

|
|
|

プログラマーの応答: result-expressions のデータ・タイ
プがすべて互換性を持つように、CASE 式を変更してく
ださい。

8 (エラー)

DSNH582I

ステートメントは処理されませんでし

E csectname LINE nnnn COL cc THE
SEARCH-CONDITION IN A
SEARCHED-WHEN-CLAUSE CANNOT
BE A QUANTIFIED PREDICATE, IN
PREDICATE, OR AN EXISTS
PREDICATE

説明: searched-when-clause 内の 検索条件 が限定述
部、 IN 述部、または EXISTS 述部を指定しています
が、この指定は許されていません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
た。

ステートメントは処理されませんでし

プログラマーの応答:

W csectname LINE nnnn COL cc
DUPLICATE schema name SCHEMA
NAME

説明: 示されているスキーマ名が重複してステートメン
トに指定されました。
重大度: 4 (エラー)
システムの処置: 重複するスキーマ名は無視されます。

プログラマーの応答: CASE 式を変更して、少なくと
も 1 つの 結果式 を NULL 以外のキーワードで指定し
てください。

| DSNH581I
|
|
|

DSNH585I

検索条件 を訂正してください。

ユーザーの処置: 重複指定を取り除くか訂正するか、あ
るいはその両方を行ってください。
DSNH586I

E csectname LINE nnnn COL cc.THE
TOTAL LENGTH OF THE CURRENT
PATH SPECIAL REGISTER CANNOT
EXCEED 254 CHARACTERS.

説明: 現行パスの特殊レジスターは VARCHAR(254)
と定義されています。ストリングの内容に、 2 重引用
符によって区切られ、コンマによって次のスキーマ名と
分離される各スキーマ名が含まれています。現行パス内
のすべてのスキーマ名のストリングの全長は 254 文字
を超えることはできません。このメッセージの原因とな
る SET CURRENT PATH ステートメントはこの限界を
超えます。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
ユーザーの処置: スキーマ名を削除して、全長が 254
文字以下になるようにしてください。すべてのスキーマ
名が必要な場合は、いくつかのユーザー定義関数を統合
して、現行パスに必要なスキーマ名を少なくする必要が
あります。
DSNH587I

A list of item-references are not in
the same family.

説明: SET 割り当てステートメントの項目参照は、そ
れぞれホスト変数か遷移変数のいずれかです。 項目参
照のリストは、同じファミリーのリストでなければなり
ません。すなわち、項目参照のいずれかが遷移変数であ
れば、リスト内のすべての項目参照が遷移変数でなけれ
ばなりません。ステートメントが、CREATE TRIGGER
ステートメントのトリガー・アクション内で使用される
のであれば、それぞれの項目参照は遷移変数を示す必要
があります。ステートメントがこれ以外のコンテキスト
で使用されるのであれば、それぞれの項目参照はホスト
変数を示す必要があります。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 対応する SQL ステートメントは、
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DSNH590I
ホスト言語ステートメントが実行された場合にこのステ
ートメントによって置き換えられ、SQLCA 内にエラ
ー・コードをセットします。

CHECK CONSTRAINT 文節において指定する場合を除
いて、列を複数の ALTER TABLE 文節に指定すること
はできません。

プログラマーの応答:
行してください。

重大度:

ステートメントを訂正して、再実

ユーザーの処置: SQL ステートメントの構文を訂正し
てプログラムを再度プリコンパイルしてください。 SET
割り当てステートメントについては、「DB2 SQL 解説
書」を参照してください。

| DSNH590I
|
|

E csectname LINE nnnn COL cc NAME
name IS NOT UNIQUE IN ROUTINE
routine-name

8 (エラー)

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: CREATE ステートメントを訂正し
て、索引、表、視点の各列、またはトリガー定義の
UPDATE OF 文節における各列に対して固有な名前を指
定してください。 ALTERステートメントを訂正して、
ALTER COLUMN の各文節に固有の名前を指定するよ
うにしてください。

|
|
|

説明: 名前 name は、SQL プロシージャー
routine-name の中のパラメーター、SQL 変数、条件名、
またはラベルです。name が固有ではありません。

PRIMARY KEY、FOREIGN KEY、または UNIQUE 文
節の列リストに同じ列名が複数回現れる場合も、
CREATE TABLE でこのエラーが起こる場合がありま
す。

|
|

システムの処置:
できません。

DSNH628I

|

重大度:

|
|

ユーザーの処置: ルーチン内で固有になるように、名前
を変更してください。

このステートメントを処理することは

8 (エラー)

DSNH599I

W csectname LINE nnnn COL cc.
COMPARISON FUNCTIONS ARE NOT
CREATED FOR A DISTINCT TYPE
BASED ON A LONG STRING DATA
TYPE.

説明: 対応する関数がこれらの組み込みデータ・タイプ
で使用できないため、長ストリング・データ・タイプ
(BLOB、CLOB、DBCLOB、LONG VARCHAR、LONG
VARGRAPHIC) に基づく特殊タイプの比較関数は作成さ
れません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSNH612I

E csectname LINE nnnn COL cc
column-name IS A DUPLICATE
COLUMN NAME

説明: CREATE INDEX、CREATE TABLE、CREATE
VIEW、または ALTER TABLE ステートメントが、索
引、表、視点の 2 つ (または 3 つ以上) の列に対して
同じ 'column-name' を指定しています。あるいは、トリ
ガー定義の UPDATE OF 文節が同じ列名を複数回指定
しています。列名は索引、表、視点内において、または
トリガー定義の UPDATE OF 文節において固有でなけ
ればなりません。 ALTER COLUMN 文節および ADD
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E csectname LINE nnnn COL cc
MUTUALLY EXCLUSIVE CLAUSES
HAVE BEEN SPECIFIED.

説明: 以下の方法のうち 1 つまたは複数の方法で、相
互排他的な文節が指定されました。
v CREATE TABLESPACE ステートメントに、SEGSIZE
および NUMPARTS 文節の両方が含まれている。
v CREATE TABLESPACE ステートメントに、SEGSIZE
および LARGE 文節の両方が含まれている。
v CREATE TABLESPACE ステートメントに、SEGSIZE
および MEMBER CLUSTER 文節の両方が含まれて
いる。
v CREATE または ALTER TABLESPACE に、
LOCKPART YES および LOCKSIZE TABLESPACE
の両方が含まれている。
v 'column-definition' に NOT NULL および DEFAULT
NULL 文節の両方が含まれている。
v ' column-definition' に FIELDPROC および DEFAULT
文節の両方が含まれている。
v 選択ステートメントに更新文節および FOR FETCH
ONLY 文節の両方が含まれている。
v ALTER TABLE ステートメントに DROP
CONSTRAINT 文節と、 DROP FOREIGN KEY 文節
または DROP CHECK 文節の両方が含まれている。
v CREATE または ALTER TABLESPACE に、
LOCKPART YES および LOCKSIZE TABLESPACE
の両方が含まれている。
v CREATE TRIGGER ステートメントが
OLD、NEW、OLD_TABLE、または NEW_TABLE に
対して複数の相関名を指定する。特定のこれらの相関
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DSNH630E
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。

は、それぞれ CREATE TRIGGER ステートメントに
2 回以上現れる場合があります。
v CREATE FUNCTION ステートメントに CAST
FROM 文節および SOURCE 文節の両方が含まれて
いる。

プログラマーの応答: タイプ 2 索引として索引を作成
するか、そうしない場合は WHERE NOT NULL 指定を
使用してはなりません。

v CREATE FUNCTION ステートメントに SOURCE 文
節および RETURNS TABLE 文節の両方が含まれて
いる。

DSNH637I

v CREATE FUNCTION ステートメントに、SOURCE
文節と、外部関数 (EXTERNAL、LANGUAGE、NO
SQL) を定義するのに使用する文節の両方が含まれて
いる。

E csectname LINE nnnn COL cc
DUPLICATE keyword KEYWORD

説明: ステートメントの処理中に、キーワードの重複す
る指定が検出されました。
重大度:

8 (エラー)

v CREATE または ALTER PROCEDURE ステートメン
トは、 NO WLM ENVIRONMENT および
PROGRAM TYPE SUB オプションの使用を試行す
る。 NO WLM ENVIRONMENT を使用する場合は
PROGRAM TYPE MAIN も使用する必要がありま
す。

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。

v CREATE または ALTER PROCEDURE ステートメン
トは、 NO WLM ENVIRONMENT および
EXTERNAL SECURITY については USER または
DEFINER のいずれかの使用を試行する。 NO WLM
ENVIRONMENT を使用する場合は、PARAMETER
STYLE は GENERAL または SIMPLE CALL WITH
NULLS のいずれかでなければなりません。

ユーザーの処置: 重複指定を取り除いてください。
DSNH644I

説明: stmt-type の SQL ステートメントの keyword パ
ラメーターに指定された値は、許可されません。

| v CREATE または ALTER PROCEDURE ステートメン
トに、LANGUAGE REXX 文節、および
|
PARAMETER STYLE DB2SQL か PARAMETER
|
STYLE JAVA のうちのいずれかの文節の両方が含ま
|
れている。
|

重大度:

v ALTER TABLE ステートメントに ALTER COLUMN
文節と検査制約文節以外の文節の両方が含まれてい
る。

このステートメントは実行されていま

プログラマーの応答: ステートメントで指定されたオプ
ションを変更し、ステートメントを再実行してくださ
い。
DSNH630E

E csectname LINE nnnn COL cc THE
WHERE NOT NULL SPECIFICATION
IS INVALID FOR TYPE 1 INDEXES

説明: WHERE NOT NULL 指定では、タイプ 1 索引
を作成することはできません。
重大度:

ユーザーの処置: ステートメントを訂正してください。
stmt-type ステートメントの keyword に許される値につ
いては、DB2 SQL 解説書 の第 5 章を参照してくださ
い。

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

8 (エラー)

システムの処置: 問題を含む SQL ステートメントが宣
言である場合、その SQL ステートメントは破棄されま
す。問題を含む SQL ステートメントが実行可能である
場合、その SQL ステートメントは、実行された場合に
ホスト言語ステートメントに置き換えられ、SQLCA 内
にエラー・コードをセットします。

v ALTER TABLE ステートメントに ALTER COLUMN
文節と VALIDPROC 文節の両方が含まれている。

重大度:

E csectname INVALID VALUE
SPECIFIED FOR KEYWORD keyword IN
stmt-type STATEMENT

| DSNH683I
|
|
|
|
|
|
|
|
|

E csectname LINE nnnn COL cc.THE
SPECIFICATION FOR COLUMN,
DISTINCT TYPE, FUNCTION, OR
PROCEDURE data-item CONTAINS
INCOMPATIBLE CLAUSES

説明: ステートメントのデータ項目指定にエラーがあり
ます。″INTEGER および FOR BIT DATA″、または
″INTEGER AS LOCATOR″ などの非互換指定がありま
す。エラーが発生した場所は、data-item によって次のよ
うに示されます。

8 (エラー)
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DSNH684I
| v CREATE または ALTER TABLE ステートメントの
場合、 data-item はエラーを含む列名を示します。
|
エラーは、列 data-item に対する FOR BIT
|
DATA、FOR SBCS DATA、FOR MIXED DATA、ま
|
たは FIELDPROC の指定が無効、などです。
|
|
|
|
|
|

v CREATE FUNCTION または CREATE PROCEDURE
ステートメントの場合は、 data-item は、ステートメ
ント中の問題領域を識別するトークンです。 たとえ
ば、″PARAMETER 3″、″RETURNS″ または ″CAST
FROM″。

|
|
|

v CREATE DISTINCT TYPE ステートメント中の場合
は、 data-item は定義されているタイプの名前を示し
ます。

|
|
|

v それ以外では、 data-item が、関数のパラメーター・
リスト内の問題の領域を識別するトークンです。 た
とえば、″PARAMETER 5″。

DSNH701I

I csectname THE IBM SQL STANDARD
IS USED FOR FLAGGING

説明: これは、実行時にフラグ付けに使用された標準を
示す通知メッセージです。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNH702I

処理は続行されます。

W csectname LINE nnnn COL cc THE
STATEMENT DEVIATES FROM THE
SQL STANDARD AT THE TOKEN
COMMENCING WITH THE TEXT text

説明: SQL ステートメント内で、前のメッセージで示
された標準 (FIPS または IBM SQL) からの構文の逸脱
が検出されました。

| 重大度: 8 (エラー)

重大度: 4

| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。

ユーザーの処置: SQL ステートメントを調べ、訂正し
てください。

| ユーザーの処置: 失敗したステートメントを訂正した上
| で、再実行してください。

DSNH703I

DSNH684I

E csectname LINE nnnn COL cc
LENGTH OF LITERAL LIST
BEGINNING string IS TOO LONG

説明: string で始まるリテラル・リストの長さが、意味
をもたないブランクおよび区切りの括弧を除いて、255
を超えています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: この SQL ステートメントは実行でき
ません。
システム・プログラマーの応答: SQL ステートメント
を訂正してください。 リテラル・リストの作成につい
ては、 DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照してくださ
い。
DSNH700I

I csectname THE FIPS STANDARD IS
USED FOR FLAGGING

説明: これは、実行時にフラグ付けに使用された標準を
示す通知メッセージです。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

284

W csectname LINE nnnn COL cc. A
DATA DEFINITION STATEMENT IS
NOT WITHIN A CREATE SCHEMA
STATEMENT

説明: FIPS 標準では、すべてのデータ定義ステートメ
ントが CREATE SCHEMA ステートメント内に含まれ
ていなければなりません。
重大度:

4

ユーザーの処置: SQL ステートメントを調べ、訂正し
てください。
DSNH704I

W csectname LINE nnnn COL cc.
THERE IS A NONSTANDARD
EMBEDDED COMMENT

説明: SQL ステートメント内に組み込まれた注釈が、
フラグを立てられている標準の要件を満たしていませ
ん。すなわち、FIPS 標準が検査されており、注釈が、
少なくとも 2 つの連続するハイフンで始まっていませ
ん。
重大度: 4
ユーザーの処置: SQL ステートメントを調べ、訂正し
てください。

処理は続行されます。
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DSNH705I
DSNH705I

W csectname LINE nnnn COL cc. AN
SQL SYNTAX DEVIATION
OCCURRED.THE STATEMENT IS NOT
COMPLETE

DSNH709I

説明:

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
SET FUNCTION REFERENCES
COLUMN column

以下の条件の 1 つが満たされていません。

説明: すべての必要なエレメントが見つかる前に、SQL
ステートメントが終了しました。

v DISTINCT セット関数の列指定で、セット関数指定か
ら取得した列を参照することはできません。

重大度:

v ALL セット関数の列指定で、セット関数指定から得
られた列を参照することはできません。

4

ユーザーの処置:
てください。
DSNH706I

SQL ステートメントを調べ、訂正し

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
IDENTIFIER token IS GREATER THAN
18 CHARACTERS

説明: 許可 ID、表 ID、列名、相関名、モジュール
名、カーソル名、プロシージャー名、またはパラメータ
ー名の長さが、18 文字を超えています。
重大度:

DSNH707I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
COLUMN column HAS AN INVALID
LENGTH, PRECISION, OR SCALE
ATTRIBUTE

説明: 以下の条件の 1 つが満たされていません。
v 長さ値は、ゼロより大きくなければならない。
v 精度値は、ゼロより大きくなければならない。
v 位取り値は、精度より大きくてはならない。
4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH708I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
DATA TYPE OF token SHOULD BE
EXACT NUMERIC WITH A SCALE OF
ZERO

説明: INDICATOR PARAMETER または INDICATOR
VARIABLE のデータ・タイプは、位取りがゼロの完全
な数値でなければなりません。
重大度:

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH710I

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

重大度:

重大度: 4

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

W csectname LINE nnnn COL cc. A
VALUE EXPRESSION CONTAINING
column CANNOT INCLUDE
OPERATORS

説明: 値式では、外部参照列指定に演算子を含めること
はできません。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH711I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
COLUMN SPECIFICATION IS MISSING
OR INVALID FOR THE ALL SET
FUNCTION function

説明: ALL セット関数指定の値式は、列指定を含んで
いなければなりません。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH712I

W csectname LINE nnnn COL cc THE
COLUMN column IS NOT UNIQUE AND
REQUIRES QUALIFICATION.

説明: 示された列は、現行の有効範囲内で重複していま
す。修飾を与えて、必要な列を固有に識別するようにし
なければなりません。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
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DSNH713I
DSNH713I

W csectname LINE nnnn COL cc. A
VALUE EXPRESSION MAY NOT
CONTAIN A SET FUNCTION
SPECIFICATION

説明: ALL セット関数の値式には、セット関数指定を
含めることはできません。
重大度:

4

説明:

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
COLUMN column DOES NOT IDENTIFY
A COLUMN OF A TABLE WITHIN
THE CURRENT SCOPE

以下の条件の 1 つが満たされていません。

v 修飾子として使用された表名または相関名が存在しな
い。
v 列名が、現行の有効範囲または修飾子の有効範囲内に
存在しない。
重大度:

DSNH717I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
OPERATOR operator IS INVALID IN
THIS CONTEXT

説明: 以下の条件の 1 つが満たされていません。

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH714I

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

v DISTINCT セット関数を含む値式には、2 項演算子を
含めることができない。
v 単項演算子の後の最初の文字は、正符号または負符号
であってはならない。
v 1 次式のタイプが文字ストリングの場合は、値式に演
算子を含めてはならない。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH718I

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
exptype EXPRESSION IS COMPARING
INCOMPATIBLE DATA TYPES

説明: 以下のものの 1 つ (exptype で示されている) の
データ・タイプが、一致していません。
exptype
意味

DSNH715I

W csectname LINE nnnn COL cc. A SET
FUNCTION THAT CONTAINS THE
OUTER REFERENCED COLUMN
column IS NOT IN THE SUBQUERY
OF A HAVING CLAUSE

説明: セット関数指定は、外部参照列指定を含んでいる
場合は、 HAVING 文節の副照会内に含まれていなけれ
ばなりません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH716I

W csectname LINE nnnn COL cc THE
RESULT OF A SUM OR AVG
FUNCTION CANNOT BE A
CHARACTER STRING

説明: SUM または AVG セット関数指定の結果が、文
字ストリングであってはなりません。
重大度:
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4

COMPARISON
比較演算子が一致していなければならない。
BETWEEN
3 つの値式が一致していなければならない。
IN

値式、副照会、およびすべての値指定が一致し
ていなければならない。

QUANTIFIED
値式と副照会が一致していなければならない。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH719I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
OPERAND IN THE LIKE PREDICATE
IS NOT A CHARACTER STRING

説明: 以下の条件の 1 つが満たされていません。
v LIKE 述部の列のデータ・タイプが、文字ストリング
でない。
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DSNH720I
v LIKE 述部のパターンのデータ・タイプが、文字スト
リングでない。
重大度:

DSNH723I

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH720I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
ESCAPE CHARACTER MUST BE A
ONE-BYTE CHARACTER STRING

説明: LIKE 述部のエスケープ文字のデータ・タイプ
は、長さ 1 の文字ストリングでなければなりません。
重大度:

4

説明: 表名によって識別された表がグループ化視点であ
る場合、 FROM 文節には 1 つの表参照しか含めては
なりません。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH724I

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH721I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
WHERE CLAUSE, GROUP BY
CLAUSE, OR HAVING CLAUSE IS
INVALID FOR THE GROUPED VIEW
table.

説明: FROM 文節で識別された表がグループ化視点で
ある場合は、その表式には、WHERE 文節、GROUP BY
文節、または HAVING 文節を含めてはなりません。
重大度:

4

重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH725I

説明:

W csectname LINE nnnn COL cc. name
OCCURS MORE THAN ONCE IN A
FROM CLAUSE

以下の条件の 1 つが満たされていません。

v FROM 文節内に、表名が 2 回以上現れる。
v 相関名が、FROM 文節内の表名または相関名と同じ
である。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

W csectname LINE nnnn COL cc. A
REFERENCE TO THE COLUMN column
WHICH IS DERIVED FROM A SET
FUNCTION IS INVALID IN A WHERE
CLAUSE

説明: WHERE 文節の検索条件に直接含まれている値
式には、セット関数指定から得られる列への参照を含め
てはなりません。

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH722I

W csectname LINE nnnn COL cc. ONLY
ONE TABLE REFERENCE IS
ALLOWED IN THE FROM CLAUSE
FOR A GROUPED VIEW

W csectname LINE nnnn COL cc. A
WHERE CLAUSE MUST BE
CONTAINED IN A HAVING CLAUSE
WHEN A FUNCTION IS USED

説明: 検索条件に直接含まれている値式がセット関数指
定である場合、 WHERE 文節は HAVING 文節に含ま
れていなければなりません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH726I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
COLUMN SPECIFICATION FOR column
MUST BE AN OUTER REFERENCE

説明: 検索条件に直接含まれている値式が関数である場
合、その関数内の列指定は外部参照でなければなりませ
ん。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
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DSNH727I
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

v 表式がグループ化視点である場合、照会指定の選択リ
ストには関数を含めることができない。
重大度:

DSNH727I

説明:
す。

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
COLUMN column IS DUPLICATED
WITHIN THE CURRENT SCOPE

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

示された列は、現行の有効範囲内で重複していま
DSNH731I

重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH728I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
COLUMN SPECIFICATION FOR table
SHOULD BE A GROUPING COLUMN
OR SHOULD BE SPECIFIED WITHIN
A SET FUNCTION

説明: HAVING 文節の検索条件内の副照会に含まれて
いる各列指定は、グループ化列を参照しているか、ある
いはセット関数指定内に指定しなければなりません。
重大度:

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
COLUMN SPECIFICATION FOR column
IS INVALID

説明: 以下の条件の 1 つが満たされていません。
v グループ化表の場合、列指定は、グループ化列を参照
しているか、またはセット関数指定内に指定しなけれ
ばならない。
v グループ化表でなく、値式にセット関数指定が含まれ
ている場合、各列指定はセット関数内に指定しなけれ
ばならない。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

DSNH732I

W csectname LINE nnnn COL cc.
DISTINCT IS SPECIFIED MORE THAN
ONCE.

説明: 以下の条件の 1 つが満たされていません。
DSNH729I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
DEGREE OF TABLE table SHOULD
BE 1 WHEN USING A RESULT
SPECIFICATION OF *

説明: EXISTS 述部以外の述部の副照会内に結果指定
’*’ が指定された場合は、表式の次数は 1 でなければな
りません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH730I

説明:

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
SET FUNCTION IS NOT VALID FOR
THE TABLE EXPRESSION BEGINNING
WITH table

以下の条件の 1 つが満たされていません。

v 表式がグループ化視点である場合、副照会の結果指定
にはセット関数指定を含めることができない。

v DISTINCT は、照会指定内に 1 度しか指定してはな
らない (ただし、その照会指定の副照会を除く)。
v DISTINCT は、副照会内に 1 度しか指定してはなら
ない (ただし、その副照会に含まれている副照会を除
く)。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH733I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
COMPARISON PREDICATE
SUBQUERY CANNOT CONTAIN A
GROUP BY OR HAVING CLAUSE

説明: 比較述部内に副照会が指定された場合は、指定さ
れた表を識別する FROM 文節をもつ表式の中に、
GROUP BY 文節または HAVING 文節を含めてはなり
ません。
重大度:

4

ユーザーの処置:
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適用される標準から逸脱しないように

DSNH734I
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH734I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
COMPARISON PREDICATE
SUBQUERY CANNOT IDENTIFY A
GROUPED VIEW

説明: 比較述部内に副照会が指定された場合は、指定さ
れた表を識別する FROM 文節をもつ表式で、グループ
化視点を識別してはなりません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH735I

説明:

W csectname LINE nnnn COL cc.
INVALID AUTHORIZATION IDENTIFIER
authid

重大度:

表名の前に付けられた許可 ID が、無効です。
4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH736I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
TABLE OR VIEW name ALREADY
EXISTS

説明: 指定された表名または視点名は、すでにカタログ
内に存在しています。
重大度:

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
W csectname LINE nnnn COL cc. THE
COLUMN DEFINITION IS MISSING

説明: CREATE TABLE では、少なくとも 1 つの列定
義を指定しなければなりません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
DATA TYPE type1 OF THE TARGET IS
NOT COMPATIBLE WITH THE DATA
TYPE type2 OF THE SOURCE

説明: データ・タイプは、 FETCH および SELECT ス
テートメント中のソースとターゲットの間で一致してい
なければなりません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH739I

E csectname LINE nnnn COL cc.CREATE
FUNCTION function-name FAILED
BECAUSE FUNCTIONS CANNOT
MODIFY DATA WHEN THEY ARE
PROCESSED IN PARALLEL.

説明: ALLOW PARALLEL および MODIFIES SQL
DATA の両方が明示的にまたは暗黙的に指定されたた
め、関数を作成することができません。関数がデータを
変更する場合は、関数を並列化することはできません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: DISALLOW PARALLEL を指定する
か、MODIFIES SQL DATA を NO SQL、CONTAINS
SQL、または READS SQL DATA に変更してくださ
い。
DSNH740I

4

DSNH737I

DSNH738I

xxxxxx phase FINISHED, RC = retcode,
LISTING IN data-set

説明: DSNH INST フェーズが完了し、戻りコード
retcode が出されました。 phase は、次のいずれかで
す。
PLI Macro Pass
Precompiler
CICS Command Translator
Bind Package
Bind Plan
Compile/assembly
PLI
Prelink (C/370コンパイラーに固有)
Link
Run
CLIST がこのリストをデータ・セットに入れた場合は、
そのデータ・セットの名前が data-set として示されま
す。 PRINT パラメーターが LEAVE、NONE、または
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DSNH741I • DSNH753I
TERM である場合は、このメッセージの 'LISTING IN
data-set' の部分が省かれます。

DSNH750I

処理中に割り当てられる印刷データ・セット名の説明に
ついては、メッセージ DSNH756I を参照してくださ
い。

説明: clist-keyword-parameter に指定されたデータ・セ
ット名に含まれている括弧が、対になっていません。

このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNH
重大度:

要求通りに処理が続行されます。

ユーザーの処置: このフェーズは完了します。エラーが
あると、他のメッセージが作成されます。要求された次
のフェーズが開始されます。 フェーズの順序は、次の
とおりです。
1. PLI Macro Pass
2. Precompiler
3. CICS Command Translator
4. Bind Package
5. Bind Plan
6. ASM、 ASMH、 C (C/370コンパイラー)、
COBOL、 COBOL2、 FORTRAN、PLI
7. Prelink
8. Link
9. Run
DSNH741I

process1(NO) IMPLIES THAT process2
CANNOT BE RUN

説明: 矛盾した処理の組み合わせが指定されました。
前の方のフェーズと終わりの方のフェーズが要求されま
したが、それらの間でデータを処理するために必要な中
間ステップがありません。たとえば、プリコンパイルと
リンク・エディットを要求し、コンパイルを要求しない
と、このようなエラーとなります。 process1 の値は、
PRECOMP、 CICSXLAT、 COMPILE、 LINK、または
BIND です。 process2 の値は、 COMPILE、 LINK、ま
たは RUN です。
このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNH
重大度:

4 (警告)

システムの処置: process2 は実行されませんが、その
他の処理は行われます。
ユーザーの処置: 矛盾しない処理の組合わせを指定して
ください。正しいアプリケーション・プログラムを作成
するためには、アプリケーション・プログラム準備にお
いてすべてのステップを実行する必要があります。この
処理では、開始ステップと終了ステップを別の時点で実
行することができます。必要なステップの順序について
は、メッセージ DSNH740I を参照してください。
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このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNH
重大度: 8 (エラー)

retcode

システムの処置:

INVALID DATA SET: clist-keyword
clist-keyword-parameter

システムの処置: この CLIST は終了します。
ユーザーの処置: 指定されたデータ・セットにメンバー
名を関連付ける必要がある場合は、メンバー名を括弧で
囲まなければなりません。
DSNH751I

clist ERROR IN parameter VALUE value

説明: 指定された CLIST キーワード parameter が、受
諾可能な value をもっていません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: CLIST 処理は終了します。
ユーザーの処置: サポートされている CLIST パラメー
ターおよび関連する値の完全なリストについては、 DB2
コマンド解説書 の DSNH (TSO clist) の項を参照して
ください。無効なパラメーターを訂正し、ジョブを再実
行してください。
DSNH752I

INPUT DATA SET NAME IS MISSING
OR NONE

説明: DSNH CLIST には、入力データ・セット名の値
(INPUT) が必要です。入力データ・セット名として
NONE を使用することはできません。
このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNH
重大度:

0 (正常)

システムの処置: プロンプトが許可される場合、CLIST
は、名前を入力するように求めるプロンプトを出しま
す。プロンプトが許可されない場合 (たとえば、バッチ
処理の場合や、 PROFILE NOPROMPT が入力されてい
る場合)、CLIST は終了します。
ユーザーの処置: INPUT 名を指定してください。 メッ
セージ DSNH753I を参照してください。
DSNH753I

ENTER INPUT DATA SET NAME

説明: CLIST が、入力データ・セットの名前を要求し
ています。
このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNH
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DSNH754I
重大度:

0 (正常)

DSNH756I

システムの処置: ユーザーがデータ・セット名を入力す
るか、または CLIST が終了するのを待ちます。
ユーザーの処置: データ・セットの名前を入力してくだ
さい。パラメーターまたはコマンドを指定せず、単にデ
ータ・セットの名前だけを入力してください。データ・
セット名がアポストロフィで囲まれて入力されないと、
TSO の標準的な接頭部設定が行われます。
DSNH754I

clist OUTNAME PARAMETER name
MUST NOT CONTAIN SPECIAL
CHARACTERS

説明: DSNH および DSNHC の CLIST である clist
は、 OUTNAME パラメーターを使用して、フェーズか
らフェーズに渡されるデータ・セットの名前を組み立て
ます。これらの名前には、許可 ID または TSO 接頭部
値によって接頭部が付けられ、また接尾部もいくつかも
っています。このため、OUTNAME パラメーター name
に特殊文字を含めてはなりません。ピリオドまたは国別
文字を含めることはできます。単一データ・セット名を
指定する場合は、アポストロフィを使用してはなりませ
ん。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

この CLIST は終了します。

ユーザーの処置: 入力要求を訂正してください。このパ
ラメーターのデフォルト値は TEMP です。 TEMP は、
大部分の用途に適合するはずです。

clist PRINT PARAMETER name MUST
NOT CONTAIN SPECIAL
CHARACTERS

説明: DSNH および DSNHC の CLIST (clist) は、
PRINT パラメーターを使用して、各種のフェーズから
の印刷リストに使用するデータ・セットの名前を作成し
ます。 これらの名前には、許可 ID または TSO 接頭
部値によって接頭部が付けられ、また接尾部もいくつか
もっています。 PRINT パラメーター name には、ピリ
オドまたは国別文字を含めることはできますが、特殊文
字を含めることはできません。 単一データ・セット名
を指定する場合は、アポストロフィを使用してはなりま
せん。
PRINT(print) 修飾子を使用して作成されるデータ・セッ
ト名は、次のようになります。
print.CXLIST
CICS Command Translator
print.LINKLIST
リンケージ・エディター
print.LIST
コンパイラーまたはアセンブラー
print.PCLIST
DB2 プリコンパイラー
print.SYSCPRT.LIST
C/370 コンパイラー
print.SYSOUT.PRELLIST
C/370 プリリンク・ユーティリティー
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
DSNH755I

OUTNAME PARAMETER name MUST
NOT BEGIN THE SAME AS INPUT
input

説明: DSNH CLIST は、OUTNAME パラメーター
name を使用して、フェーズからフェーズに渡されるデ
ータ・セットを作成します。名前が同じために INPUT
データ・セットが重ね書きされると、これらのデータ・
セットは、INPUT データ・セット (input) と矛盾してし
まう可能性があります。 この潜在的な問題をなくすた
めに、名前が同じ開始文字をもつことができないように
なっています。

この CLIST は終了します。

ユーザーの処置: PRINT パラメーターで指定した
name を訂正してください。
DSNH757I

ERROR IN PLAN NAME LENGTH
value

説明: value が、プランの名前には長すぎます。 プラ
ン名は、8 文字までです。
このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNH
重大度: 8 (エラー)

このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNH

システムの処置: この CLIST は終了します。

重大度:

ユーザーの処置: 8 文字以下のプラン名を指定してくだ
さい。

8 (エラー)

システムの処置: この CLIST は終了します。
ユーザーの処置: 入力要求を訂正してください。異なる
OUTNAME を指定してください。 OUTNAME のデフ
ォルト値は、TEMP です。
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DSNH758I
DSNH758I

HOST(host-language) IS NOT
PERMITTED WITH RUN(IMS) OR
RUN(CICS)

説明: FORTRAN プログラムを ims または CICS に接
続するための機能はありません。
このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNH
重大度:

情報を探し出すためには、直前に出された DSNH740I
メッセージを参照して、リストの場所を見つけてくださ
い。 メッセージの 'LISTING IN data-set' の部分が抜け
ている場合は、 PRINT データ・セット、
SOURCE(YES) および XREF(YES) を指定して、
CLIST を再実行してください。 TERM(TERM) を使用
すると、エラー・メッセージは端末に送られます。問題
を診断するためには、これらのリストと DSNH CLIST
の実行が必要です。

8 (エラー)

システムの処置:

この CLIST は終了します。

ユーザーの処置: 指定された言語を TSO またはバッチ
環境で使用してください。
DSNH759I

clist TERMINATING, phase RC = retcode

説明: 戻りコード retcode が RCTERM パラメーター
値に等しいかそれより大きかったために、DSNH または
DSNHC の clist が、 phase で終了しました。

CLIST にエラーがあるか、またはエラー・ロケーション
が CLIST CHECKING である場合は、
CONTROL(SYMLIST) を使用して、CLIST 実行の詳細
トレースを行い、トレース・リストを作成してくださ
い。
エラーを記述する DSNH751I メッセージを調べてくだ
さい。
DSNH760I

phase は、次のいずれかです。
ASM
BIND Package
COBOL
CLIST CHECKING
PLI
Prelink
PLI Macro Pass
Run
重大度:

ASMH
BIND Plan
CICS Command Translator
COB2
FORTRAN
C (C/370 Compiler)
LinkPrecompiler

retcode

システムの処置:

この CLIST は終了します。

ユーザーの処置: 大きな値の戻りコードが出された原因
を判別してください。パラメーターに TERM(NONE) が
含まれており、PRINT の宛先をデータ・セットに指定
している場合は、印刷データ・セットを探して、エラー
のリストを得る必要があるかもしれません。処理中に割
り当てられる印刷データ・セット名の説明については、
メッセージ DSNH756I を参照してください。
問題判別: 前のエラーを記述するメッセージのロケーシ
ョンは、 TERM および PRINT パラメーターの値によ
って異なります。これらのメッセージは、端末、事前割
り振りデータ・セット、または CLIST 処理中に動的に
割り振られたデータ・セットに送ることができます。
TERM(NONE) PRINT(NONE) が指定された場合には、
メッセージは入手できません。 CLIST を再実行して、
エラー・メッセージのロケーションを指定してくださ
い。
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PRELINK OPTION INVALID WITH
HOST LANGUAGE (host-language)

説明: PRELINK ステップの呼び出しは、host-language
ではサポートされません。このオプションは、次の
DSNH HOST 言語コンパイラーでのみ有効です。
C、CPP、および IBMCOB。
このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNH
重大度: 4 (エラー)
システムの処置: DSNH PRELINK パラメーターは無視
され、プリリンク・ユーティリティー処理はう回されま
す。 CLIST 処理は戻りコード 4 を指定して通常通り継
続されます。
ユーザーの処置: DSNH PRELINK キーワード・オプシ
ョンについては、 DB2 コマンド解説書 を参照してくだ
さい。
DSNH770I

W csectname LINE nnnn COL cc. YOU
MUST DECLARE COLUMN column AS
NOT NULL

説明: UNIQUE として識別されるすべての列は、NOT
NULL オプションで定義しなければなりません。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
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DSNH771I
DSNH771I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
VIEWED TABLE table MUST BE
UPDATEABLE

説明: WITH CHECK OPTION が指定されている場
合、検査される表は更新可能でなければなりません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH772I

択リストは、 ’*’ または列指定で構成しなければなりま
せん。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH776I

W csectname LINE nnnn COL cc.
INVALID NUMBER OF COLUMN
NAMES

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
DESCRIPTIONS OF TABLES
IDENTIFIED BY THE QUERY
EXPRESSION BEGINNING WITH
TABLE: table1 AND THE QUERY
TERM BEGINNING WITH TABLE:
table2 SHOULD BE IDENTICAL

説明: 視点列リスト内の列名の数は、照会指定で指定さ
れる表の次数と同じでなければなりません。

説明: UNION が指定されている場合、2 つの表の記述
は、列名を除いて、同一でなければなりません。

重大度:

重大度:

4

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

DSNH773I

DSNH777I

W csectname LINE nnnn COL cc. YOU
MUST DECLARE THE CURSOR cursor
BEFORE USE

説明: 指定されたカーソルは、DECLARE CURSOR ス
テートメントで宣言されていません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH774I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
CURSOR cursor IS ALREADY
DECLARED

説明: 指定されたカーソルは、DECLARE CURSOR ス
テートメントで宣言されていません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH775I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
SORT SPECIFICATION number IS
OUTSIDE THE DEGREE OF TABLE
table

説明: ソート指定に符号なし整数を含める場合、その値
はゼロより大きく、かつ表内の列の数を超えない値でな
ければなりません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH778I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
TABLE table IS A READ-ONLY TABLE

説明: 読み取り専用表に対して、DELETE、INSERT、
または UPDATE が指定されました。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

W csectname LINE nnnn COL cc. ONLY
’*’ OR COLUMN NAMES ARE VALID
IN THIS CONTEXT

説明: UNION が指定されている場合、照会式および照
会項によって識別される 2 つの表式の指定に関する選
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DSNH779I
DSNH779I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
TABLE table MUST NOT BE
IDENTIFIED IN A FROM CLAUSE OF
ANY SUBQUERY CONTAINED IN A
SEARCH CONDITION

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH783I

説明: DELETE または UPDATE で指定された表を、
検索条件に含まれている副照会の FROM 文節の中で使
用することはできません。
重大度:

説明: INSERT ステートメントにおいて、指定された列
の数が、指定された値の数と一致していません。

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH780I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
TABLE table1 IS NOT THE FIRST
TABLE table2 SPECIFIED IN THE
DECLARE CURSOR STATEMENT

説明: DELETE または UPDATE ステートメントで指
定される表は、 DECLARE CURSOR ステートメントの
FROM 文節で指定される最初の表でなければなりませ
ん。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH781I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
NUMBER OF TARGET
SPECIFICATIONS DO NOT MATCH
THE DEGREE OF TABLE table

重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH784I

4

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
NUMBER OF COLUMNS SPECIFIED
DOES NOT MATCH THE DEGREE OF
TABLE table IN THE QUERY
SPECIFICATION

説明: INSERT ステートメントにおいて、指定された列
の数が、照会指定内に指定された表の次数と一致してい
ません。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH785I

説明: FETCH ステートメント内のターゲット指定の数
が、指定された表の次数と一致していません。
重大度:

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
NUMBER OF COLUMNS SPECIFIED
DOES NOT MATCH THE NUMBER OF
VALUES SPECIFIED

W csectname LINE nnnn COL cc.
THERE IS A DATA TYPE OR
LENGTH MISMATCH BETWEEN
COLUMN column AND ITS INSERT OR
UPDATE ITEM

説明: 以下の条件の 1 つが満たされていません。

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

v 列名のデータ・タイプが文字ストリングである場合、
INSERT または UPDATE ステートメント内の対応す
る項目は、列名の長さに等しいかそれ以下の長さの文
字ストリングでなければならない。

DSNH782I

v 列名のデータ・タイプが完全な数値である場合、
INSERT または UPDATE ステートメント内の対応す
る項目も完全な数値でなければならない。

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
TARGET TABLE table OF THE INSERT
STATEMENT IS ALSO IN THE FROM
CLAUSE OR IN A CONTAINED
SUBQUERY

説明: 示された表は、照会指定または照会指定に含まれ
ている副照会の FROM 文節の中で識別してはなりませ
ん。
重大度:
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4

v 列名のデータ・タイプが近似数値である場合、
INSERT または UPDATE ステートメント内の対応す
る項目は、近似数値または完全な数値でなければなら
ない。
重大度:

4

ユーザーの処置:
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適用される標準から逸脱しないように

DSNH786I
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH786I

W csectname LINE nnnn COL cc. YOU
CANNOT USE A GROUP BY OR
HAVING CLAUSE OR IDENTIFY A
GROUPED VIEW IN THIS CONTEXT

説明: SELECT ステートメント内の表式の FROM 文節
で識別される表は、 GROUP BY または HAVING 文節
を含んでいてはならず、またグループ化視点を指定して
はなりません。
重大度:

4

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
NUMBER OF ELEMENTS SPECIFIED
IN THE SELECT LIST SHOULD
MATCH THE NUMBER IN THE
TARGET LIST

説明: SELECT ステートメント内の、選択リストに指
定されるエレメントの数は、ターゲット・リスト内のエ
レメントの数に一致していなければなりません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH790I

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。

説明: SQL ステートメントが、処理中のホスト言語の
正しい構成によって終了していません。

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH791I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
SET FUNCTION function IS NOT
ALLOWED IN AN UPDATE
STATEMENT

説明: UPDATE ステートメントの SET 文節内の値式
には、セット関数指定を含めてはなりません。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH789I

W csectname LINE nnnn COL cc. YOU
CANNOT SPECIFY NULL FOR NOT
NULL COLUMN column

説明: UPDATE ステートメントの SET 文節に NULL
が指定されている場合、対応する列ではヌルが許可され
なければなりません。

W csectname LINE nnnn COL cc. YOU
MUST DEFINE THE HOST VARIABLE
identifier

説明: 示されたホスト変数が、プログラム内で定義され
ていないか、または SQL 宣言セクションの外側で定義
されています。
重大度:

4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH792I

DSNH788I

W csectname LINE nnnn COL cc.
THERE IS AN INVALID SQL
TERMINATOR FOR THE HOST
LANGUAGE

重大度: 4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH787I

重大度:

説明:
重大度:

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
TABLE table WAS NOT FOUND IN
THE CATALOG

示された表が、カタログ内に存在しません。
4

ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
DSNH793I

W csectname LINE nnnn COL cc.
THERE IS AN INVALID IDENTIFIER
FORMAT identifier FOR HOST
LANGUAGE language

説明: 表示されている ID 名の形式が、ホスト言語の
要件を満たしていません。
重大度: 4
ユーザーの処置: 適用される標準から逸脱しないように
注意してください。 SQL ステートメントを調べ、訂正
してください。
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DSNH794I
DSNH794I

W csectname LINE nnnn COL cc. THE
OBJECT object-name CANNOT BE
CREATED BECAUSE THE FIRST
THREE CHARACTERS ARE
RESERVED FOR SYSTEM OBJECTS

説明: 一般的に、SYS は名前用の予約済み接頭部で
す。 例外は以下の 2 つのみです。
v SYSPROC は、ストアード・プロシージャーの有効な
スキーマ名です。
v SYSADM は有効なスキーマ名です。
この条件は SQLCODE -707 でレポートされる条件と類
似しています。
重大度:

4

|
|

v ROWID 列は、表検査制約の検査条件の中で参照でき
ない。

|

重大度:

|
|

システムの処置:
せん。

このステートメントは実行されていま

|

ユーザーの処置:

構文を訂正してください。

8

DSNH870I

W csectname THERE IS NOT ENOUGH
MEMORY FOR THE FLAGGER;
FLAGGING IS DISCONTINUED

説明: 標識機能が、必要なすべてのモジュールをロード
できるだけの十分なストレージを割り振ることができま
せん。

ユーザーの処置: 予約済みの接頭部では始まらない名前
を選択してください。

重大度:

DSNH795I

ユーザーの処置: アプリケーション用の JCL 内の領域
サイズを大きくしてください。標識機能の操作用にもっ
と大きなストレージを割り振ってください。

E csectname LINE nnnn COL cc.INVALID
SPECIFICATION OF A ROWID
COLUMN

説明: CREATE TABLE ステートメントで ROWID 列
の指定が以下に示す理由のうちの 1 つにより無効で
す。

4

システムの処置: プリコンパイルは続行されますが、標
識機能の操作は中止されます。

DSNH871I

v ROWID 列は一時表の列には使用できない
v ROWID 列は EDITPROC をもつ表の列には使用でき
ない

W csectname AN ERROR OCCURRED
WHEN ATTEMPTING TO LOAD THE
FLAGGER MODULE module.FLAGGING
IS DISCONTINUED

v ROWID 列は外部キーの列には使用できない

説明: 標識機能の初期設定時に、標識機能モジュールが
見つかりません。

v ROWID 列は基本キーの列には使用できない

重大度: 4

v ROWID 列は表検査制約の検査条件で参照できない

システムの処置: プリコンパイルは続行されますが、標
識機能の操作は中止されます。

重大度:

8

システムの処置:
せん。

このステートメントは実行されていま

ユーザーの処置:

構文を訂正してください。

| DSNH867I
|
|

E csectname LINE nnnn COL cc.INVALID
SPECIFICATION OF A ROWID
COLUMN

|
|
|

説明: CREATE TABLE ステートメントで、ROWID 列
の指定が、以下に示す理由のうちの 1 つにより無効で
す。

|

v ROWID 列は、一時表の列として使用できない。

|
|

v ROWID 列は、EDITPROC を持つ表の列として使用
できない。

|

v ROWID 列は、外部キーの列として使用できない。

|

v ROWID 列は、基本キーの列として使用できない。
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ユーザーの処置: オペレーティング・システムによって
作成されるメッセージを参照して、詳しい原因を調べ、
そのメッセージの指示に従ってください。
DSNH872I

W csectname AN ERROR OCCURRED
WHEN INITIALIZING THE FLAGGER.
FLAGGING IS DISCONTINUED

説明: 標識機能の初期設定時に、内部エラーが発生しま
した。
重大度:

4

システムの処置: プリコンパイルは続行されますが、標
識機能の操作は中止されます。
ユーザーの処置: DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
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DSNH873I
DSNH873I

W csectname THE FLAGGER COULD
NOT PROCESS THE SQL
STATEMENT. FLAGGING IS
DISCONTINUED

DSNH876I

説明: 標識機能に渡された SQL ステートメントが原因
で、標識機能内で内部エラーが発生しました。
重大度:

4

W csectname AN ERROR SQLCODE
sqlcode WAS RETURNED DURING
FLAGGER ACCESS TO THE
CATALOG OBJECT
authid.table.MODULE NAME: module
ERROR REASON CODE: X'reason';
FLAGGING CONTINUES WITH
SYNTAX CHECK ONLY

システムの処置: プリコンパイルは続行されますが、標
識機能の操作は中止されます。

説明: 標識機能が DB2 カタログへのアクセスを実行中
に、エラーが発生しました。

ユーザーの処置: DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。

重大度: 4

DSNH874I
説明:
た。

W csectname AN ERROR OCCURRED
WHEN TERMINATING THE FLAGGER

標識機能の終了時に、内部エラーが発生しまし

重大度:

4

システムの処置: セマンティクスに関する標識機能なし
で、処理が続行されます。
ユーザーの処置: 示された SQL 戻りコードおよびオブ
ジェクトのタイプと名前を使用して、問題を識別してく
ださい。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の
識別と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis
Guide and Reference」の第 2 部を参照してください。
DSNH877I

システムの処置: プリコンパイルは続行されますが、標
識機能の操作は中止されます。
ユーザーの処置: DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
DSNH875I

W csectname AN ERROR OCCURRED
WHEN ATTACHING TO DB2, REASON
CODE: X'reason'; FLAGGING
CONTINUED AS SYNTAX ONLY

説明: DB2 サブシステムへの接続または DB2 サブシ
ステムからの切り離しを試みているときに、エラーが発
生しました。
重大度:

説明: 標識機能の操作に使用できるストレージが不十分
です。
重大度: 4
システムの処置: 標識機能なしで、処理が続行されま
す。
ユーザーの処置: プリコンパイラー用のストレージ割り
振りを増大することができるかどうかを調べてくださ
い。標識機能の操作用にもっと大きなストレージを割り
振ってください。
DSNH878I

4

システムの処置: セマンティクスに関する標識機能なし
で、処理が続行されます。
ユーザーの処置: このメッセージで戻された理由コード
を参照して、訂正処置をとってください。

W csectname NOT ENOUGH MEMORY
FOR FLAGGER OPERATION: RETURN
CODE: return

W csectname ERROR RELEASING
FLAGGER MEMORY; FLAGGING IS
DISCONTINUED

説明: 標識機能モジュールがストレージを解放して標識
機能プールに戻そうとしたときに、エラーが発生しまし
た。
重大度: 4
システムの処置: 標識機能なしで、処理が続行されま
す。
ユーザーの処置: DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
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DSNH879I
DSNH879I

説明: 標識機能モジュールがストレージを解放してオペ
レーティング・システムに戻そうとしたときに、エラー
が発生しました。
重大度:

ステートメントに許可されている DB2 定義
の最大数より多くの列を参照、作成、または
宣言している可能性があります。もう 1 つ
の可能性は、SQL ステートメントで参照さ
れているホスト変数が多すぎることです。

W csectname ERROR RELEASING
FLAGGER MEMORY; RETURN CODE
return

003

4

システムの処置:
す。

DSNH880I

v SQL ステートメントの DBRM 項目を作成
する上でのストレージの制約、あるいは
SQL ステートメントが DB2 の最大ステー
トメント長を超えるために、このエラーが起
こった可能性があります。

標識機能なしで、処理が続行されま

ユーザーの処置: DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
W csectname AN ERROR WAS
RETURNED DURING FLAGGER
ACCESS TO THE DB2 CATALOG;
REASON CODE: X'reason' RETURN
CODE X'return'

004

ポインター構造におけるエラー。

005

BIND または REBIND 時に、ホスト変数が見
つからなかった。

006

構文解析プログラム・オプションに関して予期
しない値が戻された。

007

内部限界を超えている。
v 完全修飾名が、最大長の 255 文字を超えて
いる。

説明: 標識機能モジュールがシステム・カタログにアク
セスしようとしたときに、エラーが発生しました。
重大度:

標識機能なしで、処理が続行されま

ユーザーの処置: DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
DSNH901I

S csectname U LINE nnnn COL cc
INTERNAL PRECOMPILER ERROR REASON CODE ccc

説明: 内部的なコンパイラーの整合性検査が失敗しまし
た。 理由コードは以下のとおりです。
000

メッセージ・フォーマッターが、リストされて
いない内部メッセージ番号によって呼び出され
た。

001

構文解析プログラムが、語句の走査から、0 の
トークン・コードを受け取った。語句の走査と
は、構文ではなく語を走査することを言いま
す。

002

ストレージ副次割り振り制御ブロックにおける
エラー。
v DB2 SQL ステートメントの制限を超えたた
めに、このエラーが起こった可能性がありま
す。 SQL ステートメントが、1 つの SQL
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v DBRM レコードのサイズが、65536 バイト
のストレージを超えている。

4

システムの処置:
す。

ストレージの 2 次割り振り要求におけるエラ
ー。

008

内部変換エラー。
v タイム・スタンプ・バージョン ID の変換時
にエラーが発生した。

重大度:

16 (回復不能エラー)

システムの処置:
す。

プリコンパイラーはただちに終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: アプリケーション・プログラム・ソースのコ
ピーおよび印刷出力が役に立ちます (SOURCE および
XREF を指定してください)。
DSNH904I

csectname U STORAGE OVERFLOW

説明: プリコンパイラー / 構文解析プログラムの実行
時に、もっと多くのストレージが必要になりましたが、
獲得することができません。
重大度: 16 (回復不能エラー)
システムの処置: プリコンパイラー / 構文解析プログ
ラムは、ただちに終了します。
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DSNH1760I
システム・プログラマーの応答: 現行ステートメントに
必要なストレージを獲得できなかったか、あるいはこの
ストレージの大きさが単一要求の上限を超えています。
領域サイズが完全に使用されている場合は、領域を拡張
できるかどうかを検査してください。拡張できない場合
には、この SQL ステートメントは大きすぎて処理でき
ません。
DSNH1760I E csectname LINE nnnn COL cc.CREATE
STATEMENT FOR STORED
PROCEDURE procedure-name MUST
HAVE A VALID LANGUAGE CLAUSE
AND EXTERNAL CLAUSE.
説明: プロシージャー procedure-name の CREATE ス
テートメントには、有効な LANGUAGE 文節と有効な
EXTERNAL 文節の両方がなければなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: 失敗したステートメントを訂正した上
で、再実行してください。

| DSNH4001I HOST LANGUAGE STATEMENT
EXCEEDS MAXIMUM OF 1000 LINES
|
| 説明: ユーザーが、1 つの PL/I DCL ステートメント
| に 1000 行を超える行を書き込みました。
|

重大度:

|

システムの処置:

処理は続行されます。

|
|

ユーザーの処置:
てください。

DCL ステートメントを 2 つに分割し

8

|
|

システムの処置: このステートメントを処理することは
できません。

|
|
|

ユーザーの処置: パラメーターまたは SQL 変数の現在
の定義を調べて、正しいデータ・タイプが指定されてい
ることを確認してください。

# DSNH4702I column IS NOT VALID IN THE
#
CONTEXT WHERE IT IS USED
# 説明: 指定された列が、UPDATE の対象として指定さ
# れた表または視点の列ではありません。
# システムの処置: このステートメントは実行できませ
# ん。データは更新されません。
#
#
#
#
#
#

プログラマーの応答: SQL ステートメントに列名と表
名が正しく指定されているかどうかを確かめてくださ
い。 表または視点に相関名が指定されている場合は、
修飾列名の中で後に続く表または視点の表参照が相関名
を使用していて、表名や視点名を使用していないことを
確認してください。

# SQLSTATE: 42703
DSNH4777I E csectname LINE nnnn COL cc
NESTED COMPOUND STATEMENTS
NOT ALLOWED
説明: SQL プロシージャーにネストしたコンパウン
ド・ステートメントが含まれていますが、これは許可さ
れません。
重大度: 8 (エラー)

| DSNH4408I E csectname LINE nnnn COL cc THE
VALUE IS NOT COMPATIBLE WITH
|
THE DATA TYPE OF ITS TARGET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: パラメーターまたは SQL 変数に割り当てられよ
うとしている値のデータ・タイプが、宣言された割り当
てターゲットのデータ・タイプと非互換です。いずれも
以下の通りでなければなりません。
v 数字
v 文字
v グラフィックス
v 日付または文字
v 時刻または文字
v タイム・スタンプまたは文字
v 行 ID
v 同一の特殊タイプ

|

重大度:

システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
ユーザーの処置: ネストしたコンパウンド・ステートメ
ントが含まれないように、SQL プロシージャーの本体
を書き直してください。
DSNH4778I E csectname LINE nnnn COL cc END
LABEL label-name NOT SAME AS
BEGIN LABEL
説明: SQL プロシージャー・ステートメントに、一致
しない終了ラベルと開始ラベルが含まれています。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
ユーザーの処置: 開始ラベルと一致するように、ステー
トメントの終了ラベルを変更してください。

8 (エラー)
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DSNH4779I
| DSNH4779I E csectname LINE nnnn COL cc LABEL
|
label SPECIFIED ON A GOTO OR
|
LEAVE STATEMENT IS NOT VALID
| 説明: SQL プロシージャーで、GOTO または LEAVE
| ステートメントに ラベル が指定されています。ラベル
| が定義されていないか、そのステートメントにとって有
| 効なラベルではありません。
| LEAVE ステートメントのラベルは、 LOOP、
| REPEAT、 WHILE、または複合ステートメントのラベ
| ルでなければなりません。
|
|
|

GOTO ステートメントのラベルは、その GOTO ステー
トメントの効力範囲内に定義されていなければなりませ
ん。

|
|
|

v GOTO ステートメントが複合ステートメントに定義
されている場合には、ラベル は同じ複合ステートメ
ント内に定義されていなければなりません。

| v GOTO ステートメントがハンドラーに定義されてい
る場合には、ラベル は同じハンドラーに定義されて
|
おり、もう一方の効力範囲の規則に従っていなければ
|
なりません。
|
| v GOTO ステートメントがハンドラーの外側に定義さ
れている場合には、ラベル はハンドラー内に定義し
|
てはいけません。
|
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。

ユーザーの処置: コンパウンド・ステートメントを
ATOMIC として定義するか、UNDO ハンドラーを
CONTINUE ハンドラーまたは EXIT ハンドラーに変更
します。
DSNH4781I E csectname LINE nnnn COL cc
CONDITION condition-name SPECIFIED
IN HANDLER NOT DEFINED
説明: SQL プロシージャー内で、条件 condition-name
に対してハンドラーが宣言されていますが、SQL プロ
シージャーには condition-name を定義する条件宣言ステ
ートメントがありません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: condition-name を SQLSTATE 値に関
連付ける条件宣言ステートメントを、SQL プロシージ
ャーに組み込んでください。
DSNH4782I E csectname LINE nnnn COL cc
CONDITION VALUE value SPECIFIED
IN HANDLER NOT VALID
説明: SQL プロシージャー内の条件ハンドラーが、次
のいずれかの理由で無効です。
v ハンドラーが無効な SQLSTATE 値を指定している。
v ハンドラーが重複する条件を指定している。

| ユーザーの処置: LEAVE ステートメントのラベルを、
| その LEAVE ステートメントの含まれた
| LOOP、REPEAT、WHILE、または COMPOUND ステー
| トメントのラベルと一致するよう変更してください。

v ハンドラーが SQLWARNING、SQLEXCEPTION、ま
たは NOT FOUND を他の条件に対して指定してい
る。

|
|
|

システムの処置:
ん。

GOTO ステートメントのラベルが、その GOTO ステー
トメントの効力範囲内に定義されていることを確認して
ください。
DSNH4780I E csectname LINE nnnn COL cc UNDO
SPECIFIED FOR A HANDLER AND
ATOMIC NOT SPECIFIED
説明: SQL プロシージャー内で、コンパウンド・ステ
ートメントが NOT ATOMIC として定義されています
が、コンパウンド・ステートメントには UNDO ハンド
ラーが含まれています。 UNDO ハンドラーは、
ATOMIC として定義されたコンパウンド・ステートメ
ントに対してのみ使用できます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
ん。
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このステートメントは実行できませ

重大度:

8 (エラー)
このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: ハンドラーに有効な条件を指定してく
ださい。ハンドラーが条件を 1 回だけ指定しているこ
とを確認してください。
DSNH4783I E csectname LINE nnnn COL cc
SELECT LIST FOR CURSOR
cursor-name IN FOR STATEMENT NOT
VALID
説明: SQL プロシージャーに含まれる FOR ステート
メント内で、カーソル宣言の選択リストに無効な列があ
ります。その列は選択リスト内の別の列と重複している
か、列に名前が付いていません。
重大度: 8 (エラー)
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DSNH4785I
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: FOR ステートメント内のカーソル宣
言の選択リストにあるすべての列が固有であり、名前付
きであることを確認してください。選択リストの列が列
関数の結果である場合は、AS 文節を指定して列に名前
を付けてください。

|

て、もう一度ホスト変数を登録してください。

| DSNH4913I E csectname TOKEN IDENTIFIER HAS
ALREADY BEEN USED
|
| 説明: SQLGALHV に渡されたトークン ID は、別のホ
| スト変数ですでに存在しています。
| 重大度: 8 (エラー)

| DSNH4785I E csectname LINE nnnn COL cc THE
DECLARATION OR USE OF THE
|
SQLSTATE OR SQLCODE VARIABLE
|
IS NOT VALID
|

| システムの処置: このホスト変数は無視されます。

|
|

説明: SQLCODE または SQLSTATE 特殊変数の宣言
または使用が、以下のいずれかの理由により無効です。

| DSNH4914I E csectname INVALID TOKEN
IDENTIFIER
|

|
|

v SQLSTATE が CHAR(5) 以外のデータ・タイプで宣
言されている。

| 説明: SQLGALHV に渡されたトークン ID が無効で
| す。

|
|

v SQLCODE が INTEGER 以外のデータ・タイプで宣
言されている。

| 重大度: 8 (エラー)

| v SQLCODE または SQLSTATE に NULL が割り当て
られている。
|
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: このステートメントを処理することは
| できません。
|
|
|
|

ユーザーの処置: SQLSTATE を CHAR(5) としての
み、SQLCODE を INTEGER としてのみ宣言してくだ
さい。SQLCODE または SQLSTATE にヌル値を割り当
てないでください。

| ユーザーの処置: 別のトークン ID を割り当てて、も
| う一度ホスト変数を登録してください。

| システムの処置: このホスト変数は無視されます。
| ユーザーの処置: 有効な 4 バイトの整数であるトーク
| ン ID を割り当てて、もう一度ホスト変数を登録してく
| ださい。
| DSNH4915I E csectname SQLGINIT HAS ALREADY
BEEN INVOKED
|
| 説明: SQLGINIT への呼び出しはすでに行われていま
| す。
| 重大度: 8 (エラー)

| DSNH4911I E csectname SQL TYPE OF HOST
VARIABLE IS INVALID
|

| システムの処置: アクションは取られずに、制御が呼び
| 出し側に戻されます。

|
|

説明: SQLGALHV が、無効な SQL データ・タイプ・
コードを持つホスト変数を受け取りました。

|

重大度:

|
|
|
|

|

システムの処置:

|
|

ユーザーの処置: SQL データ・タイプ・コードを訂正
して、もう一度ホスト変数を登録してください。

8 (エラー)

ユーザーの処置: SQLGINIT が一度しか呼び出されな
いように、コンパイラーまたはプリコンパイラーのコー
ドを変更してください。現在進行中のコンパイルまたは
プリコンパイルは、このまま続行することができます。

無効なホスト変数は無視されます。

| DSNH4916I E csectname SQLGINIT HAS NOT
BEEN INVOKED
|
| 説明: SQLGINIT への呼び出しは行われていません。

| DSNH4912I E csectname LENGTH OF HOST
VARIABLE IS OUT OF RANGE
|
|
|
|

説明: SQLGALHV が無効なデータ域を持つホスト変数
を受け取りました。パラメーター SQL_LENGTH のデ
ータ域の長さが大きすぎるか、または小さすぎます。

|

重大度:

|

システムの処置:

このホスト変数は無視されます。

|

ユーザーの処置:

データ域の長さパラメーターを訂正し

8 (エラー)

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: アクションは取られずに、制御が呼び
| 出し側に戻されます。
|
|
|
|

ユーザーの処置: SQLGINIT が他のどの API エントリ
ー・ポイントよりも先に呼び出されるように、コンパイ
ラーまたはプリコンパイラーのコードを変更してくださ
い。
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DSNH4919I
| DSNH4919I E csectname TASK ARRAY TOO
|
SMALL

| DSNH5012I HOST VARIABLE host-variable IS NOT
|
EXACT NUMERIC WITH SCALE ZERO

|
|
|

説明: プリコンパイラー・サービスには、プリコンパイ
ラーが割り当てたよりも多くのタスク配列項目が必要で
す。

|

重大度:

|
|

システムの処置: アクションは取られずに、制御が呼び
出し側に戻されます。

|
|

ユーザーの処置: もっと大きなタスク配列を割り当て
て、もう一度 SQLGCMPL を呼び出してください。

|
|
|
|
|
|
|
|

8 (エラー)

| DSNH4920I E csectname TOKEN ID ARRAY TOO
SMALL
|
|
|
|

説明: プリコンパイラー・サービスには、プリコンパイ
ラーが割り当てたよりも多くのトークン ID 配列項目が
必要です。

|

重大度:

|
|

システムの処置: アクションは取られずに、制御が呼び
出し側に戻されます。

8 (エラー)

| ユーザーの処置: もっと大きなトークン ID 配列を割
| り当てて、もう一度 SQLGCMPL を呼び出してくださ
| い。
| DSNH4941I U csectname BLANK OR EMPTY SQL
STATEMENT TEXT
|
|
|

説明: SQLGCMPL に渡された SQL ステートメントが
ブランクです。

|

重大度:

|
|

システムの処置: アクションは取られずに、制御が呼び
出し側に戻されます。

|
|
|

ユーザーの処置: SQL ステートメント・バッファーを
正しいパラメーターに割り当てて、もう一度
SQLGCMPL を呼び出してください。

8 (エラー)

| DSNH4999I U csectname PRECOMPILER SERVICES
INTERNAL ERROR
|
|
|

説明: プリコンパイラー・サービスで、回復不能な内部
エラーが発生しました。

|

重大度:

|
|

システムの処置: アクションは取られずに、制御が呼び
出し側に戻されます。

|
|

ユーザーの処置: コンパイルまたはプリコンパイルを終
了してください。

16 (回復不能エラー)

説明: ホスト変数 host-variable が指定されましたが、
このホスト変数はそれが使用されるコンテキストで無効
です。ホスト変数 host-variable が、 FETCH ステート
メントの中の ABSOLUTE または RELATIVE の一部と
して、あるいは FETCH または INSERT ステートメン
トの ROWS 文節に指定されました。このホスト変数
は、以下のいずれかの理由により使用できませんでし
た。

| v これは絶対数値タイプではありません (浮動小数点デ
|
ータ・タイプは、絶対数値ではありません)
| v 位取りがゼロでありません (10 進データ・タイプ
|
は、位取りがゼロと称するためには、小数桁数がゼロ
でなければなりません)
|
| システムの処置: DB2 はステートメントを処理するこ
| とはできません。
| プログラマーの応答: ホスト変数が位取りがゼロである
| 絶対数値になるよう宣言するように、アプリケーショ
| ン・プログラムを訂正してください。
| SQLSTATE: 42618
| DSNH5033I DECLARE VARIABLE NOT VALID
FOR variable
|
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: DECLARE VARIABLE ステートメントに指定さ
れたホスト変数 variable が無効です。 DECLARE
VARIABLE ステートメントは、SQL ステートメントの
後 (COBOL や FORTRAN アプリケーション・プログ
ラムの場合) か、DECLARE CURSOR ステートメント
の後 (他のホスト言語のアプリケーション・プログラム
の場合) に指定されます。この場合 SQL ステートメン
トと DECLARE VARIABLE は同じ変数を参照します。

|

重大度:

|
|

システムの処置:
できません。

|
|
|

ユーザーの処置: DECLARE VARIABLE が、アプリケ
ーションの SQL ステートメントの中のホスト変数の使
用よりも前にあることを確認してください。

8 (エラー)
このステートメントを処理することは

| DSNH5034I DECLARE VARIABLE NOT VALID
FOR variable
|
| 説明: DECLARE VARIABLE ステートメントに指定さ
| れたホスト変数 variable は、以下のいずれかの理由によ
| り無効です。
| v 存在しない変数を参照している。
| v 構造体である変数を参照している。
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| v もう 2 つの構造体のコンポーネントである変数を参
照している。
|
| v ホスト変数が文字、可変長文字、グラフィック、可変
長グラフィック、CLOB、または DBCLOB として定
|
義されていない。この場合には、CLOB AS
|
LOCATOR または DBCLOB AS LOCATOR は、
|
CLOB または DBCLOB とは考えられません。
|
| v FOR BIT DATA、CCSID 65535、FOR MIXED
DATA、FOR SBCS DATA が指定されていて、変数
|
がグラフィック、可変長グラフィック、または
|
DBCLOB として定義されている。
|
| v FOR BIT DATA、または CCSID 65535 が指定され
ていて、変数が CLOB として定義されている。
|
|

重大度:

|
|

システムの処置: このステートメントをプリコンパイル
することはできません。

|
|

ユーザーの処置: ホスト変数の定義を訂正して、もう一
度プログラムをプリコンパイルしてください。

8 (エラー)

|
|
|
|
|
|

65535 の値になるように変更してください。このメッセ
ージが ″FOR SBCS DATA″ または ″FOR MIXED
DATA″ 文節を持つ DECLARE VARIABLE ステートメ
ントに対して出された場合には、インストール時にパネ
ル DSNTIPF で指定した CCSID を、有効な値を使って
更新する必要があります。

| DSNH5037I DECLARE VARIABLE STATEMENT
FOUND WITH ONE-PASS
|
PRECOMPILATION
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: DECLARE VARIABLE ステートメントが見つか
りましたが、ソース・プログラムは ONEPASS だけで
プリコンパイルされています。DECLARE VARIABLE
がアセンブラー・ソース・プログラムで使用されている
場合には、ONEPASS プリコンパイラー・オプションを
使用してはなりません。DECLARE VARIABLE が
C、C++、または PL/I ソース・プログラムで使用されて
いる場合には、TWOPASS プリコンパイラー・オプショ
ンを使用しなければなりません。

| 重大度: 8 (エラー)
| DSNH5035I HOST VARIABLE variable IS
SPECIFIED TWICE IN A DECLARE
|
VARIABLE STATEMENT
|
|
|
|
|
|
|

説明: ホスト変数 variable が複数の DECLARE
VARIABLE ステートメントに指定されたか、または 1
つの DECLARE VARIABLE ステートメントに複数回指
定されています。ホスト変数は、 1 つの DECLARE
VARIABLE ステートメントに、1 度しか指定できませ
ん。

|

重大度:

|
|

システムの処置:
できません。

|
|
|

ユーザーの処置: ホスト変数を 1 つの DECLARE
VARIABLE ステートメントに 1 度だけ指定してくださ
い。

| システムの処置: このソース・プログラムをプリコンパ
| イルできません。
|
|
|
|

ユーザーの処置: TWOPASS プリコンパイラー・オプ
ションを指定するか、アセンブラーの場合には、
ONEPASS プリコンパイラー・オプションを指定しない
でください。
DSNH20060I

8 (エラー)
このステートメントを処理することは

| DSNH5036I CCSID VALUE OUT OF RANGE
| 説明: DECLARE VARIABLE ステートメントの
| CCSID が 1 から 65533 の範囲外であるか、値 65535
| ではありません。この値は 1 から 65533 の範囲内であ
| るか、または値は 65535 でなければなりません。
|

重大度:

|
|

システムの処置:
できません。

|
|
|

ユーザーの処置: このメッセージが ″DECLARE
VARIABLE CCSID integer″ ステートメントに対して出
された場合には、値を 1 から 65533 の範囲内か、

8 (エラー)
このステートメントを処理することは

E csectname LINE nnnn COL cc
UNSUPPORTED DATA TYPE data-type
ENCOUNTERED IN SQL object-type
object-name

説明: object-name の定義の中で、data-type が指定され
ました。 object-type は SQL プロシージャーのパラメー
ターまたは変数ですが、 data-type は SQL プロシージ
ャーのパラメーターまたは変数に対してサポートされて
いません。
SQL プロシージャーのパラメーターまたは変数に対し
ては、CREATE TABLE ステートメントに対して使用で
きるものと同じ組み込みデータ・タイプを使用できます
が、以下は例外です。
v LONG VARCHAR
v LONG VARGRAPHIC
v CLOB
v DBCLOB
v BLOB
v ROWID
v 特殊タイプ
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DSNH20061I
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: 構文を変更して、サポートされている
データ・タイプのいずれかを指定してください。 LONG
VARCHAR または CLOB データ・タイプの代わりに、
明示的な長さを指定した VARCHAR データ・タイプを
使用します。 LONG VARGRAPHIC または DBCLOB
データ・タイプの代わりに、明示的な長さを指定した
VARGRAPHIC データ・タイプを使用します。
DSNH20061I

E csectname LINE nnnn COL cc
UNEXPECTED ERROR RETURNED
FROM LANGUAGE ENVIRONMENT:
REASON CODE reason-code, RETURN
CODE return-code module-name

説明: DB2 プリコンパイラーが SQL プロシージャー
を処理しているときに、言語環境プログラムのエラーが
発生しました。理由コードおよび関連した戻りコード
は、次のとおりです。
理由コード

意味および関連した戻りコード

1

PIPI トークンがない。return-code は
CEEPIPI(init_sub) 呼び出しからの戻り
コード。

2

CEE をロードできない。return-code
は CEEPIPI(add_entry) 呼び出しからの
戻りコード。

3

PIPI が終了しない。return-code は
CEEPIPI(term) 呼び出しからの戻りコ
ード。

4

module-name の呼び出しが失敗した。
return-code は CEEPIPI(call_sub) 呼び
出しからの戻りコード。

5

PIPI からの不正な応答。return-code
は module-name からの戻りコード。

|
|
|

DSNH20129I

|
|
|
|
|

説明: 複数の値を割り当てる割り当てステートメント
(SET または VALUES INTO) の中では、ローカル特殊
レジスターを参照することはできません。たとえば、特
殊レジスター CURRENT SERVER および CURRENT
PACKAGESET はローカルです。

|
|
|

また、特殊レジスターを括弧で囲む SET host-variable
ステートメントの中でも、ローカル特殊レジスターを参
照することはできません。

|
|
|
|
|
|

以下のステートメントは無効です。
SET (:hv1) = (CURRENT SERVER);
SET (:hv1,:hv2) = (CURRENT SERVER,CURRENT
PATH);
VALUES CURRENT SERVER, CURRENT DATE
INTO :c1, :c2;

|

重大度: 8 (エラー)

|
|

システムの処置:
ん。

|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: ステートメントを複数のステートメン
トに分割して、複数の値を割り当てるステートメントの
中でローカル特殊レジスターが参照されないようにして
ください。また、ローカル特殊レジスターの SET ステ
ートメントが、等号のどちらの側にも括弧を使用しない
ようにしてください。

言語環境プログラムの戻りコードの説明については、
「OS/390 言語環境プログラム OS/390 および VM 版
プログラミング・ガイド」に記載されている、該当する
CEEPIPI 呼び出しの戻りコードの説明を参照してくださ
い。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

ユーザーの処置: reason-code に記述されている状態を
訂正してください。
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E csectname LINE nnnn COL cc
LOCAL SPECIAL REGISTER IS NOT
VALID AS USED

このステートメントは実行できませ

第 10 章 DSNI... メッセージ
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RESTART HAS BEEN DEFERRED
REASON reason TYPE type NAME
name

説明: type および name で識別された 1 つまたは複数
ページのリソースが、再始動できません。 これらのペ
ージは、論理ページ・リスト (LPL) に置かれ、その再
始動は延期されます。 理由コードは、再始動が実行さ
れなかった理由を示しています。
リソース・タイプ・コードの説明については、 1527 ペ
ージの表 3 を参照してください。
システムの処置: DB2 再始動が続行されます。 再始動
活動が実行されなかったページが LPL に入れられま
す。
ユーザーの処置: 理由コードが示す問題を訂正してくだ
さい。 START DATABASE コマンドまたは RECOVER
ユーティリティーを使って、 LPL からそのページを除
去してください。
DSNI002I

csect-name UNABLE TO START
OBJECT TYPE object-type OBJECT
NAME object-name REASON reason
TYPE type NAME name

説明: メッセージに示されたリソースは、利用不能であ
ったため、始動できません。このリソースは、データベ
ース、表スペース、索引スペース、あるいは、表スペー
スまたは索引スペース内の区画のいずれかです。
'object-type' は、タイプを示します。 'object-name' は、
名前を示します。 DB2 カタログが使用可能でない場
合、 'object-type' には 2 進ゼロが入れられ、
'object-name' はブランクとなります。
利用不能であったリソースは、'type' と 'name' で識別さ
れています。 'type' コードは、リソースのタイプだけで
なく、 'name' の形式と内容も識別します。リソース・
タイプ・コードの説明については、 1527 ページの『リ
ソース・タイプ』 を参照してください。 'reason' に
は、リソースが利用不能であった理由を説明する理由コ
ードが含まれています。
システムの処置: 指定されたデータベース、スペース、
または区画は始動されず、現在の状態のままです。始動
すべきデータベース、スペース、または区画がほかにあ
る場合、それらは正常に処理されます。
ユーザーの処置: リソース利用不能の問題を訂正
し、-START コマンドを出し直してください。

DSNI003I

csect-name UNABLE TO STOP OBJECT
TYPE object-type OBJECT NAME
object-name REASON reason TYPE type
NAME name

説明: メッセージに示されたオブジェクトを停止できま
せん。停止を実行するのに必要なリソースが利用不能で
あったためです。このオブジェクトは、データベース、
表スペース、索引スペース、あるいは、表スペースまた
は索引スペース内の区画のいずれかです。
'object-type' はタイプを識別し、'object-name' は名前を識
別しています。 DB2 カタログが使用可能でない場合、
'object-type' には 2 進ゼロが入れられ、'object-name' は
ブランクとなります。
利用不能であったリソースは、'type' と 'name' で識別さ
れています。 'type' コードは、リソースのタイプだけで
なく、リソース 'name' の形式と内容も識別します。リ
ソース・タイプ・コードの説明については、 1527 ペー
ジの『リソース・タイプ』 を参照してください。
'reason' には、リソースが利用不能であった理由を説明
する理由コードが含まれています。
システムの処置: 指定されたデータベース、スペース、
または区画は停止されず、現在の状態のままです。停止
すべきデータベース、スペース、または区画がほかにあ
る場合、それらは正常に処理されます。
ユーザーの処置: リソース利用不能の問題を訂正
し、-STOP コマンドを出し直してください。
DSNI004I

RESOURCE HAS BEEN STOPPED
TYPE type NAME name

説明: TYPE および NAME で識別されたリソースを、
オープン、クローズ、または初期設定できなかったか、
あるいはこのリソースが矛盾した状態にあることがわか
りました。このリソースは、DB2 によって ’停止' され
ました。 DB2 始動時にオープン・エラーが起こった場
合、このリソースの再始動処理は延期されます。
TYPE および NAME は、停止されたリソースを識別し
ています。 TYPE コードは、リソースのタイプだけで
なく、リソース NAME の形式と内容も識別します。
リソース・タイプ・コードの説明については、 1527 ペ
ージの『リソース・タイプ』 を参照してください。
システムの処置: このデータベース、表スペース、また
は索引スペースは、DB2 によって停止されます。
ユーザーの処置: 前のメッセージに、この問題の原因を
判別して訂正するのに使用できる情報が示されていま
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DSNI005I
す。それらのメッセージを参照して、問題を訂正してく
ださい。次に、-START コマンドを使用して、データベ
ース、表スペース、または索引スペースを始動してか
ら、アプリケーションを再び呼び出してください。

ァー・プール・リカバリー保留 (GRECP) または論理ペ
ージ・リスト (LPL) 状態にあり、リカバリーが起動さ
れた場合、START DATABASE コマンドに応じてこの
メッセージが出されます。

DSNI005I

'command-id' は、START DATABASE コマンドを示す
10 進数です。

csect-name LPL OR GRECP
RECOVERY CANNOT BE DONE FOR
START DATABASE COMMAND-ID =
command-id OBJECT TYPE object-type
OBJECT NAME object-name REASON
reason TYPE type NAME name

説明: メッセージに示されたリソースは、'command-id'
によって示された START DATABASE コマンドの実行
時にはリカバリーできません。 LPL または GRECP リ
カバリー中に問題が発生したためです。このリソース
は、表スペース、索引スペース、または表スペースまた
は索引スペース内の区画のいずれかです。 'object-type'
は、タイプを示します。 'object-name' は、名前を示しま
す。
リカバリーできなかったリソースは、'type' および
'name' で識別されています。 'type' コードは、リソース
のタイプだけでなく、 'name' の形式と内容も識別しま
す。 'reason' には、リソースが回復不能であった理由を
説明する理由コードが含まれています。リソース・タイ
プ・コードの説明については、 1527 ページの『リソー
ス・タイプ』 を参照してください。 'reason' には、リ
ソースが回復不能であった理由を説明する理由コードが
含まれています。
'command-id' は、START DATABASE コマンドを示す
10 進数です。
メッセージ DSNI006I またはメッセージ DSNI022I とと
もに、このメッセージには、 'command-id' によって示
される START DB コマンドの LPL または GRECP リ
カバリー情報が含まれています。
システムの処置: メッセージで指定されたスペースまた
は区画は始動されますが、 LPL/GRECP 状態のままで
す。 リカバリーすべきスペースまたは区画が他にある
場合、通常それらは処理されます。
ユーザーの処置: 理由コードで示された問題を訂正し
て、 -START コマンドを再度出してください。
DSNI006I

csect-name ASYNCHRONOUS GRECP
OR LPL RECOVERY IN PROGRESS
FOR START DATABASE
COMMAND-ID = command-id TYPE
type NAME name

説明: TYPE および NAME で示されたオブジェクト
(表スペースまたは索引スペース) が、グループ・バッフ
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リソース・タイプ・コードの説明については、 1527 ペ
ージの『リソース・タイプ』 を参照してください
システムの処置: オブジェクトは始動されます。 ま
た、GRECP または LPL リカバリーも開始されます。
LPL または GRECP リカバリー処理時に、リカバリー
状態を示すメッセージ DSNI022I が定期的に出されま
す。リカバリーが正常に完了すると、リカバリーの終わ
りにメッセージ DSNI021I が出されます。正常に完了し
ない場合は、エラーを示すメッセージ DSNI005I が出さ
れます。
ユーザーの処置: DSNI021I または DSNI005I メッセー
ジがコンソールに出されるのを待機してください。示さ
れた表スペースまたは索引スペースに対して DISPLAY
DATABASE RESTRICT コマンドを定期的に出し、
GRECP または LPL 例外状態が解決されているかどう
かを判別することができます。
DSNI007I

csect-name UNABLE TO
START/RECOVER BECAUSE UNABLE
TO DIRECT READ A LOG RECORD
LOGRBA logrba

説明: 必要なログ・レコードにアクセスできないため、
START (または RECOVER) することができません。ロ
グ・データ・セットの割り振りまたはオープンを試みて
いたときにエラーは発生したか、あるいはログ・レコー
ドがログに見つからなかったかのいずれかです。
START コマンドに対する応答としてこのメッセージが
出された場合は、 -DISPLAY コマンドを出して、どの
リソースが始動されなかったかを判別してください。
RECOVER ユーティリティーに対応してこのメッセージ
が出された場合、問題のリソースは、RECOVER のオブ
ジェクトとなっている表スペースまたは索引スペースで
す。
LOGRBA は、利用不能なログ・レコードのログ RBA
を示します。
システムの処置: このリソースは始動 (またはリカバリ
ー) されず、現在の状態のままです。これが START コ
マンドの場合、始動すべきデータベースまたはスペース
がほかにあり、それらがログの読み取りに関連していな
ければ、それらのリソースは正常に処理されます。
ユーザーの処置:
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ログの問題が解決されたときに、ユー

DSNI008I
ティリティーを再実行するか、または START コマンド
を出し直してください。

DSNI010I

システム・プログラマーの応答: ログ・マップ印刷ユー
ティリティー (DSNJU004) を実行してください。これは
DB2 がアップまたはダウンのいずれの状態であっても
実行することができます。ログ印刷の出力から、要求さ
れた RBA を含むデータ・セットを見つけてください。
リストされたデータ・セット内に必要な RBA がない場
合は、次のいずれかの状況が起こった可能性がありま
す。

説明: TYPE および NAME で識別されたページは、論
理的に破壊されたというマークが付けられているため、
アクセスできません。

v ログ・インベントリー変更ユーティリティーの実行に
より、データ・セットがブートストラップ・データ・
セットから削除された。この場合は、ユーティリティ
ーを再実行して、抜けているデータ・セット名を挿入
してください。このユーティリティーを実行するため
には、DB2 をダウンさせなければなりません。
v ブートストラップ・データ・セットが損傷を受けてい
る。この場合は、最新のアーカイブ・ログ・データ・
セットを使用してとられたダンプから、 BSDS を復
元しなければなりません。 DSNJU003 を実行して、
最後のオフロード操作中およびそれ以降に行われた変
更を反映するようにしなければなりません。オペレー
ター・コンソールのリストから変更を判別することが
できます。
リストされたログ・データ・セット内に、必要な RBA
が含まれている場合は、このメッセージの前に、ロギン
グ・マネージャー (DSNJ) から 1 つまたは複数のエラ
ー・メッセージが出されています。それらのメッセージ
を参照して、適切な処置をとってください。
問題判別: -DISPLAY コマンドを出して、何が始動さ
れたかを調べてください。

TYPE および NAME は、現在利用できないリソースを
識別しています。 TYPE コードは、リソースのタイプ
だけでなく、リソース NAME の形式と内容も識別しま
す。
このメッセージに適用されるタイプ・コードは、
'00000301'、'00000302'、および '00000303' です。すべて
のタイプと名前を示す表については、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』 を参照してください。
'csect-name' が、論理的に破壊されたページを検出しま
した。 CONN-ID、CORR-ID、および LUW-ID は、問
題に関連するスレッドを示しています。 LUW-ID が '*'
の場合、スレッドはこのシステムで開始されています。
'0nn' で始まる相関 ID ('nn' は 01〜28) は、システム・
エージェントを示します。
ユーザーの処置: TYPE が '00000300' である場合は、
NAME を使用して、そのページが索引スペース内にあ
るか表スペース内にあるかを判別してください。
REPAIR ユーティリティーを用いて、損傷のあるページ
を修復してください。 DB2 にエラーがあると思われる
場合、問題の識別と報告に関する情報については、
「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照
してください。
DSNI011I

DSNI008I

DATABASE VALIDATION
PROCEDURE name COULD NOT BE
LOADED

説明: 'name' で識別されたデータベース妥当性検査手
順をロードすることができません。
ユーザーの処置: 名前を訂正し、アプリケーションを再
実行してください。
DSNI009I

csect-name DATABASE EDIT
PROCEDURE name COULD NOT BE
LOADED

説明: 'name' で識別されたデータベース編集手順をロ
ードすることができません。
ユーザーの処置: 名前を訂正し、アプリケーションを再
実行してください。

BROKEN PAGE ACCESSED TYPE
type NAME name MODNAME
csect-name CONN-ID id CORR-ID id
LUW-ID id

PAGE TEMPORARILY UNAVAILABLE
TYPE type NAME name MODNAME
modname ERQUAL erqual

説明: TYPE および NAME で識別されたページは、リ
カバリーするまでアクセスされないように、論理的に破
壊されたというマークが一時的に付けられました。
TYPE および NAME は、現在利用できないリソースを
識別しています。 TYPE コードは、リソースのタイプ
だけでなく、リソース NAME の形式と内容も識別しま
す。リソース・タイプ・コードの説明については、
1527 ページの表 3 を参照してください。
modname というモジュールがページ検査ルーチンを呼
び出し、このルーチンがページ内のエラーを検出しまし
た。
ERQUAL は、ページ内のエラーのトレース ID を示し
ます。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識
別と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis
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Guide and Reference」の第 2 部を参照してください。
システムの処置: このページの自動リカバリーがスケジ
ュールされました。現行のエージェントは、理由コード
'00C90105' で異常終了し、ダンプがとられます。 オン
ライン・リカバリーが正常にリカバリーするまで、この
ページはこのエージェントおよび他のエージェントには
使用不能となります。このページへのアクセスを試みる
エージェントがあると、メッセージ DSNI010I が出さ
れ、'リソース利用不能' 条件が戻されます。オンライ
ン・リカバリーが失敗すると、修復またはリカバリーさ
れるまで、このページには破壊のマークが付けられます
(メッセージ DSNI012I を参照してください)。
ユーザーの処置: ダンプを保管してください。メッセー
ジ DSNB215I (ページが正常にリカバリーしたことを示
すもの) または DSNI012I (ページのリカバリーが失敗し
たことを示すもの) が出されるのを注意して待ってくだ
さい。
DSNI012I

PAGE LOGICALLY BROKEN TYPE
type NAME name MODNAME
modname ERQUAL erqual

説明: TYPE および NAME で識別されたページが論理
的に正しくありません。 その後にこのページにアクセ
スを試みると、拒否されます。
TYPE および NAME は、現在利用できないリソースを
識別しています。 TYPE コードは、リソースのタイプ
だけでなく、リソース NAME の形式と内容も識別しま
す。リソース・タイプ・コードの説明については、
1527 ページの表 3 を参照してください。
'modname' というモジュールがページ検査ルーチンを呼
び出し、このルーチンがページ内のエラーを検出しまし
た。
ERQUAL は、ページ内のエラーのトレース ID を示し
ます。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識
別と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis
Guide and Reference」の第 2 部を参照してください。
ERQUAL が X'0000' であれば、オンライン・リカバリ
ーまたはリカバリー・ユーティリティーの処理中に異常
終了が起こっています。 このページには、破壊のマー
クが付けられ、リカバリーは失敗に終わりました。
システムの処置: このページには論理的に破壊したとい
うマークが付けられ、理由コード '00C90102' による
04E 異常終了が出され、ダンプがとられます。このペー
ジは、修正されるまで、このエージェントおよび他のエ
ージェントには使用不能となります。
ユーザーの処置: IBM サポート・センターによる分析
のために、ダンプを保管してください。 また、後で
IBM サポート・センターが分析を行えるように、この
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表スペースまたは索引スペースを別のデータ・セットに
コピーしてください。 DB2 にエラーがあると思われる
場合、問題の識別と報告に関する情報については、
「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照
してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの「説
明」を参照してください。
DSNI013I

csect-name POTENTIALLY
INCONSISTENT DATA REASON reason
ERQUAL erqual TYPE type NAME name
CONN-ID id CORR-ID id LUW-ID id

説明: このメッセージは、潜在的に矛盾したデータを含
んでいるページを識別しています。このメッセージは、
現行のデータ管理プログラム操作に関与しているページ
ごとに出されます。メッセージ中の 'csect-name' は、こ
のメッセージを出した CSECT を識別しています。
メッセージ中の 'erqual' は、このメッセージが出される
原因となった CSECT 内の特定の異常終了を識別してい
ます。この情報および理由コードは、IBM サポート・
センターが問題の原因を識別するために使用します。
'name' および 'type' は、ページおよびそのタイプを識別
しています。 TYPE コードは、NAME のタイプ、形
式、および内容を示しています。すべてのタイプと名前
を示す表については、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』 を参照してください。
CONN-ID、CORR-ID、および LUW-ID が一緒になっ
て、この問題に関連するスレッドを識別します。
LUW-ID が '*' の場合、スレッドはこのシステムで開始
されています。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は 01 〜
28) は、システム・エージェントを示します。
詳細については、このメッセージで示された理由コード
についての「説明」の項を参照してください。
システムの処置: このメッセージが出された後、まもな
くジョブは異常終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: ジョブが実行されていたシステム
のコンソール出力を集めてください。この出力は、問題
判別に利用するので、保管しておいてください。
システム・プログラマーの応答: 個々の異常終了理由コ
ードについての「問題判別」の項を参照してください。
問題判別: このメッセージで示された異常終了理由コー
ドの「システム・プログラマーの応答」の項を参照して
ください。
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DSNI014I
DSNI014I

csect-name DATA IN USE DURING
ABEND REASON 00C90101 ERQUAL
erqual TYPE type NAME name CONN-ID
id CORR-ID id LUW-ID id

DSNI015I

OBJECT name IS ALREADY
STARTED FOR RW ACCESS. THE
OBJECT WILL REMAIN STARTED
FOR RW ACCESS

説明: このメッセージは、理由コード '00C90101' (内部
データ管理プログラム・エラー) による異常終了条件の
発生時に使用中であったページを識別しています。この
メッセージは、現行の操作に関与しているページごとに
出されます。

説明: ACCESS (FORCE) キーワードを指定した
-START DATABASE コマンドが入力されましたが、指
定されたオブジェクトはすでに読み取り / 書き込みアク
セスとして始動されています。

メッセージ中の 'ERQUAL' は、このメッセージが出さ
れる原因となった CSECT 内の特定の異常終了を識別し
ています。この情報および理由コードは、IBM サポー
ト・センターが問題の原因を識別するために使用しま
す。

DSNI016I

NAME および TYPE は、ページおよびそのタイプを識
別しています。 TYPE コードは、NAME のタイプ、形
式、および内容を示しています。リソース・タイプ・コ
ードの説明については、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』 の表 3 を参照してください。
CONN-ID、CORR-ID、および LUW-ID が一緒になっ
て、問題にかかわっているエージェントを識別します。
LUW-ID が '*' の場合、スレッドはこのシステムで開始
されています。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は 01 〜
28) は、システム・エージェントを示します。
システムの処置: このメッセージが出された後、まもな
く、ジョブは異常終了し、理由コード 00C90101 が出さ
れます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: 詳細については、異常
終了理由コード '00C90101' を参照してください。
問題判別: 一般に、これらのページのデータは正常で
す。しかし、同じページに関係する問題が繰り返し報告
されたり、他の異常終了によって同じページが報告され
る場合は、関連のある一連のページを分析する必要があ
るかもしれません。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。

RESOURCE TYPE type NAME name
MUST FIRST BE STOPPED BEFORE
IT CAN BE STARTED IN A
DIFFERENT ACCESS MODE

説明: ROSHARE OWNER システムで -START
DATABASE コマンドを出す場合は、始動するオブジェ
クトをまず停止してからでなければ、アクセス・モード
を変更することはできません。 たとえば、 ROSHARE
OWNER として定義されたデータベース内の表スペース
が RW アクセスとして始動されている場合に、それを
RO アクセスとして始動するためには、 -STOP
DATABASE コマンドを使用していったん停止しなけれ
ばなりません。次に、-START DATABASE コマンドを
使用して、RO アクセスとして始動することができま
す。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: -START DATABASE コマンドの処理
を進めることは許可されません。
ユーザーの処置: -STOP DATABASE コマンドを出し
てそのオブジェクトをいったん停止してから、再び始動
してください。
DSNI017I

RESOURCE TYPE type NAME name
IS INCONSISTENT DUE TO ONE OR
MORE PENDING STATES

説明: このメッセージには、次の 2 つの理由が考えら
れます。
1. STOP DATABASE コマンドの処理中、次のうちの 1
つまたは複数が真のために、 ROSHARE OWNER と
して定義されたデータベースに属する表スペース、
索引、または区画のヘッダー・ページに、整合ペー
ジのマークを付けることができません。
v その表スペース、索引、または区画が、リカバリ
ー保留中である。
v その表スペース、索引、または区画が、検査保留
中である。
v その表スペース、索引、または区画が、論理ペー
ジ・リスト (LPL) にページを持っている。
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DSNI018I
v 表スペース、索引、または区画の状態が、ユーテ
ィリティー進行中 (DISPLAY DATABASE コマン
ドからの出力時の UTUT 状態) として示される。

システムの処置: 指定されたリソースに対してロック要
求が再び行われます。

v 表スペース、索引、または区画の状態が、読み取
り専用アクセスを許可するユーティリティー進行
中 (DISPLAY DATABASE コマンドからの出力時
の UTRO) として示される。

DSNI019I

v 入出力エラー範囲が存在する。

説明: 'name' で識別されたオブジェクトは停止されて
いません。このオブジェクトに対する START FORCE
コマンドがその後出され、処理されたためです。

2. 表スペース、索引、または区画上に、保存ロックが
保持されている。 保存ロックは、保留状況を示すこ
とがあります。
SPACENAM パラメーターを指定せずに STOP
DATABASE コマンドが出された場合は、指定されたデ
ータベース内の 1 つまたは複数の表スペース、索引、
または区画に関して、上記に述べた条件の 1 つ以上が
真であることに注意してください。
重大度:

このメッセージは、通知専用です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNI020I

4 (警告)

システムの処置: SPACENAM パラメーターを指定した
STOP DATABASE コマンドが使用された場合、その表
スペース、索引、または区画は停止されます。 DB2 で
は、 ROSHARE READ システムによって、不整合の表
スペース、索引、または区画にアクセスすることはでき
ません。
2 番めの理由の場合、その再始動が完了した時に、障害
が発生したシステムによって保存ロックが解放されるま
で、不整合の表スペース、索引、区画にアクセスするこ
とはできません。
ユーザーの処置: -DISPLAY DATABASE コマンドを出
して、問題となっているオブジェクトの状態を表示して
ください。 保留状態を解決してから、STOP
DATABASE コマンドをもう一度出して、整合性標識が
リセットされるようにしてください。
DSNI018I

UNABLE TO GET LOCK FOR
RESOURCE TYPE type NAME name.
WILL RETRY TO GET LOCK.

説明: 'type' および 'name' で識別されたリソースが、
ロック競合のため、ロックできません。 このリソース
に対してロック要求が再び行われます。
'type' および 'name' は、ロックを獲得しようとしている
リソースを識別しています。 'type' は、リソース 'name'
のタイプだけでなく、形式と内容も識別します。

THE STOP COMMAND FOR OBJECT
name WAS OVERRIDDEN BY A
START FORCE. THE STOP
COMMAND IS IGNORED.

このオブジェクトは停止されません。

csect-name UNABLE TO DRAIN
RESOURCE TYPE type NAME
name.WILL RETRY DRAINING THE
RESOURCE.

説明: 'type' および 'name' で識別されたリソースをド
レーンすることができません。 'type' は、リソース
'name' のタイプだけでなく、形式と内容も識別します。
このリソースに対してドレーン要求が再び行われます。
リソース・タイプ・コードの説明については、 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』 の表 3 を参照してくださ
い。
システムの処置: 指定されたリソースに対してドレーン
要求が再び行われます。
DSNI021I

csect-name GRECP OR LPL
RECOVERY FOR START DATABASE
COMMAND-ID = command-id TYPE type
NAME name HAS COMPLETED
SUCCESSFULLY.

説明: TYPE または NAME で示された表スペースまた
は索引スペースのグループ・バッファー・プール・リカ
バリー保留 (GRECP) または論理ページ・リスト (LPL)
例外状態が解消されました。
'command-id' は、START DATABASE コマンドを示す
10 進数です。
リソース・タイプ・コードの説明については、 1527 ペ
ージの『リソース・タイプ』 を参照してください

リソース・タイプ・コードの説明については、 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』 の表 3 を参照してくださ
い。

このメッセージは、常に DSNI006I メッセージより前に
出され、オブジェクトの LPL または GRECP リカバリ
ーの開始を示します。

重大度:

システムの処置: 示された表スペースまたは索引スペー
スは、通常通り始動されます。
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DSNI022I

csect-name LPL or GRECP RECOVERY
LOG APPLY FOR START DATABASE
COMMAND-ID = command-id AT
LOGPOINT xxx TO LOGPOINT yyy

説明: このメッセージは、START DATABASE コマン
ドの LPL または GRECP リカバリーの進行状況を定期
的に示します。

唯一のメンバーである場合に、この状態が解除されま
す。
非区分ページ・セットの場合は、メッセージに示された
区分はストリング「n/a」です。
DSNI025I

'command-id' は、START DATABASE コマンドを示す
10 進数です。
'xxx' は、現在処理中のログ・レコードの LOGPOINT
です。 'yyy' は、このリカバリーで適用される最後のロ
グ・レコードの LOGPOINT です。ログ・ポイントの値
は、非データ共用環境では RBA、データ共用環境では
LRSN です。
メッセージ DSNI006I、DSNI005I、または DSNI021I と
共に、このメッセージには、 'command-id' によって示
された START DATABASE コマンドの LPL または
GRECP リカバリー情報が含まれています。

説明: 高速ログ適用 (Fast Log Apply) 処理で、すべて
の必要なストレージを取得することができませんでし
た。ただし、取得したストレージは高速ログ適用処理を
続行するには十分です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: ログ・バッファー用のストレージをよ
り小さくして高速ログ適用処理を継続します。
DSNI026I

システムの処置: LOGAPPLY フェーズは正常に継続し
ます。
DSNI023I

csect-name PAGE SET dbnam.psnam
PART part IS RESTP ON BEHALF OF
UR urid. BACKOUT TO RBA rba IS
REQUIRED.

説明: 「状況」は RESTP (再始動保留 (Restart
Pending)) または AREST (通知再始動保留 (Advisory
Restart Pending)) のいずれかです。このメッセージは、
示されている UR が、示されているページ・セットま
たは区画に対してバックアウト作業保留をもっているこ
とを示します。このページ・セットまたは区画に対する
この UR のためのバックアウト作業は、いったんログ
の逆方向処理が表示の RBA に到達すると完了します。
非区分ページ・セットの場合は、メッセージに示された
区分はストリング n/a です。
DSNI024I

csect-name BACKOUT PROCESSING IS
COMPLETE FOR PAGE SET
dbnam.psnam PART part.

説明: このメッセージは示されている表スペース、索引
スペース、または区画に対するバックアウト処理が完了
したことを指示します。オブジェクトが限定的な再始動
保留 状態にあった場合は、その状態がリストされま
す。オブジェクトが通知再始動保留 状態にあった場
合、メッセージを出す DB2 メンバーによって延期され
た UR の打ち切りのためにオブジェクトに保留された
ロックが解放されます。メッセージを出す DB2 メンバ
ーが通知再始動保留状態に対していまだに影響を与える

csect-name THE FAST LOG APPLY
PROCESS REQUIRES aaaaaaaa BYTES
OF STORAGE, BUT GOT ONLY
bbbbbbbb BYTES

csect-name THE FAST LOG APPLY
PROCESS IS DISABLED BECAUSE
ALL OF THE ALLOWABLE STORAGE
IS EXHAUSTED

説明: 高速ログ適用処理に使用できる ssnmDBM1 スト
レージがありません。並行して実行しているジョブ
(RECOVER または -START DB コマンド) が多過ぎま
す。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 高速ログ適用処理なしで、要求された
オブジェクトのリカバリーを継続します。
DSNI027I

csect-name THE FAST LOG APPLY
PROCESS IS DISABLED BECAUSE IT
IS UNABLE TO ACQUIRE THE
MINIMUM REQUIRED STORAGE

説明: 高速ログ適用処理用に使用可能かあるいは予約さ
れている ssnmDBM1 ストレージが十分ではありませ
ん。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 高速ログ適用処理なしで、要求された
オブジェクトのリカバリーを継続します。
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DSNI028I
# DSNI028I
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

csect-name THE NUMBER OF
QUALIFIED LOG RECORDS READ
DURING THE FAST LOG APPLY
PROCESS IS log-records AND THE
NUMBER OF FAST LOG APPLY
BUFFERS PROCESSED ARE fla-buffers

説明: この情報メッセージは、高速ログ適用処理中に出
されます。 log-records は、高速ログ適用処理中に適用
されたログ・レコードの数を示します。fla-buffers は、
高速ログ適用処理に使用されたバッファーの数を示しま
す。

# 重大度: 0 (通知)
# DSNI029I
#
#
#
#
#
#
#

csect-name THE FAST LOG APPLY
PROCESS IS ACTIVE AND THE
AVAILABLE ssnmDBM1 STORAGE IS
bytes BYTES

説明: この情報メッセージは、メンバー ssnm の高速ロ
グ適用処理中に出されます。高速ログ適用処理の継続に
十分なストレージがあり、使用可能なストレージの残量
は 16 進数で bytes として表示されます。

| DSNI031I
|
|
|
|
|
|
|

csect-name - LOCK ESCALATION HAS
OCCURRED FOR RESOURCE NAME
= name, LOCK STATE = state, PLAN
NAME : PACKAGE NAME = id1:id2,
STATEMENT NUMBER = id3,
CORRELATION-ID = id4,
CONNECTION-ID = id5, LUW-ID = id6,
THREAD-INFO = id7:id8:id9:id10

説明: ロック・エスカレーションは、ページ・ロックを
使用して、同時発生のパフォーマンスのバランスをとり
ます。処理が比較的少ないページにアクセスする場合
は、表スペースに移り、処理が定義されたしきい値
(LOCKMAX) を超える数のページにアクセスする時は、
表がロックされます。

#| name
#
#
#
#
#
#

自動調整されたリソースの名前。name の形式
は、表スペースのタイプによって異なります。
単純表スペースまたは区分表スペースの場合、
形式は database-name.tablespace-name です。セ
グメント表スペースの場合、形式は
creator-name.table-name (または表の
DBID.OBID) です。

state

自動調整されたリソースのロック状態 (自動調
整後)。

id1

このスレッドに関連する実行プランの名前。

id2

このスレッドに関連する実行パッケージ (ある
場合) の名前。

id3

このプランに関連する実行中の SQL ステート
メントのステートメント番号。

説明: 再始動のバックワード・フェーズ中に処理するよ
う要求されている数のログ・レコードが処理されまし
た。他の状況では、さらなるバックアウト処理は延期さ
れます。ただし、示されている UR がまだバックアウ
トされていないカタログまたはディレクトリー更新をも
っているため (さらにカタログまたはディレクトリー・
ページ・セットに対するバックアウトを延期できないた
め)、バックアウト処理は継続中です。処理はこの UR
のバックアウトが完了するまで継続します。

id4

自動調整されたリソースに関連するスレッドの
相関 ID。

id5

自動調整されたリソースに関連するスレッドの
接続 ID。

id6

自動調整されたリソースに関連するスレッドの
作業論理単位。

id7

スレッド情報 - スレッドに関連する 1 次許可
ID。

システムの処置: バックアウト処理は続行されます。

id8

スレッド情報 - エンド・ユーザーのワークステ
ーションのワークステーション名。アスタリス
ク (*) は、スレッドに関係ないか、クライアン
トによって指定されたものでないことを示しま
す。

id9

スレッド情報 - エンド・ユーザーのユーザー
ID。アスタリスク (*) は、スレッドに関係ない
か、クライアントによって指定されたものでな
いことを示します。

id10

スレッド情報 - エンド・ユーザーのアプリケー

# 重大度: 0 (通知)
DSNI030I
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DSNI032I
ションのアプリケーション名。アスタリスク
(*) は、スレッドに関係ないか、クライアント
によって指定されたものでないことを示しま
す。
システムの処置: 自動調整は指定のオブジェクトに対し
て行われています。

| DSNI032I
|
|
|

csect-name CANCEL THREAD
NOBACKOUT COMMAND FAILED
FOR THE THREAD = token REASON =
reason

| 説明: DB2 は、データ変更をバックアウトすることな
| しにスレッドを取り消す要求を授与できないときに、こ
| のメッセージを表示します。理由コードは、この要求が
| 拒否された理由を示します。
|
|
|

token

|

reason コマンドが失敗した理由を示します。

|

システムの処置: 処理は正常に終了しました。

|
|

ユーザーの処置: 理由コードは、取られる処置を指定し
ます。

処理を取り消すよう要求したスレッドを示しま
す。トークンは、1 から 15 桁の 10 進数で
す。

| DSNI033I
|
|
|
|

csect-name PAGE SET dbname.psname
PART part IS MARKED REFP AND
status ON BEHALF OF UR
ur-id.RECOVERY TO logout IS
REQUIRED

| 説明: リカバリー単位 ur-id のバックアウトが取り消さ
| れたため、指定されたページ・セットまたは区画に対す
| るバックアウト処理は、これ以上行われません。指定さ
| れたページ・セットまたは区画は、リフレッシュ保留
| (REFP) としてマークされます。
|

重大度:

|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: リフレッシュ保留状況のオブジェクト
が表スペースである場合には、複数の方法で、指定され
たページ・セットまたは区画の REFP,LPL 状態を解決
することができます。RECOVER ユーティリティーを実
行して時刻指定リカバリーを行ったり、REPLACE オプ
ションを指定して LOAD ユーティリティーを実行して
REFP,LPL 状態を解決することができます。

|
|
|
|
|

ページ・セットが索引スペースの場合には、REBUILD
ユーティリティーを実行して時刻指定リカバリーを行
い、REFP,RBDP または REFP,LPL 状況を解決します。
時刻指定リカバリーには、このメッセージに示されてい
る RBA;LRSN 値を使うことができます。

0 (通知)

# DSNI034I
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

csect-name TABLE SPACE
table-space-name IS IN AUX WARNING
STATE

説明: DB2 は、表スペース table-space-name をリカバ
リーしようとしましたが、その表スペースは LOG NO
オプションを指定して作成されているため、ログ・レコ
ードが含まれていません。この表スペースは補助警告状
態に置かれています。 SQL ステートメントを使用し
て、エラーのあった LOB 値を更新するか、LOB を含
む行を削除できます。さらに、SQL ステートメントを
使用して、有効な LOB にアクセスできます。ただし、
SQL ステートメントを使用して、無効な LOB 値を検
索することはできません。

# 重大度: 0 (通知)
# システムの処置: DB2 は、エラーのある LOB 値に無
# 効のマークを付けます。処理は続行されます。
#
#
#
#
#
#
#

プログラマーの応答: SQL ステートメントを使用し
て、エラーのある LOB 値を更新または削除してくださ
い。CHECK LOB ユーティリティーを使用して、すべ
てのエラーが訂正された LOB をすべて検査でき、補助
警告状態をリセットできます。補助警告状態は、SET
NOAUXWARN を指定して REPAIR ユーティリティー
を使用してリセットすることもできます。

| DSNI035I
|
|

csect-name THE REAL-TIME
STATISTICS COLLECTION PROCESS
IS STOPPED

| 説明: 統計データベースが正常に停止し、リアルタイム
| 統計処理が停止しました。
| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: DB2 は、メモリー内の統計を外部化
| しません。
| DSNI036I
|
|
|
|
|
|
|

csect-name THE REAL-TIME
STATISTICS COLLECTION PROCESS
IS DISABLED

説明: エラーの発生により、DB2 はメモリー内の統計
を外部化できませんでした。これは一般には永続的なエ
ラーなので、前に修正しておかなければ、処理を行えま
せん。前に出されたメッセージを見つけて、問題の本質
を識別してください。

| システムの処置: 統計データベースが暗黙的に停止さ
| れ、これ以降、メモリー内の統計を外部化する試みは行
| われなくなります。
| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
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DSNI037I
| システム・プログラマーの応答: コンソールを検査し、
| 先行メッセージが出されていれば、それらを参照して問
| 題判別を行ってください。
| DSNI037I
|
|
|
|

csect-name THE REAL-TIME
STATISTICS COLLECTION PROCESS
COULD NOT ACCESS AN OBJECT IN
THE REAL-TIME STATISTICS
DATABASE

| 説明: エラーの発生により、DB2 はメモリー内の統計
| を外部化できませんでした。統計データベースに行を挿
| 入、更新、または削除しようとしましたが、失敗しまし
| た。これは一般に一時的なエラーです (ロックのタイム
| アウトまたはリソースが使用不能)。操作を再試行すれ
| ば、正常に行われるはずです。
|
|

システムの処置: 統計は、次に外部化されるときまで、
メモリー内に保存されます。
DSNI038I

csect-name THE REAL-TIME
STATISTICS COLLECTION PROCESS
IS ENABLED

説明: 統計データベースが正常に開始されました。統計
データベースに必要なオブジェクト記述子が存在し、正
しい属性が指定されています。DB2 は、すべての変更
オブジェクトに対するメモリー内の統計の外部化に進み
ます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
開始されます。
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第 11 章 DSNJ... メッセージ
DSNJ001I

csect-name CURRENT COPY n ACTIVE
LOG DATA SET IS DSNAME=...,
STARTRBA=..., ENDRBA=...

説明: このメッセージは、次の 2 つの理由のいずれか
により生成されます。
1. ロギング・マネージャーは、初期設定されると、現
行のアクティブ・ログ・データ・セット (copy-1、お
よび複式ロギングを使用している場合は copy-2) を
識別するために、通知メッセージを出します。
2. 現在のアクティブ・ログ・データ・セットがフルに
なると、 DB2 は使用可能な次のアクティブ・ロ
グ・データ・セットに切り替えます。 このメッセー
ジは、ロギングに使用される次の使用可能なアクテ
ィブ・ログ・データ・セットを識別します。
STARTRBA=value キーワードで指定された値は、示さ
れたデータ・セット内のログ・データの最初のバイトの
RBA です。 ENDRBA=value キーワードによって指定
された値は、このデータ・セット内の可能な最後のバイ
トの RBA です。 これらの値は、後で条件付き再始動
に必要となる場合があります。
システム・プログラマーの応答: 不要。ただし、リカバ
リーが必要になった場合には、ログ・インベントリー変
更ユーティリティー (DSNJU003) への入力に、このメッ
セージの情報が必要になることがあります。
DSNJ002I

FULL ACTIVE LOG DATA SET
DSNAME=..., STARTRBA=...,
ENDRBA=...

説明: このメッセージは、ロギング・マネージャーがア
クティブ・ログ・データ・セットを使い切って、新しい
空のデータ・セットに切り替えたときに送られます。こ
のメッセージは、フルになったデータ・セットの名前と
ログ RBA 範囲を示しています。
システム・プログラマーの応答: 不要。ただし、リカバ
リーが必要になった場合には、ログ・インベントリー変
更ユーティリティー (DSNJU003) への入力に、このメッ
セージの情報が必要になることがあります。
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DSNJ003I

csect-name FULL ARCHIVE LOG
VOLUME DSNAME=..., STARTRBA=...,
ENDRBA=..., STARTxxxx=...,
ENDxxxx=..., UNIT=..., COPYnVOL=...,
VOLSPAN=..., CATLG=...

説明: 指定されたボリュームについて、指定されたアー
カイブ・ログ・データ・セットに関するオフロードが正
常に完了しました。 データ・セットが複数のテープ・
ボリュームにわたっている場合、このメッセージは、そ
れぞれのテープ・ボリュームに対して生成されます。デ
ータ・セットが複数の DASD ボリュームにわたる場合
は、最初の VOLSER に「+」を追加して表示するメッ
セージを 1 つだけ生成してデータ・セットが複数のボ
リュームにわたることを指示します。 xxxx’ は TIME
または LRSN のいずれかで置き換えられます。
システムの処置: アーカイブ・ログ・データ・セットが
作成され、ブートストラップ・データ・セット (BSDS)
内のアーカイブ・ログ・データ・セット目録が、メッセ
ージで示された情報によって更新されます。
DSNAME
アーカイブ・ログ・データ・セットの名前。
STARTRBA
このボリュームに含まれる開始 RBA。
ENDRBA
このボリュームに含まれる終了 RBA。
STARTLRSN
データ共用システムのボリュームに含まれる開
始 LRSN。
ENDLRSN
データ共用システムのボリュームに含まれる終
了 LRSN。
STARTTIME
非データ共用システムのボリューム内にあるロ
グ・レコードの開始保管クロック値。
ENDTIME
非データ共用システムのボリューム内にあるロ
グ・レコードの終了保管クロック値。
UNIT
データ・セットが割り振られた先の装置。
COPYnVOL
ボリューム名。 このメッセージ・キーワード
は、ボリューム名が copy-1 アーカイブ・ロ
グ・データ・セットの場合は COPY1VOL とし
て、また、ボリューム名が copy-2 アーカイ
ブ・ログ・データ・セットの場合は
COPY2VOL として表示されます。
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VOLSPAN
次の 4 つの条件のうちのどれかを示す標識で
す。
v '00' の場合、'COPYnVOL' で示されたボリュ
ームに、データ・セットの全体が入っていま
す。
v '01' の場合、これがマルチボリューム・デー
タ・セットの最初の項目です。
v '11' の場合、マルチボリューム・データ・セ
ットの中間の項目です。
v '10' の場合、これがマルチボリューム・デー
タ・セットの最後の項目です。
CATLG
次の 2 つの条件のうちのどれかを示す標識で
す。
v 'NO' の場合、アーカイブ・ログ・データ・
セットはカタログされません。
v 'YES' の場合、アーカイブ・ログ・データ・
セットはカタログされます。

ング・モードで始動できますが、オフロードの後で他
のアクティブ・ログ・データ・セットが使用可能にな
ると、複式モードが実施されます。
オペレーターの応答: MVS 表示システム要求 コマン
ド (たとえば、D R,L) を実行して、ログ・オフロード
処理に関する未解決要求が存在しないようにしてくださ
い。未解決の要求があればそれを満たすために必要な処
置をとって、オフロードが続行されるようにしてくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 単式モードへの切り替
えが、オフロードに必要なリソースの欠如によって生じ
た場合には、必要なリソースを使用可能にしてオフロー
ドが完了できるようにし、複式ロギングが続行されるよ
うにしてください。 リカバリーが必要になった場合
は、ログ・インベントリー変更ユーティリティー
(DSNJU003) への入力として、このメッセージで示され
た情報が必要となる場合があります。
DSNJ005I

BSDS は、このメッセージに含まれる情報で自動的に更
新されます。ただし、リカバリーが必要になった場合に
は、ログ・インベントリー変更ユーティリティー
(DSNJU003) への入力に、このメッセージの情報が必要
になることがあります。
DSNJ004I

ACTIVE LOG COPY n INACTIVE, LOG
IN SINGLE MODE, ENDRBA=...

説明: このメッセージは、複式アクティブ・ロギング・
オプションが選択されて、コピー 'n' が非アクティブに
なったときに出されます。ログ・コピーは、必要になっ
たときに次のアクティブ・ログ・データ・セットが準備
されていないと、非アクティブになります。 ENDRBA
は、コピー 'n' に書き込まれたログ・データの最終バイ
トです。これは通常、オフロードの遅延によって起こり
ます。

ACTIVE LOG COPY n IS ACTIVE,
LOG IN DUAL MODE, STARTRBA=...

説明: このメッセージは、前に非アクティブのフラグが
付いていたログ・コピー 'n' が、アクティブになったと
きに送られます。 STARTRBA は、コピー 'n' が活動化
された後で、これに書き込まれたログ・データの最初の
バイトの RBA です。
システム・プログラマーの応答: 不要。ただし、リカバ
リーが必要になった場合には、ログ・インベントリー変
更ユーティリティー (DSNJU003) への入力として、この
メッセージで示された情報が必要になることがありま
す。
DSNJ006I

ALLOCATION FOR NEW ARCHIVE
LOG DATA SET HAS BEEN
CANCELLED BY OPERATOR.

システムの処置: コピー 'n' 用の次のデータ・セットが
ロギングのために準備されるまで、ログは単式モードに
切り替えられます。

説明: このメッセージは、WTOR メッセージ
DSNJ008E に対して、オペレーターが 'N' と応答したと
きに送られます。

ZPARM オプションがまだ複式アクティブ・データ・セ
ットにセットされているときに、 DB2 が単式モードで
シャットダウンまたは異常終了した場合、 DB2 を始動
したときに何が起こるかは、次のように、アクティブ・
ログ・データ・セットの以前の状態により決まります。

システムの処置: この割り振りがコピー 1 のアーカイ
ブ・ログ・データ・セットに対するものである場合、次
にこれが活動化されるまでオフロード処理は中止されま
す。コピー 1 がすでに割り振られていて、この要求が
コピー 2 に対するものである場合、オフロードはこの
データ・セットだけの単式オフロード・モードに切り替
わります。

v 各アクティブ・ログ・セットに使用できる (STOPPED
のフラグが付けられていない) データ・セットが 2
つより少ないと、DB2 始動は終了し、メッセージ
DSNJ112E が出されます。
v アクティブ・ログ・データ・セットが
NOTREUSABLE 状態にある場合、 DB2 は単式ロギ
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csect-name OPERATOR CANCELED
MOUNT OF ARCHIVE VOL SER=
volser

説明: WTOR メッセージ DSNJ009I に対してオペレー
ターが 'N' と応答すると、このメッセージが出されま
す。変数 'volser' は、読み取り要求に必要なアーカイ
ブ・ログ・ボリュームのボリューム通し番号です。

– しかし、コピー 1 のアーカイブ・データ・セット
がすでに割り振られていて、この要求がコピー 2
に対するものである場合には、 'N' と応答する
と、オフロード処理は単式アーカイブ・モードに切
り替わります (このデータ・セットだけが使われる
ようになります)。
v 応答を延期する。これにより、オフロードは処理に先
立って待機するようになります。ただし、オフロード
は別個のサービス・タスクなので、待機により DB2
のパフォーマンスが影響を受けることはありません。

システムの処置: アーカイブ・ログボリュームの読み取
り要求が失敗しました。その要求に COND=YES パラメ
ーターが指定されていた場合、ロギング・マネージャー
は呼び出し側に戻り、戻りコード 12 と理由コード
00D1032B が要求側に戻されます。 指定されていない
場合、DB2 は理由コード 00D1032B で異常終了しま
す。

これが DASD に対するオフロードである場合には、ア
ーカイブ・ログ・データ・セットの割り振りを試みた際
にエラーが起こっていました。 'Y' と応答して、エラ
ー・メッセージを受け取ってください。

DSNJ008E

DSNJ009E

nn OF mm ACTIVE LOGS ARE FULL.
ssname NEEDS ARCHIVE
SCRATCH.REPLY Y WHEN DEVICE
READY OR N TO CANCEL.

説明: ご使用のシステムで、アーカイブ・ログ・デー
タ・セットが割り振られる前に、WTOR が要求されま
した。 DB2 は、アクティブ・ログ・データ・セットを
オフロードするためにスクラッチ・ボリュームを必要と
します。'ssname' は、DB2 サブシステムの名前です。
'nn' は、フルになったアクティブ・ログ・データ・セッ
トの数です。 'mm' は、アクティブ・ログ・データ・セ
ットの合計数です。
システムの処置: オフロード・タスクは、オペレーター
からの応答を待ちます。
オペレーターの応答: オペレーターは、次の 3 つのオ
プションの中から 1 を選ぶことができます。
v スクラッチ・ボリュームを準備し、このボリュームの
ための装置を使用できるようにしたうえで、'Y' と応
答する。これにより、DB2 のオフロード処理が続行
されます。
v 使用可能なアクティブ・ログ・データ・セットの数か
ら、次にアクティブ・ログ・データ・セットがフルに
なるまで、オフロード処理を延期できるかどうかを判
別する。処理の延期が可能であれば、'N' と応答す
る。

ssname NEEDS VOL
SER=nnnnnn.REPLY Y TO CONTINUE
OR N TO CANCEL

説明: ご使用のシステムで、アーカイブ・ログ・デー
タ・セットが割り振られる前に、WTOR が要求されま
した。 DB2 は、読み取り操作のために、メッセージに
示されたアーカイブ・ボリュームを必要とします。サブ
システム名は、'ssname' です。
システムの処置: アーカイブ・ログ読み取りサービス・
タスクは、オペレーターからの応答を待ちます。 この
待機は、ログ読み取りが出されるエージェントおよびロ
グ読み取りサービス・タスク・キューで待っている可能
性のある他のエージェントに影響を与えます。
オペレーターの応答: 要求されたボリュームを見つけ、
装置を使用可能にした上で、 'Y' と応答してください。
DB2 は動的割り振りを続行し、その後でログの読み取
りを開始します。
二重アーカイブが有効であるときに、'N' と応答する
と、同じ RBA 範囲をもつコピー 'Z' のコピー 2 つの
アーカイブ VOLSER に対して、このメッセージが再び
出されます。 この 2 番目の WTOR に対して、または
単一アーカイブの場合の最初の WTOR に対して、 'N'
と応答すると、アーカイブ読み取りサービス・タスクは
失敗に終わり、結果は予測できません。

この応答の効果として、次の 2 通りのことが考えら
れます。

DSNJ010I

csect-name INVALID RESPONSE.WTOR
WILL BE REPEATED.

– 複式アーカイブ・ロギングが有効であり、この割り
振りがコピー 1 のアーカイブ・データ・セットに
対するものである場合、 'N' と応答すると、次の
アクティブ・ログ・データ・セットがフルになるま
でオフロード処理が延期されます。

説明: アーカイブ・データ・セットの割り振り中に
WTOR が出されました。ユーザーが、エラー・メッセ
ージに正しく応答していません。 'Y' または 'N' を入力
しなければなりません。
システムの処置: 元の WTOR が繰り返されます。
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オペレーターの応答: 繰り返したメッセージで指示され
た通りに応答してください。
DSNJ011I

CONDITIONAL RESTART RECORD rrr
CREATED AT ....WAS FOUND.REPLY
Y TO USE, N TO CANCEL

説明: ロギング・マネージャーの初期設定時に、ブート
ストラップ・データ・セット内に、条件再始動制御レコ
ードが検出されました。 使用される条件再始動レコー
ドを識別しやすいように、レコード ID (4 バイトの 16
進数) と作成タイム・スタンプ (yy.ddd hh:mm) がとも
に表示されます。 そのレコードを使用して条件付き再
始動を行いたい場合は、メッセージに対して 'Y' と応答
してください。それ以外の場合には、'N' と応答し、シ
ステム・プログラマーに通知してください。
システムの処置: 応答が 'Y' であると、DB2 は、見つ
かったレコードを用いて、条件付きで始動します。 応
答が 'N' であると、DB2 の始動は終了します。
オペレーターの応答: DB2 の条件再始動を行う必要が
あり、しかも表示された日付と時刻が正しければ、未解
決のメッセージに対して 'Y' と応答してください。 確
かでない場合には、システム・プログラマーに連絡を取
ってください。
システム・プログラマーの応答: DB2 の通常の再始動
が失敗し、ユーザーがログ・インベントリー変更
(DSNJU003) ユーティリティーによって条件付き再始動
制御レコードを作成した場合、メッセージの中の日付お
よび時刻と、ユーザーがそのレコードを作成した時点が
一致しているかどうかを調べてください。一致していれ
ば、未解決の WTOR に対して 'Y' と応答してくださ
い。一致していない場合は、 'N' と応答して、相違点を
調べてください。
DSNJ012I

ERROR ccc READING RBA rrr IN
DATA SET ddd
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy

説明: バッファーに読み込まれたログ・レコードを走査
しているときに、ロギング・マネージャーが、理由コー
ド 'ccc' の論理エラーを検出しました。 'rrr' は、エラー
が検出されたバッファー内のセグメントのログ RBA で
す。'ddd' は、レコードが読み取られた元のアクティ
ブ・ログ・データ・セットまたはアーカイブ・ログ・デ
ータ・セットの名前です。 'ddd' がブランクの場合、デ
ータはアクティブ・ログ出力バッファーから読み取られ
ています。

に関連しています。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は 01
〜 28) は、システム・エージェントを示します。
ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
システムの処置: ロギング・マネージャーを呼び出した
アプリケーション・プログラムは、理由コード 'ccc' で
終了します。 ただし、このメッセージで示された情報
は、引き続いて生じる異常終了を診断するために利用で
きるかもしれません。
DSNJ013I

説明: ログ出力バッファーの走査で、バッファーを書き
込む直前に、ログ・データ内に矛盾が検出されました。
'ccc' は、作成された SDUMP に関連する異常終了理由
コードです。 'rrr' は、エラーが検出されたログ RBA
です。
システムの処置: DB2 が終了してダンプがとられ、損
傷を受けたバッファーは、COPY1 または COPY2 のい
ずれのアクティブ・ログ・データ・セットにも書き込ま
れません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 DB2 の終了後、DB2 を始動させてくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 損傷を受けたバッファ
ーは、ログ・データ・セットに書き込まれていないの
で、 DB2 を再始動させることができます。 訂正処置
は不要です。
問題判別: ダンプの DB2 定様式ブロック・セクション
から、 LBCE ブロックのチェーンを突き止めてくださ
い。これらは、ログ・バッファー制御エレメントであっ
て、それぞれの LBCE が、 4KB のログ出力バッファ
ーを 1 つずつ制御します。 LBCE のオフセット X'20'
にある LBCEBUFF は、バッファーを指しています。こ
のバッファーは常に、4KB 境界上にあります。このバ
ッファーの最初のバイトのログ RBA は、そのバッファ
ー自体のオフセット X'FF2' にある、 6 バイト・フィー
ルドに入っています。このバッファーのレイアウトは、
DSNDLCID マッピング・マクロによって記述されま
す。バッファー内の各レコードのヘッダーは、
DSNDLRH マッピング・マクロによって記述されます。
このメッセージから、ログ RBA を含んでいるバッファ
ーを突きとめ、本書の後方に示されている理由コードに
関する記述を参照して、損傷を見つけてください。

接続 ID と相関 ID は、問題を検出したユーザーまたは
アプリケーションを識別しています。同一の接続 ID お
よび相関 ID を示しているメッセージは、同じユーザー
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DSNJ014I

TERMINAL ERROR ccc IN BUFFER
rrr AFTER ACTIVE LOG WRITE.

説明: ログ出力バッファーの走査で、COPY1 アクティ
ブ・ログ・データ・セットへの書き込み後、 COPY2 に
対する書き込みの前に、ログ・データの矛盾が検出され
ました。 'ccc' は、作成された SDUMP に関連する異常
終了理由コードです。 'rrr' は、エラーが検出されたロ
グ RBA です。
システムの処置: DB2 が終了してダンプがとられ、損
傷を受けたバッファーは、 COPY2 データ・セットには
書き込まれません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 示されたログ RBA
を含むブロックは、損傷を受けている可能性がありま
す。アクティブ・ログの COPY1 データ・セットへの書
き込みが完了した時点で、このバッファーにエラーがあ
ることが検出されました。
複式アクティブ・ログが用いられている場合には、ロ
グ・マップ印刷 (DSNJU004) を用いて、アクティブ・ロ
グの両方のコピーについてのアクティブ・ログ・デー
タ・セットをリストしてください。対応する RBA をも
つ COPY2 データ・セットを見つけて、 (アクセス方式
サービス REPRO を用いて) そのデータ・セットを、
COPY1 データ・セットにコピーしてください。 DB2
を始動してください。
単一アクティブ・ログだけが用いられている場合には、
IBM サポート担当員に連絡をとって支援を要求してく
ださい。 DASD への書き込みが完了したあとでバッフ
ァーが損傷を受けた場合には、 DB2 の始動を試みると
成功するかもしれません。
問題判別: ダンプの DB2 定様式ブロック・セクション
から、 LBCE ブロックのチェーンを突き止めてくださ
い。これらは、ログ・バッファー制御エレメントであっ
て、それぞれの LBCE が、 4KB のログ出力バッファ
ーを 1 つずつ制御します。 LBCE のオフセット X'20'
にある LBCEBUFF は、バッファーを指しています。こ
のバッファーは常に、4KB 境界上にあります。このバ
ッファーの最初のバイトのログ RBA は、そのバッファ
ー自体のオフセット X'FF2' にある、 6 バイト・フィー
ルドに入っています。このバッファーのレイアウトは、
DSNDLCID マッピング・マクロによって記述されま
す。バッファー内の各レコードのヘッダーは、
DSNDLRH マッピング・マクロによって記述されます。
このメッセージから、ログ RBA を含んでいるバッファ
ーを突きとめ、本書の後方に示されている理由コードに
関する記述を参照して、損傷を見つけてください。

DSNJ015I

CSRONLY PROHIBITS LOG
ALTERATIONS. RECORD rrr
CREATED ....REPLY Y TO USE, N TO
CANCEL.

説明: DB2 の始動時に、ブートストラップ・データ・
セット内に非アクティブな条件再始動制御レコードがあ
ることが、ロギング・マネージャーによって検出されま
した。この制御レコードが CSRONLY を示しているた
め、ログ・データ・セットは変更されません。 ログ切
り捨てが指定されていた場合には、これがシミュレート
されます。再始動の最初のフェーズ (現在の状況の再作
成) だけが実施されます。 16 進数の ID (rrr) および作
成タイム・スタンプ (yy.ddd hh:mm) により、検出され
たレコードが識別されています。
システムの処置: 'Y' と応答すると、条件再始動が続行
されます。 'N' と応答すると、 DB2 の始動は終了しま
す。
オペレーターの応答: この CSRONLY 処理を続行させ
たい場合には、このメッセージに対して 'Y' と応答して
ください。確信がもてない場合には、システム・プログ
ラマーに連絡をとってください。
システム・プログラマーの応答: 条件付き再始動制御レ
コードは、CSRONLY 処理が終わっても非活動化されま
せん。このレコードを非活動化するためには、このレコ
ードを取り消すか、新しいレコードを作成するかしてく
ださい。詳細については、「DB2 ユニバーサル・データ
ベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド」の第 4
部 (第 1 巻) を参照してください。
DSNJ020I

csect-name RECEIVED REPLY OF N TO
msg-num.SUBSYSTEM STARTUP IS
TERMINATED.

説明: オペレーターが、'msg-num' に対して 'N' と応答
することにより、 DB2 始動を終了させることを選択し
ました。
システムの処置: DB2 は再始動されません。
オペレーターの応答: DB2 を再始動させたい場合に
は、'msg-num' の 'オペレーターの応答' に従ってくださ
い。
DSNJ030I

RBA RANGE startrba TO endrba NOT
AVAILABLE IN ACTIVE LOG DATA
SETS

説明: 以前に発生したエラーが原因で、メッセージ内で
報告された相対バイト・アドレス (RBA) 範囲が入って
いるアクティブ・ログ・データ・セットを、 DB2 で利
用することができなくなっています。ブートストラッ
プ・データ・セット (BSDS) でのこれらのログの状況
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は、 STOPPED になっています。
システムの処置:
す。

DB2 が終了して、ダンプがとられま

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 を回復可能にす
るには、ログ RBA 範囲が利用可能になっている必要が
あります。以前のエラーを訂正してから、メッセージで
報告された RBA 範囲が入っているアクティブ・ログ・
データ・セットを復元してください。

|
|
|
|
|

CORRELATION 名、CONNECTION ID、および
LUWID が組み合わされて、UR に関連するスレッドを
示します。token は LUWID と関連する固有のトークン
番号です。 LUWID が '*' である場合は、スレッドがこ
のシステムで開始したことを示します。

| PLAN NAME および AUTHID は、UR に関連したスレ
| ッドを示します。
|
|
|
|
|

スレッドの作成者にエンド・ユーザー情報が含まれてい
る場合には、DB2 はそのエンド・ユーザーの
ID、TRANSACTION NAME、および WORKSTATION
NAME を表示します。そうでない場合は、これらのフ
ィールドには '*' が入ります。

|
|
|
|

システムの処置: DB2 は処理を続行します。統計クラ
ス 3 がアクティブだと、IFCID 0313 が書き込まれま
す。このメッセージは、しきい値に達するたびに繰り返
されます。

|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: アプリケーション・プ
ログラマーに問い合わせて、これが UR の問題である
かどうかを判別してください。コミットされていない
UR が原因で発生した問題については、DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイ
ド の 第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。

v ログ・データ・セットが回復不能な場合は、DB2 を
条件付きで再始動する必要があります。条件付き再始
動およびログ障害からのリカバリーに関する追加情報
については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部
(第 1 巻) を参照してください。

|
|
|
|
|
|

アプリケーション・プログラムが原因で UR がログ・
レコード数のしきい値に達した場合には、CANCEL
THREAD を使ってその UR を取り消すことができま
す。コミットされていない UR を取り消すと、DB2 は
変更を元に戻します。この処理にかかる時間は、UR が
行った作業量に応じて異なります。

問題判別: このメッセージの前に出されたメッセージを
調べて、DB2 に対してアクティブ・ログ・データ・セ
ットが使用不能になっている理由を判別してください。

| プログラマーの応答: アプリケーションが適切な頻度で
| コミットを行うようにするか、チェックの頻度を減らす
| かどうかを DB2 管理者と相談してください。

v ログ・データ・セットが回復可能な場合は、 BSDS
内のアクティブ・ログ・データ・セット目録を修正し
て、STOPPED 状況をリセットする必要があります。
ログ・マップ印刷ユーティリティー (DSNJU004) を
使って、 BSDS ログ目録のコピーをとってくださ
い。 次に、ログ・インベントリー変更ユーティリテ
ィー (DSNJU003) を使って、 STOPPED と記されて
いるアクティブ・ログ・データ・セットを削除します
(DELETE ステートメントを使用します)。その後で、
そのアクティブ・ログ・データ・セットを再び追加し
ます (NEWLOG ステートメントを使用します)。各ア
クティブ・ログ・データ・セットの開始 RBA および
終了 RBA は、DSNJU003 ユーティリティーを使用し
てログを BSDS に追加し直すときに、NEWLOG ス
テートメントで指定する必要があります。

| DSNJ031I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| 値 nn は累積数で、UR の開始以来書き込まれているロ
| グ・レコードの数を示しています。

csect-name WARNING - UNCOMMITTED
UR HAS WRITTEN nn LOG RECORDS
- CORRELATION NAME = xxxxxxxxxxxx
CONNECTION ID = yyyyyyyy LUWID =
LOGICAL-UNIT-OF-WORK-ID=token
PLAN NAME = xxxxxxxx AUTHID =
xxxxxxxx END USER ID = xxxxxxxx
TRANSACTION NAME = xxxxxxxx
WORKSTATION NAME = xxxxxxxx

説明: このメッセージは、リカバリー単位 (UR) が
COMMIT または ROLLBACK なしで書き込まれるロ
グ・レコード数のしきい値に達したことを示していま
す。このしきい値は、インストール中に定義されたもの
です。
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DSNJ050I

LOAD MODULE DSNJL003 DOES
NOT HAVE RMODE(24) ATTRIBUTE

説明: 示されたロード・モジュールは、必要な
RMODE(24) 属性でリンク・エディットされていませ
ん。
システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに障害を
通知してください。
システム・プログラマーの応答: このモジュールに対す
るすべてのインストール活動および保守活動が、 SMP
を用いて実行されているかどうかを確認してください。
SMP の JCLIN に正しい RMODE 制御ステートメント
が含まれているかどうか、および MVS のデータ機能プ

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNJ070I
ロダクト (DFP) とともに提供されるリンケージ・エデ
ィターが、このリンク・エディットのために SMP によ
って呼び出されているかどうかを確認してください。エ
ラーの原因となった手順または JCL を訂正して、必要
な SMP ジョブを実行し直してください。
問題判別: MVS の保守援助機能 AMBLIST により、
LISTLOAD 機能出力の要約セクションに、リンケー
ジ・エディター・モジュールの属性が示されます。
DSNJ070I

csect-name ARCHIVE LOG DSN PREFIX
NOT IN PROPER FORMAT TO
RECEIVE TIMESTAMP DATA.
TIMESTAMPING OF dsnname
BYPASSED

説明: ユーザーは ZPARM パラメーターを使って、ア
ーカイブ・ログ・データ・セット作成の日付と時刻を、
アーカイブ・ログ・データ・セット名 (DSN) の一部と
して含めるように指定しています。これを達成するため
には、DB2 サブシステムでは、アーカイブ・ログ・デ
ータ・セット名の接頭部の長さが、標準 DATE 形式
(YYDDD) を使用した場合は 19 文字を超えないこと、
または拡張 DATE 形式 (YYYYDDD) を使用した場合
は 17 文字を超えないことが必要です。この接頭部の要
件が満たされていない場合、メッセージに示されたアー
カイブ・ログ・データ・セットの割り振りの直前に、こ
のメッセージが出されます。
システムの処置: アーカイブ・ログ接頭部を使用して、
アーカイブ・ログ・データ・セットが割り振られます。
ただし、アーカイブ・ログ DSN には、ユーザーの要求
通りに日付と時刻は含められません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ログ・アーカイブ機能
の ZPARM パラメーターを変更しなければなりませ
ん。具体的には、TSTAMP フィールドと ARCPFXn フ
ィールドが互いに一致していません。この問題を解決す
るために必要な処置の詳細については、 DB2 インスト
レーション・ガイド の第 2 部にある DSNTIPH パネル
および DSN6ARVP マクロの各項目を参照してくださ
い。
DSNJ071I

csect-name TIMER FAILURE CAUSED
TIMESTAMPING OF ARCHIVE dsname
TO BE BYPASSED

説明: ユーザーは ZPARM パラメーターを使って、ア
ーカイブ・ログ・データ・セット作成の日付と時刻を、
アーカイブ・ログ・データ・セット名 (DSN) の一部と
して含めるように指定しています。しかし、システムか
ら現在の日付と時刻を入手する試みに失敗しました。こ

のメッセージは、メッセージに示されたアーカイブ・ロ
グ・データ・セットの割り振りの直前に出されます。
システムの処置: アーカイブ・ログ接頭部を使用して、
アーカイブ・ログ・データ・セットが割り振られます。
ただし、アーカイブ・ログ DSN には、ユーザーの要求
通りに日付と時刻は含められません。
DSNJ072E

ARCHIVE LOG DATA SET dsname
HAS BEEN ALLOCATED TO
NON-TAPE DEVICE AND
CATALOGED. ZPARM CATALOG
OPTION OF 'NO' HAS BEEN
OVERRIDDEN.

説明: ユーザーは、アーカイブ・ログ DSNZPARM パ
ラメーターを使ってどのアーカイブ・ログ・データ・セ
ットもカタログしないこと (CATLG=NO) を指定してい
ます。しかし、DB2 では、非テープ装置に割り振られ
るアーカイブ・ログ・データ・セットはすべてカタログ
しなければなりません。 'dsname' で示されたアーカイ
ブ・ログ・データ・セットは非テープ装置に割り振られ
ており、したがってカタログされています。ユーザーが
指定した DSNZPARM CATLG の 'NO' という設定が、
一時変更されました。
システムの処置: アーカイブ・ログ・データ・セット
は、非テープ装置に割り振られ、カタログされていま
す。 DSNZPARM CATLG=NO の設定が、一時変更され
ました。 データ・セットがカタログされていること
が、BSDS に反映されています。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: ログ・アーカイブ機能
の DSNZPARM パラメーターを、変更する必要があり
ます。具体的には、ARCHCTLG フィールドと
ARCHDEVT フィールドが互いに一致していません。こ
の問題を解決するために必要な処置の詳細については、
DB2 インストレーション・ガイド の第 2 部にある
DSNTIPA パネルおよび DSN6ARVP マクロの各項目を
参照してください。
DSNJ073I

LOG ARCHIVE UNIT ALLOCATION
FAILURE DETECTED, RETURN
CODE=nnnn.ALLOCATION OR
OFF-LOAD OF ARCHIVE LOG DATA
SET MAY FAIL.

説明: 新規のアーカイブ・ログ・データ・セットを動的
に割り振るために SVC99 テキスト項目を作成している
ときに、装置の割り振り障害が検出されました。 この
メッセージは、 IFCID 320 のトレースがアクティブで
あるときのみ生成されます。メッセージ内の 'nnnn' で
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DSNJ073I
示される理由コードによって、問題の内容を次のように
明確に知ることができます。
4 (X'04')
アーカイブ・ログ・データ・セットの割り振り
先の装置タイプ (装置名) を、ユーザーが DB2
システム・パラメーター内で指定しています。
UCB を装置タイプ (装置名) に見付けることが
できません。
8 (X'08')
アーカイブ・ログ・データ・セットの割り振り
先の装置タイプ (装置名) を、ユーザーが DB2
システム・パラメーター内で指定しています。
この装置タイプ (装置名) が、MVS 適格装置テ
ーブル (EDT) 内に見つかりません。
32 (X'20')
DB2 は、ZPARM に指定された装置タイプ (装
置名) に対応する装置のリストを獲得できまし
た。 しかし、このリストにテープ装置と非テ
ープ装置が混在していると DB2 が判断しまし
た。
40 (X'28')
ユーザーが ZPARM に指定した装置タイプ (装
置名) は有効です。しかし、指定された装置タ
イプ (装置名) と現在関連付けられている装置
が 1 つもありません。
44 (X'2C')
ユーザーが ZPARM に指定した装置タイプ (装
置名) は有効です。しかし、’storage' ボリュー
ム使用属性をもつ使用可能な DASD ボリュー
ムが存在しません。
48 (X'30')
CVT は、UCB サービスが使用可能でないこと
を示します。
システムの処置: DB2 がこのメッセージを出すのは、
SVC99 テキスト項目が作成された後で、かつ新しいア
ーカイブ・ログ・データ・セットが割り振られる前で
す。 エラーが発生した結果、標準のデフォルト値を使
って、アーカイブ・ログ・データ・セットの動的割り振
りが試みられます。通常は、この標準のデフォルト値は
受け入れられます。しかし、割り振りに失敗したり、あ
るいはそれ以降のオフロードによって望ましくない処理
結果がもたらされることがあります。 たとえば、次の
ようになります。
v このアーカイブ・データ・セットに対して SVC99 が
出されると、割り振りエラー (DSNJ103I) が起こるこ
とが、戻りコード 4 または 44 (X'2C') から事前にわ
かります。

のボリューム・カウントを使用し、非テープ装置に書
き込むときは、標準の MVS ボリューム・カウントの
デフォルトである 5 ボリュームを使用します。上記
のようなエラーのほとんどの場合、データ・セットが
割り振られる先の装置タイプを、 DB2 サブシステム
が判別することは不可能になります。そのため、ボリ
ューム・カウントに関しては、標準の MVS デフォル
トが想定されます。データ・セットがテープ装置に正
常に割り振られていて、しかもアーカイブ・データ・
セットに 6 つ以上のボリュームが使用されるような
データの量になっている場合には、6 番目のテープ・
ボリュームに書き込みを行おうとすると、オフロード
処理に対して、メッセージ IEC028I とともに MVS
ABEND 837-08 が出されます。
v 直接アクセス装置に対するオフロード処理が、失敗す
ることがあります。直接アクセス装置に新しいアーカ
イブ・ログ・データ・セットを割り振る場合、 DB2
サブシステムはマルチボリュームのアーカイブ・ロ
グ・データ・セットを扱えるように装置カウントを使
用します。上記のようなエラーのほとんどの場合、デ
ータ・セットが割り振られる先の装置タイプを、
DB2 サブシステムが正しく判別することができなく
なる可能性があります。そのため、装置カウントに関
しては、標準のデフォルト (1) が想定されます。直接
アクセス装置にデータ・セットが正常に割り振られて
も、オフロード処理時にこのデータ・セットを別の装
置に拡張する必要が生じた場合には、オフロード処理
に対して MVS B37 (スペース不足) ABEND が出さ
れ、このアーカイブ・ログ・データ・セットの割り振
りが解除されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: メッセージ内で示され
た戻りコードに従って、次のような処置が必要になりま
す。
4 (X'04') または 8 (X'08')
最も可能性の高い原因としては、アーカイブ・
ログ ZPARM(DSNTIPA パネル) に間違った指
定を行ったことが考えられます。 DEVICE
TYPE フィールドを訂正してください。アーカ
イブ・ログ ZPARM の DEVICE TYPE フィー
ルドに間違いがないように思われる場合には、
EDT を検査して、ZPARM に指定されている
非公式装置名または総称装置名が、実際に
EDT に含まれるようにしてください。それ以
降のオフロード処理では、割り振り障害
(DSNJ103I) のために、それまでは保存するこ
とができなかったログ・データが、保存される
ようになります。

v テープに対するオフロード処理が失敗することがあり
ます。 DB2 は、テープに割り振りを行うときは 20
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32 (X'20') または 40 (X'28')
この状況を解決するには、アーカイブ・ログ
DEVICE TYPE ZPARM を変更して、同種の装
置を含んでいる装置タイプ (装置名) を使用す
るようにするか、あるいはシステム生成によっ
て、装置タイプ (装置名) と関連する装置リス
トを修正して、同種装置のリストを提供するよ
うにしてください。
44 (X'2C')
この状況を解決するには、MVS 取り付けコマ
ンドを出して、取り付け済みの 'private' ボリュ
ームのボリューム使用属性を、 'storage' に変更
してください。この問題が繰り返し発生する場
合には、ボリューム使用属性 'storage' をもつ永
続的な常駐ボリュームを、非公式装置名または
総称装置名に追加するためにシステム生成を行
うか、あるいは、DEVICE TYPE(DSNTIPA イ
ンストール・パネル) に別の非公式装置名また
は総称装置名が使われるようにするために、
ZPARM を変更する必要があるかもしれませ
ん。
48 (X'30')
UCB サービスは、MVS/ESA バージョン 4.1
(HBB4410) で使用可能になります。
DSNJ097E

csect-name LOG TRUNCATION BY
ENDLRSN IS ONLY VALID IN DATA
SHARING.

説明: ENDLRSN がアクティブな条件付き再始動制御
レコードで指定されましたが、この DB2 はデータ共用
グループのメンバーではありません。
システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: CRESTART CANCEL
パラメーターを指定してログ・インベントリー変更
(DSNJU003) ユーティリティーを実行し、条件付き再始
動制御レコードを取り消してください。DB2 を再始動
してください。
DSNJ098E

csect-name CRCR ENDLRSN OF rrr IS
xxx THAN ANY KNOWN LRSN, NO
TRUNCATION WILL OCCUR

説明: アクティブ・ログまたはアーカイブ・ログのいず
れかに認識されている LRSN 値の範囲内に CRCR
ENDLRSN が存在しないため、切り捨てることができま
せん。 rrr は、アクティブ・レコード内で指定された終
了 LRSN です。xxx は、 HIGHER または LOWER の

いずれかになります。HIGHER の場合、 CRCR
ENDLRSN は、ログ・データ・セットに書き込まれた最
後のレコードの LRSN よりも高くなっています。
LOWER は、 CRCR ENDLRSN が最も古いアーカイ
ブ・データ・セットの開始 LRSN より低いことを意味
します。
システムの処置: DB2 の始動は終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 条件付き再始動制御レ
コード内で指定された ENDLRSN 値が正しいことを確
認してください。誤っている場合は、 CRESTART
CANCEL パラメーターを指定してログ・インベントリ
ー変更 (DSNJU003) ユーティリティーを実行し、条件付
き再始動を取り消してください。ログ切り捨てが必要な
場合は、正しい ENDLRSN を指定して DSNJU003 ユー
ティリティーを実行してください。 DB2 を再始動して
ください。
DSNJ099I

LOG RECORDING TO COMMENCE
WITH STARTRBA=...

説明: このメッセージは、DB2 の始動時に、ロギン
グ・マネージャーが初期設定されたときに生成されま
す。 STARTRBA=value キーワードで指定された値は、
DB2 アクティブ・ログ・データ・セットに記録される
ログ・データの次のバイトの RBA です。この情報は、
後で条件付き再始動のときに必要となることがありま
す。
このメッセージの前には、1 つの DSNJ001I メッセージ
(単式ロギングの場合) または 2 つの DSNJ001I メッセ
ージ (複式ロギングの場合) が出されます。
システム・プログラマーの応答: 不要。ただし、リカバ
リーが必要になった場合には、ログ・インベントリー変
更ユーティリティー (DSNJU003) への入力に、このメッ
セージの情報が必要になることがあります。
DSNJ100I

csect-name ERROR OPENING BSDSn
DSNAME=..., ERROR STATUS=eeii

説明: ロギング・マネージャーの初期設定または
-RECOVER BSDS コマンドによって、指定されたブー
トストラップ・データ・セット (BSDS) をオープンする
ことができません。 BSDSn は、オープンできなかった
データ・セットのログ始動 JCL 内の DD 名に対応しま
す。 'n' の値は 1 または 2 です。 BSDS またはログ
障害からのリカバリーについては、DB2 ユニバーサル・
データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド
の第 4 部 (第 1 巻)を参照してください。
システムの処置: このエラーが初期設定時に起こった場
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DSNJ101E
合には、BSDS がないためにログ・データ・セットの判
別も割り振りも不可能なので、 DB2 始動を終了させな
ければなりません。このエラーが -RECOVER BSDS 処
理の途中で起こった場合には、このコマンドが終了し、
システムは単式 BSDS モードで続行されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: オープンできなかった
BSDS をリカバリーしてください。 通常、複式 BSDS
が使用されている場合には、残されている正常な BSDS
のコピーをとることによってリカバリーが行われます。
問題判別: 'error status' には、'ee' に VSAM オープン
戻りコードが含まれ、また 'ii' には VSAM オープン理
由コードが含まれています。 VSAM オープンの戻りコ
ードと理由コードのリスト、および訂正処置のために必
要なステップについては、「DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets」を参照してください。
DSNJ101E

csect-name CRCRERBA OF rrr IS xxx
THAN ANY KNOWN RBA, BUT COLD
START WAS NOT SPECIFIED

説明: CRCR 終了 RBA が、アクティブ・ログまたは
アーカイブ・ログに認識されている RBA 値の範囲内に
ないため、切り捨てを行うことができません。 'rrr'
は、アクティブ・レコードで指定された終了 RBA で
す。 'xxx' は、 HIGHER または LOWER のいずれかに
なります。HIGHER の場合には、最も新しいアクティ
ブ・ログ・データ・セットの終了 RBA よりも、
CRCRERBA が高い値になっています。 LOWER の場
合には、最も古いアーカイブ・データ・セットの開始
RBA よりも、CRCRERBA が低い値になっています。
システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 最も可能性が高いの
は、要求された RBA を含んでいるアーカイブ・ログ・
データ・セットが、ログ・インベントリー変更
(DSNJU003) ユーティリティーによってブートストラッ
プ・データ・セット (BSDS) から削除されている場合で
す。以前に実行されたマップ印刷の出力を見つけて、抜
けている RBA を含むデータ・セットを識別してくださ
い。このデータ・セットがその後再使用されていない場
合には、 DSNJU003 ユーティリティーを実行して、こ
のデータ・セットをログ・データ・セットの目録の中に
加えてください。 DB2 を再始動してください。

DSNJ102I

LOG RBA CONTENT OF LOG DATA
SET DSNAME=..., STARTRBA=...,
ENDRBA=..., DOES NOT AGREE
WITH BSDS INFORMATION

説明: 指定されたデータ・セットに関する BSDS で示
されているログ RBA の範囲が、このデータ・セットの
内容と一致していません。このメッセージは、ログ・イ
ンベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリティーが正し
く使用されていないか、または下位レベルのボリューム
が使用されていることを示しています。
システムの処置: DB2 の始動処理が終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: ログ・マップ印刷
(DSNJU004) ユーティリティーとログ・インベントリー
変更 (DSNJU003) ユーティリティーを用いて、 BSDS
をログ・データ・セットと一致させてください。
DSNJ103I

csect-name LOG ALLOCATION ERROR
DSNAME=dsname, ERROR
STATUS=eeeeiiii, SMS REASON
CODE=ssssssss

説明: DSNAME=keyword で示されたアクティブまたは
アーカイブ・ログ・データ・セットを割り振ろうとして
いたときに、ロギング・マネージャーでエラーが検出さ
れました。 STATUS=keyword は、MVS 動的割り振り
(SVC99) によって戻されたエラー理由コードを表してい
ます。
このメッセージの前に、メッセージ DSNJ073I が出され
ることがあります。
システムの処置: この後でロギング・マネージャーがと
る処置は、関連するデータ・セットのタイプによって異
なります。
アクティブ・ログ・データ・セットの場合、ロギング・
マネージャーの初期設定中にエラーが起こったのであれ
ば、DB2 の始動は終了します。アクティブ・ログ・デ
ータ・セットのコピーが 2 つ定義されていても、この
メッセージは 1 回しか表示されません。
アーカイブ・ログ・データ・セットの場合、アーカイ
ブ・ログ・データ・セットのコピーが 2 つ定義されて
いれば、残りのアーカイブ・ログ・データ・セットで処
理が続行されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

# システム・プログラマーの応答: このメッセージのエラ
# ー状況の部分には、 SVC99 要求ブロックから戻された
# 2 バイトのエラー・コード (S99ERROR) と 2 バイトの
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DSNJ104I
#
#
#
#
#
#
#
#
#

情報コード (S99INFO) が連続して含まれています。
S99ERROR コードが SMS 割り振りエラー (97XX) を
示している場合は、 'ssssssss' に、S99ERSN から得られ
た追加の SMS 理由コード情報が入れられます。
SVC99 コードの説明については、「OS/390 MVS
Programming: Authorized Assembler Services Guide」を参
照してください。その他の SMS 理由コードは、
「DFSMS/MVS: Diagnosis Reference for DFSMSdfp」に
記載されています。
アクティブ・ログ・データ・セットの場合は、 DB2 の
初期設定中に問題が発生したのであれば、次のいずれか
の方法によって問題を解決することができます。
v STATUS=keyword で示されたアクティブ・ログ・デ
ータ・セットに関連するエラーを解決する。
v AMS を使用して、このアクティブ・ログ・データ・
セットの別のコピーを作成する。
v ログ・インベントリー変更ユーティリティー
(DSNJU003) を使用して、BSDS を更新する。

ィーを用いて、現在のアクティブ・ログ・データ・セッ
ト目録の内容を印刷したのち、以下のいずれか の処置
をとってください。
v BSDS にリストされているが、実際に DASD に割り
振られていない各アクティブ・ログ・データ・セット
について、アクセス方式サービスを用いて、アクティ
ブ・ログ・データ・セットを割り振る。アクティブ・
ログ・データ・セットのためのアクセス方式サービス
のコマンド構文は、 DSNTIJIN インストール・ジョ
ブ・ストリームにあります。
v ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリ
ティーの DELETE ステートメントを使って、誤った
アクティブ・ログ・データ・セット名を削除してか
ら、 NEWLOG ステートメントを使って、正しい名
前をアクティブ・ログ・データ・セット目録に追加す
る。 NEWLOG ステートメントに指定する名前は、
DASD に割り振られた実際の DB2 アクティブ・ロ
グ・データ・セットの名前と同じでなければなりませ
ん。

v DB2 を再始動する。
アーカイブ・ログ・データ・セットの場合
v データ・セットへの書き込みを行う目的で割り振りを
試みていたときに問題が発生した場合は、即時処置は
必要ありません。ただし、SVC99 エラー (メッセー
ジの STATUS 値で示されている) を解決できない
と、将来のオフロードがすべて同じエラーのために失
敗する可能性があるので、最終的にはアクティブ・ロ
グ内の使用可能なスペースが使い尽くされてしまう結
果を招くことがあります (DSNJ111E)。
v データ・セットの読み取りを行う目的で割り振りを試
みていたときに問題が発生した場合は、問題を判別し
てから、ログ・インベントリー変更ユーティリティー
(DSNJU003) の DELETE 機能を使って、アーカイ
ブ・ログ・データ・セットを BSDS アーカイブ・ロ
グ目録から削除してください。 その後、 NEWLOG
機能を使って、正しいボリュームおよび装置を指定し
て、データ・セットをアーカイブ・ログ目録にもう一
度付け加えます。
ログ障害からのリカバリーに追加情報が必要な場合に
は、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版およ
び z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻)を参照し
てください。
このメッセージは、ユーザー・エラーがあった場合にも
出されることがあります。 STATUS=keyword に
'17080000' の値が示されている場合は、そのシステムで
は 1 つまたは複数のアクティブ・ログ・データ・セッ
トを BSDS に定義しているかもしれませんが、DASD
に割り振っていない可能性があります。この状況を訂正
するには、ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリテ

DSNJ104I

csect-name RECEIVED ERROR STATUS
nnn FROM macro-name FOR DSNAME
dsname

説明: DB2 がマクロ 'macro-name' を出しているとき
に、エラーが起こりました。示されたマクロからの戻り
コードによって、エラー状況が示されています。
v VSAM データ・セットの OPEN の場合、アクセス方
式サービス制御ブロックのエラー・フィールド内の戻
りコードが、エラー状況値としてこのメッセージに含
められます。これらの値の定義については、該当の
VSAM 資料を参照してください。
v 非 VSAM データ・セットの OPEN の場合、エラー
状況にはゼロが示されます。
v MMSRV エラーの場合、エラー状況には、メディア管
理プログラム・サービスが戻すエラー情報が入れられ
ます。 MMSRV CATUPDT 障害が発生してアクティ
ブ・ログ・データ・セットの切り捨てが試みられた場
合、 DB2 はそのログ・データ・セットを利用するこ
とができず、そのログ・データ・セットの状況は、
BSDS 内では 'STOPPED' としてフラグが付けられま
す。
v VSAM OPEN エラーおよび MMSRV エラーの場合、
このメッセージの前に、発生したエラーを定義する
IEC161I メッセージが出されます。
v アーカイブ・ログ・データ・セットの PROTECT の
場合、戻りコードは DADSM PROTECT から戻され
ます。 MMSRV 戻りコードの説明については、該当
の MVS 資料を参照してください。
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DSNJ105I
v アーカイブ・ログ・データ・セットの CLOSE の場
合、戻りコードは、 CLOSE 処理時に受け取った異常
終了に関する TCB 完了コードです。通常は、この異
常終了に先立って、エラーを定義する IEC210I また
は IEC212I メッセージが出されます。
v EDTINFO および UCBLOOK エラーの場合、最初の
2 バイトには戻りコードが、 2 番目の 2 バイトには
理由コードがあります。
ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
システムの処置: ロギング・マネージャーの初期設定中
にこの条件が検出された場合には、DB2 の始動は終了
します。初期設定後にエラーが発生し、オフロードまた
は入力操作のためにこのデータ・セットが必要であれ
ば、DB2 の処理が続行されます。このデータの 2 番目
のコピーが使用可能であれば、DB2 は、 2 番目のデー
タ・セットの割り振りおよびオープンを試みます。
アクティブ・ログ・データ・セットとして用いるために
このデータ・セットが必要であれば、ロギング・マネー
ジャーは失敗した要求を再試行します。この再試行が失
敗した場合、DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

いてアーカイブ・ログ・データ・セットの割り振りが失
敗した場合、ZPARM 内のアーカイブ UNIT 名が正しい
ことを検証してください。
DSNJ105I

csect-name LOG WRITE ERROR
DSNAME=..., LOGRBA=..., ERROR
STATUS=ccccffss

説明: ロギング・マネージャーが、示されたアクティ
ブ・ログ・データ・セットの中から、書き込みエラーを
検出しました。 'csect-name' が DSNJW107 である場
合、このエラーは、アクティブ・ログ・データ・セット
にログ・バッファーを書き込んでいるときに発生したも
のです。 'csect-name' が DSNWJ207 である場合、この
エラーは、ログ・データを書き込む前に、次の制御域を
プリフォーマット設定しているときに発生したもので
す。
エラー状況の部分には、メディア管理プログラムによっ
て戻されたエラー情報が、 'ccccffss' の形式で示されま
す。ここで、'cccc' はエラーを記述する 2 バイトの戻り
コードであり、 'ff' はエラーを検出した機能ルーチンを
定義する 1 バイトのコードであり、また、'ss' はエラー
の一般的なカテゴリーを定義する 1 バイトの状況コー
ドです。 MMCALL 戻りコードの説明については、該
当の MVS 資料を参照してください。

システム・プログラマーの応答: 初期設定中にこのエラ
ーが発生した場合、ご使用のシステムでは、このデー
タ・セットを使用できるようにするか、あるいは、この
データ・セットの別のコピーを用意して、新しいデー
タ・セットを示すように BSDS を変更しなければなり
ません。

複式アクティブ・ロギング・オプションが選択されてい
る場合、ロギング・マネージャーは、このコピーのため
に、次のデータ・セットに切り替えます。次のデータ・
セットが準備されていない場合には、ロギング・マネー
ジャーは一時的に単式ロギング・モードに入り、エラー
が検出されたデータ・セットの代わりに代替データ・セ
ットを割り振ります。可能なかぎり早く、複式ロギング
が再開されます。

DB2 の処理中にこのエラーが発生した場合には、戻り
コードを調べたうえで問題を訂正するための適切な処置
をとって、あとでこのデータ・セットを使えるようにす
るか、あるいは、ログ・インベントリー変更ユーティリ
ティーによって (DSNJU003) このデータ・セット項目を
BSDS から除去できるようにする必要があります。

単式アクティブ・ロギング・オプションが選択されてい
て、しかも次のデータ・セットが準備されていない場合
には、ロギング・マネージャーは、そのデータ・セット
が使用可能になるのを待ちます。この場合、代替デー
タ・セットが出力を受け入れる準備が整うまで、ログ書
き込みは禁止されます。

このエラーを PROTECT から受け取った場合、
PASSWORD データ・セットに問題がある可能性があり
ます。該当の DADSM 資料を参照して、問題の原因を
判別する必要があります。問題が訂正されたら、エラー
を受け取ったアーカイブ・ログ・データ・セットが、
PASSWORD データ・セットに追加されていることを確
認する必要があります。これらのアーカイブ・ログ・デ
ータ・セットが PASSWORD データ・セットに追加さ
れていないと、これらのデータ・セットの OPEN を試
みたときに、アーカイブ読み取りが失敗に終わります。

システムの処置:
ください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの「説
明」を参照してください。

EDTINFO または UCBLOOK からエラーを受け取って
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DSNJ106I

LOG READ ERROR DSNAME=...,
LOGRBA=..., ERROR
STATUS=ccccffss

説明: ロギング・マネージャーが、アクティブ・ログ・
データ・セットを読み取っているときに、エラーを検出
しました。 'error status' には、メディア管理プログラム
によって戻されたエラー情報が、 'ccccffss' の形式で示
されます。ここで、'cccc' はエラーを記述する 2 バイト
の戻りコードであり、 'ff' はエラーを検出した機能ルー
チンを定義する 1 バイトのコードであり、また、'ss' は
エラーの一般的なカテゴリーを定義する 1 バイトの状
況コードです。
システムの処置: 別のログ・データ・セットにデータが
入っている場合、ロギング・マネージャーは、代替ソー
スからデータの読み取りを試みます。代替ソースが使用
できない場合、ロギング・マネージャーはログ・データ
を要求しているプログラムに対して、読み取りエラー戻
りコードを戻します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ご使用のシステムが複
式ロギングを用いている場合、要求された RBA は、お
そらく対応する複式アクティブ・ログ・データ・セット
から取り出されているはずです。即座に処置をとる必要
はありません。ただし、このエラーが頻繁に発生する場
合、もしくはシステムが単式ロギングを用いている場合
には、処置を即座に行う必要があるかもしれません。
この状態はメディア・マネージャーがエラーを検出した
ことを示している可能性があるので、「DFSMS/MVS:
Diagnosis Reference for DFSMSdfp」を参照して、メディ
ア・マネージャーの戻りコードの説明をお読みくださ
い。これらのコードに基づいて訂正処置をとってくださ
い。
不良のデータ・セットを、ログ・データが入った新しい
データ・セットで置き換え、ログ・インベントリー変更
ユーティリティー (DSNJU003) の NEWLOG 操作を使
って、この新しいデータ・セットを反映するように
BSDS を更新する必要があるかもしれません。
ログ障害からのリカバリーに関する追加情報について
は、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版およ
び z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻)を参照し
てください。
このメッセージは、ユーザー・エラーがあった場合にも
出されることがあります。 DSNAME=keyword に関連す
るデータ・セット名が抜けていて、 STATUS=keyword
に '00180408' または '00100408' の値が示されている場
合は、そのシステムでは複式ロギングが使用されている
にもかかわらず、 BSDS に定義されているアクティ

ブ・ログ・データ・セットは 1 組しかありません。こ
の条件を解決するには、次のいずれか を行ってくださ
い。
v アクセス方式サービスを使って 2 組目のアクティ
ブ・ログ・データ・セットを定義し (まだ定義されて
いなければ)、ログ・インベントリー変更ユーティリ
ティー (DSNJU003) の NEWLOG 操作を使って、
BSDS ログ目録を更新する。
v ログ・パラメーター ZPARM をリセットして、単式
ロギングが示されるようにする。これは、DSN6LOGP
ZPARM 内の TWOACTV パラメーターを NO にセ
ットすることによって行えます。
DSNJ107I

READ ERROR ON BSDS DSNAME=...
ERROR STATUS=...

説明: ロギング・マネージャーが、示されたブートスト
ラップ・データ・セットを読み取っているときに、エラ
ーを検出しました。 ERROR STATUS の部分には、
VSAM の戻りコードとフィードバック・コードが示さ
れています。これは 2 バイトのフィールドで、最初の
バイトには 16 進数の戻りコード、 2 番目のバイトに
は 16 進数のフィードバック・コードが含まれていま
す。 VSAM の戻りコードおよび理由コードの説明につ
いては、該当の MVS 資料を参照してください。
BSDS またはログ障害からのリカバリーに関する詳細に
ついては、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390
版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を
参照してください。
システムの処置: 複式 BSDS が使用可能であれば、ロ
ギング・マネージャーは、別の BSDS から読み取りを
試みます。 2 番目の BSDS からの読み取りが失敗した
場合、あるいは BSDS が 1 つしか存在しない場合に
は、 BSDS へのアクセスを行ったログ要求に対して、
エラー・コードが戻されます。
始動時に読み取りエラーが検出された場合、ユーザーが
機能しないモードで操作するのを防止するために、DB2
の初期設定処理は終了します。ユーザーは、この問題を
解決するための処置を取る必要があります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 読み取りエラーによっ
て生じた条件に応じて、BSDS の置き換えまたは修復が
必要になることがあります。 BSDS を置き換える場合
には、不良の BSDS をまず削除してから、同じ名前お
よび属性を用いて新しい BSDS を定義してください。
新しい BSDS に対して新しい名前を用いる場合には、
ログ始動 JCL を変更して、新しい BSDS 名を指定して
ください。
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DSNJ108I
WRITE ERROR ON BSDS DSNAME=...
ERROR STATUS=...

義してください。 DB2 の -RECOVER BSDS コマンド
を入力して、複式 BSDS モードを設定し直してくださ
い。

説明: ロギング・マネージャーが、示されたブートスト
ラップ・データ・セットに書き込みを行っているとき
に、エラーを検出しました。 ERROR STATUS の部分
には、VSAM の戻りコードとフィードバック・コード
が示されています。これは 2 バイトのフィールドで、
最初のバイトには 16 進数の戻りコード、 2 番目のバ
イトには 16 進数のフィードバック・コードが含まれて
います。 VSAM の戻りコードおよび理由コードの説明
については、該当の VSAM 資料を参照してください。

複式 BSDS モードが用いられていない場合には、 DB2
サブシステムをシャットダウンした上で、BSDS をオフ
ラインでリカバリーしなければなりません。この場合、
上記のアクセス方式サービス・ジョブを実行して、フル
となったデータ・セットの名前を変更し、より大きなデ
ータ・セットを定義してください。次に、アクセス方式
サービスの REPRO ジョブを実行して、フルになった
BSDS を新しい BSDS にコピーしてください。

DSNJ108I

システムの処置: 複式 BSDS が使用可能であれば、ロ
ギング・マネージャーは、残された正常な BSDS を用
いて単式 BSDS モードに入ります。それ以外の場合に
は、BSDS へのアクセスを行ったログ要求に対して、エ
ラー・コードが戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 複式 BSDS モードが
用いられている場合には、オフラインのアクセス方式サ
ービス・ジョブを実行してエラーのある BSDS の名前
を変更し、同じ名前の新しい BSDS を定義してくださ
い。 その後で、ロギング・マネージャーの -RECOVER
BSDS コマンドを入力して、複式 BSDS モードを設定
し直してください。
複式 BSDS モードが用いられていない場合には、DB2
サブシステムをシャットダウンした上で、バックアッ
プ・コピーから BSDS をリカバリーしなければなりま
せん。 BSDS をリカバリーするためには、ログ・イン
ベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリティーを使用し
てください。
DSNJ109I

OUT OF SPACE IN BSDS DSNAME=...

説明: 示されたブートストラップ・データ・セットに
は、これ以上スペースがありません。スペース不足条件
が検出された操作は、正常に完了していません。

DSNJ110E

LAST COPYn ACTIVE LOG DATA
SET IS nnn PERCENT FULL

説明: このメッセージは、使用可能な最後のアクティ
ブ・ログ・データ・セットのうちの 5% が埋まっている
ときに出されます。このメッセージは、さらにデータ・
セット・スペースの 5% が埋まるごとに表示されます。
システムの処置: このメッセージが出されるたびに、オ
フロード処理が再試行されます。この状況が訂正されな
いと、活動ログ・データ・スペースは全部埋まり、メッ
セージ DSNJ111E が出されて、DB2 オンライン処理は
停止します。
オペレーターの応答: この条件を解消するには、他の待
機中のオフロード・タスクを完了させるための処置をと
らなければなりません。オフロード処理を完了させるこ
とによって、アクティブ・ログ・データ・セットが利用
可能 (再使用可能) になれば、DB2 ログ処理を続けるこ
とができます。
MVS 表示システム要求 コマンド (たとえば、D R,L )
を実行して、ログ・オフロード処理に関する未解決要求
を要求してください。 未解決の要求があればそれを満
たすために必要な処置をとって、オフロードが続行され
るようにしてください。オフロードを正常に完了できな
かったり、オフロードを開始できない場合には、システ
ム・プログラマーに通知してください。

システムの処置: 複式 BSDS が使用可能であれば、ロ
ギング・マネージャーは、残された正常な BSDS を用
いて単式 BSDS モードに入ります。それ以外の場合に
は、BSDS へのアクセスを行ったログ要求に対して、エ
ラー・コードが戻されます。

システム・プログラマーの応答: オフロード処理が失敗
する原因となった問題を訂正するか、あるいはアクティ
ブ・ログ・データ・セットをさらに追加するかしてくだ
さい。後者の処置では、DB2 を停止させて、ログ・イ
ンベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリティーを実行
させる必要があることに注意してください。

オペレーターの応答:
てください。

アクティブ・ログ・データ・スペースが不足する原因と
しては、次のことが考えられます。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 複式 BSDS モードが
用いられている場合には、オフラインのアクセス方式サ
ービス・ジョブを実行して、一杯になった BSDS の名
前を変更し、同じ名前のより大きな新しい BSDS を定
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v 過度のロギング。 たとえば、同時にログを要求して
いるユーザーが多すぎるか、あるいは LOG(YES) を
指定しているユーティリティーが多すぎます。
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DSNJ111E
v オフロードの遅延または低速。 たとえば、アーカイ
ブ・ボリュームの取り付けの失敗、オフロード・メッ
セージへの正しくない応答、または装置の速度が遅い
などです。
v -ARCHIVE LOG コマンドの過度の使用。 -ARCHIVE
LOG コマンドが呼び出されるたびに、DB2 サブシス
テムは新しいアクティブ・ログ・データ・セットに切
り替え、アクティブ・ログのオフロードを開始しま
す。アクティブ・ログのコピー内にアクティブ・ロ
グ・データ・セットが 1 つしか残されていない場合
には、 -ARCHIVE LOG コマンドは処理されません
が (DSNJ319I を参照)、このコマンドを過度に使用す
ると、現在のアクティブ・ログ・データ・セットを除
くアクティブ・ログ内のすべてのスペースを使い尽く
してしまう可能性があります。

DSNJ112E

csect-name INSUFFICIENT ACTIVE LOG
DATA SETS DEFINED IN BSDS

説明: DB2 を始動させるのに必要な十分なアクティ
ブ・ログ・データ・セットが、 BSDS 内に定義されて
いません。この条件は、通常、次のいずれかの理由によ
り起こります。
v アクティブ・ログ・コピー・セットのうちの 1 つに
対して、 2 個未満のデータ・セットしか定義されて
いない。
v DSN6LOGP によって DB2 初期設定パラメーターの
中で TWOACTV=YES が指定されているにもかかわ
らず、アクティブ・ログの 2 つのコピーのためのデ
ータ・セットが BSDS で定義されていない。

v オフロードの失敗。「オペレーターの応答」を参照し
てください。

v アクティブ・ログ・コピー・セットのうちの 1 つに
対して、使用可能な (STOPPED としてフラグが付け
られていない) データ・セットが 2 個未満である。

v 不十分なアクティブ・ログ・スペース。「オペレータ
ーの応答」を参照してください。

システムの処置: DB2 の始動は終了します。

v オフロード・タスクが機能していない。 -ARCHIVE
LOG CANCEL OFFLOAD コマンドを出し、オフロー
ド・プロセスを異常終了させて、再始動してくださ
い。
DSNJ111E

OUT OF SPACE IN ACTIVE LOG
DATA SETS

説明: オフロード処理の遅延が原因で、すべてのアクテ
ィブ・ログ・データ・セットの利用可能なスペースが、
すべて使い尽くされました。 DB2 リカバリー・ログは
続行できません。
システムの処置: DB2 ロギング・マネージャーは、使
用可能なデータ・セットが用意されるのを待ちます。
オペレーターの応答: MVS 表示システム要求 コマン
ド (たとえば、D R,L) を実行して、ログ・オフロード
処理に関する未解決要求が存在しないようにしてくださ
い。未解決の要求があればそれを満たすために必要な処
置をとって、オフロードが続行されるようにしてくださ
い。
システム・プログラマーの応答: オフロードに必要なリ
ソースの欠如によってこの遅延が生じていた場合には、
必要なリソースを使用可能にしてオフロードが完了でき
るようにして、ログを続行できるようにしなければなり
ません。 この条件からのリカバリーに関する追加情報
については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第
1 巻)にある DB2 システム・リソースの障害およびアク
ティブ・ログの障害に関する説明を参照してください。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ログ・インベントリー
変更 (DSNJU003) ユーティリティーを用いて、 BSDS
で定義されたアクティブ・ログ・データ・セットの数
が、 DSN6LOGP で指定されたパラメーターと一致する
ようにしてください。 'STOPPED' としてフラグが付け
られているログ・データ・セットは、 DB2 によって再
使用されません。 (再定義するか、ログの別のコピーか
らリカバリーさせるかのいずれかの方法で）これらのデ
ータ・セットをリカバリーさせ、ログ・データ・セット
をいったん削除してから、 (DSNJU003 を使って）適切
な RBA で BSDS に追加し直すことによって、
STOPPED 状況を解消しなければなりません。 DB2 を
再始動してください。
DSNJ113E

csect-name log-type log-value NOT IN
ANY ACTIVE OR ARCHIVE LOG
DATA SET.CONNECTION-ID=aaaaaaaa,
CORRELATION-ID=aaaaaaaa,
MEMBER-ID=member-id

説明: この log-value と log-type (RBA または LRSN)
で始まるログを読み取る要求がなされました。しかし、
示されているメンバーのアクティブまたはアーカイブの
いずれのログ・データ・セットでもログ値を検出するこ
とができません。 member-id には障害時にログが要求
されていたデータ共用メンバーの ID、または、またデ
ータ共用がアクティブでない場合にはゼロが含まれま
す。接続 ID と相関 ID は、問題を検出したユーザーま
たはアプリケーションを識別しています。 '0nn' で始ま
る相関 ID ('nn' は 01 〜 28) は、システム・エージェ
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DSNJ114I
ントを示します。ログ障害からのリカバリーに関する詳
細については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第
1 巻) を参照してください。
システムの処置: 読み取られていたログ・レコード、お
よびその理由によっては、ロギング・マネージャーが理
由コード '00D1032A' で異常終了することがあります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

ージ DSNJ103I が出されています。
システムの処置:

オフロードは、後で試みられます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: メッセージ DSNJ103I
のエラー状況情報を調べてください。データ・セット割
り振りの失敗の原因となった条件を訂正して、再試行し
たときにオフロードが行われるようにしてください。

システム・プログラマーの応答: おそらくユーザー・エ
ラーです。最も可能性が高いのは、要求されたログ値を
含んでいるアーカイブ・ログ・データ・セットが、ロ
グ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリティー
によってブートストラップ・データ・セット (BSDS) か
ら削除されている場合です。 member-id で示されてい
る DB2 メンバーの以前のログ・マップ印刷の BSDS
の実行で得られた出力を見付けて、抜けている log-value
を含むデータ・セットを識別してください。このデー
タ・セットがその後再使用されていない場合には、
DSNJU003 ユーティリティーを実行して、このデータ・
セットをログ・データ・セットの目録の中に加えてくだ
さい。 DB2 を再始動してください。

説明: オフロードによって BSDS にアーカイブ項目を
追加することができません。オフロードが完了していな
いと考えられます。アクティブ・ログ・データ・セット
には、新しいログ・データ用に再使用できることを示す
マークは付けられません。このメッセージの前に、メッ
セージ DSNJ107I、 DSNJ108I、または DSNJ109I が出
されます。

DSNJ114I

システム・プログラマーの応答: 先に出されたメッセー
ジを参照して、処置をとってください。

ERROR ON ARCHIVE DATA SET,
OFFLOAD CONTINUING WITH ONLY
ONE ARCHIVE DATA SET BEING
GENERATED

説明: オフロードによって作成されているアーカイブ・
データ・セットのうちの 1 つにアクセスしていたとき
に、エラーが発生しました。複式アーカイブ・オプショ
ンが指定されていたので、別のアーカイブ・データ・セ
ットを使用してオフロードが続行されます。オフロード
されている RBA 範囲については、アーカイブ・デー
タ・セットのコピーは、通常の 2 つではなく、1 つし
か存在しません。
システムの処置: オフロードにより、単式アーカイブ・
データ・セットが作成されます。
システム・プログラマーの応答: このアーカイブ・ロ
グ・データ・セットの 2 番目のコピーを作成すること
ができ、ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーテ
ィリティーを用いて、BSDS を更新することができま
す。
DSNJ115I

OFFLOAD FAILED, COULD NOT
ALLOCATE AN ARCHIVE DATA SET

DSNJ116I

システムの処置: オフロードは、後で再試行されます。
オペレーターの応答:
てください。

DSNJ117I

システム・プログラマーに通知し

INITIALIZATION ERROR READING
BSDS DSNAME=......, ERROR
STATUS=...

説明: 初期設定時に、ロギング・マネージャーが示され
たブートストラップ・データ・セットから読み取りを行
っていたときに、エラーが検出されました。 エラー状
況の部分には、 VSAM の戻りコードとフィードバッ
ク・コードが示されています。これは 2 バイトのフィ
ールドで、最初のバイトには 16 進数の戻りコード、 2
番目のバイトには 16 進数のフィードバック・コードが
含まれています。 VSAM の戻りコードおよび理由コー
ドの説明については、該当の VSAM 資料を参照してく
ださい。
システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 提供された VSAM エ
ラー状況情報を用いて、読み取りエラーの原因を判別し
てください。 DB2 を再始動してください。

説明: オフロードによってアーカイブ・ログ・データ・
セットを割り振ることができません。オフロードは実行
されていません。このメッセージの前には、通常メッセ

330

ERROR ATTEMPTING TO ADD
ARCHIVE ENTRY TO BSDS
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DSNJ118I

LOG INITIALIZATION RECEIVED
RETURN CODE nnn FROM xxxxxxxx
MACRO

説明: ロギング・マネージャーの初期設定で、示された
マクロから正しくない戻りコードが戻されました。
システムの処置:

DB2 の初期設定が終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 示されたマクロおよび
戻りコードに関する資料を参照して、問題を判別してく
ださい。 適切な処置をとった上で、DB2 サブシステム
を再始動させてください。
DSNJ119I

BOOTSTRAP ACCESS INITIALIZATION
PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの初期設定中に、ブート
ストラップ・データ・セットのアクセス機能が、その初
期設定処理を完了させることができません。 BSDS ま
たはログ障害からのリカバリーに関する詳細について
は、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版およ
び z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーを記述する 1 つまたは複数のエラ
ー・メッセージが出されています。エラーの分析および
適切な処置については、それらのメッセージを参照して
ください。
DSNJ120I

DUAL BSDS DATA SETS HAVE
UNEQUAL TIMESTAMPS, BSDS1
SYSTEM=..., UTILITY=..., BSDS2
SYSTEM=..., UTILITY=...

説明: ロギング・マネージャーの初期設定時に、複式ブ
ートストラップ・データ・セット (BSDS) のタイム・ス
タンプが一致していません。各 BSDS ごとに、システ
ムからのタイム・スタンプと、ログ・インベントリー変
更 (DSNJU003) ユーティリティーからのタイム・スタン
プが示されています。このタイム・スタンプは、yy.ddd
hh:mm:ss.th の形式になっています。

#
#
#
#

システムの処置: DB2 は、二重 BSDS モードをリスト
アするために BSDS データ・セットの再同期を試みて
います。再同期が正常に完了すると、DB2 の再始動が
続行されます。

# オペレーターの応答: 再始動が失敗した場合は、システ
# ム・プログラマーに連絡してください。
#
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: 再始動が失敗した場合
は、それぞれの BSDS に対して、ログ・マップ印刷ユ
ーティリティー (DSNJU004) を実行してください。この
出力をもとに、どのデータ・セットが廃止になっている
かを判別し、それを削除し、それに代わる代替データ・
セットを定義し、残りの BSDS を代替データ・セット
にコピーしてください。
両方のデータ・セットに関するログ・マップ印刷
(DSNJU004) ユーティリティーの出力が類似している場
合には、最も古いタイム・スタンプのデータ・セットを
削除して、最も新しいタイム・スタンプのデータ・セッ
トをコピーしてください。
DSNJ121I

LOG MANAGER ENCOUNTERED AN
ERROR READING THE
JFCB.DDNAME=nnnnnnnn

説明: (複式 BSDS データ・セットが指定されている場
合) ロギング・マネージャーの初期設定時に、DDNAME
BSDS1 および BSDS2 に関連するデータ・セット名を
入手するために、 MVS 内のジョブ・ファイル制御ブロ
ック (JFCB) が読み取られます。このエラーは、DD ス
テートメントが抜けていることが原因で起こります。
システムの処置:

DB2 が終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DDNAME BSDS1 の
ための DB2 始動手順の中に、DD ステートメントが存
在しているようにしてください。複式 BSDS データ・
セットが用いられている場合には、 DDNAME BSDS2
のための DB2 始動手順の中にも、 DD ステートメント
が存在しているようにしてください。
DSNJ122I

DUAL BSDS DATA SETS ARE OUT
OF SYNCHRONIZATION

説明: ロギング・マネージャーの初期設定中に、複式
BSDS データ・セットの内容が異なっていることが検出
されました。
システムの処置: DB2 の始動は終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: コピー 1 として最後
に使用されたデータ・セットを判別するために、各
BSDS に対してログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティ
リティーを実行してください。コピー 2 データ・セッ
トを削除し、削除したデータ・セットの代わりを定義し
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て、残りの BSDS を代替データ・セットにコピーして
ください。

すが、ブートストラップ・データ・セットのダンプは作
成されません。

DSNJ123I

DSNJ126I

CHANGE LOG INVENTORY FAILURE
DETECTED

BSDS ERROR FORCED SINGLE
BSDS MODE

説明: ロギング・マネージャーの初期設定中に、ログ・
インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリティーによ
って行われた BSDS データ・セットの処理が、不完全
であったことが検出されました。

説明: ロギング・マネージャーが、ブートストラップ・
データ・セットで、入出力エラーまたは VSAM 論理エ
ラーを検出しました。このメッセージの前に、メッセー
ジ DSNJ107I または DSNJ108I が出されます。

システムの処置: DB2 の始動は終了します。

システムの処置: ロギング・マネージャーは、残された
BSDS を用いて単式 BSDS モードに入ります。

システム・プログラマーの応答: BSDS の現在の状況を
判別するために、ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーテ
ィリティーを実行してください。 未完成の処理を完了
するために、BSDS に対してログ・インベントリー変更
(DSNJU003) ユーティリティーを実行してください。
DSNJ124I

OFFLOAD OF ACTIVE LOG
SUSPENDED FROM RBA xxxxxx TO
RBA xxxxxx DUE TO I/O ERROR

説明: オフロード中に、アクティブ・ログ・データ・セ
ットで、回復不能な入力エラーが検出されました。エラ
ーのあったデータ・セットには使用不能のマークが付け
られ、そのデータ・セットに対しては、これ以上のログ
は行われません。
システムの処置: アクティブ・ログ・データ・セット
は、フルになると、引き続きオフロードされます。
オペレーターの応答: リカバリー処置を開始できるよう
にするために、システム・プログラマーに通知してくだ
さい。
システム・プログラマーの応答: データ・セットからデ
ータを手操作でリカバリーし、それをアーカイブ・デー
タ・セットにコピーし、ログ・インベントリー変更
(DSNJU003) ユーティリティーを実行して、DB2 が新し
いアーカイブ・データ・セットを使用できるようにし、
さらに、ログ・インベントリー変更ユーティリティーを
用いて、エラーを起こしやすいアクティブ・ログ・デー
タ・セットを DB2 から除去してください。
DSNJ125I

ERROR DUMPING BSDS, OFFLOAD
CONTINUING WITHOUT PRODUCING
THE BSDS DUMP

説明: オフロード処理中、BSDS データ・セットをダン
プしているときに、エラーが発生しました。データ・セ
ットは作成されませんが、オフロード処理は続行されま
す。オフロードされたデータ・セットを含むボリューム
には、リカバリー用の BSDS は含まれていません。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: オフライン・アクセス
方式サービス・ジョブを実行して、エラーのある BSDS
の名前を変更し、同じ名前の新しい BSDS を定義して
ください。その後で、ロギング・マネージャーの
-RECOVER BSDS コマンドを入力して、複式 BSDS モ
ードを設定し直してください。
DSNJ127I

説明: ロギング・マネージャーが初期設定されると、ブ
ートストラップ・データ・セット (BSDS) のシステム・
タイム・スタンプが表示されます。タイム・スタンプ
は、yy.ddd hh:mm:ss.th の形式になっています。このタ
イム・スタンプは、このサブシステムが停止した最終時
刻に近い値になっているはずです。そうなっていなけれ
ば、誤った BSDS によって再始動が試みられている可
能性があります。
システムの処置: DB2 の始動が続行されます。
オペレーターの応答: 表示された時刻と、このサブシス
テムが最後に停止した時刻とが、近くないようであれ
ば、システム・プログラマーに連絡をとってください。
システム・プログラマーの応答: 明確な時刻の相違の理
由を明らかにすることができない場合には、このサブシ
ステムを取り消してください。サブシステム・サービ
ス・アドレス・スペースの始動手順をもとに、ブートス
トラップ・データ・セットのデータ・セット名を判別
し、ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを
実行してください。すべてのアクティブおよびアーカイ
ブ・ログ・データ・セットが、このサブシステムに属し
ているかどうか調べてください。その通りになっていな
ければ、サブシステム・サービス・アドレス・スペース
の始動手順を変更して、正しいブートストラップ・デー
タ・セットが用いられるようにしてください。

システムの処置: システムはオフロード処理を続行しま
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DSNJ128I
DSNJ128I

LOG OFF-LOAD TASK FAILED FOR
ACTIVE LOG nnnnn

説明: アクティブ・ログ・データ・セット 'nnnnn' の相
対バイト・アドレス (RBA) 範囲をオフロードしようと
したときに、オフロード・タスクが異常終了しました。
システムの処置: オフロード・タスクは終了し、オフロ
ード・タスクに割り振られたアーカイブ・データ・セッ
トは、割り振り解除されて削除されます。失敗したオフ
ロード処理に関係するアクティブ・ログ・データ・セッ
トの状況は、 '再使用不可' のままにされます。
ログ・オフロード・タスクは、いくつかのイベントの 1
つによって再び開始されます。最も一般的なものは、次
のとおりです。
v 現在のアクティブ・ログ・データ・セット内の、すべ
ての使用可能スペースが使用された (通常の場合)。
v DSNJ110E メッセージが出される。
v マスター・アドレス・スペースが開始されたが、アク
ティブ・ログ内のデータが保存されていなかった。
v アクティブ・ログで入出力エラーが起こり、これによ
り、アクティブ・ログ・データ・セットの切り捨てと
オフロード、および新しいアクティブ・ログ・デー
タ・セットへの切り替えが強制された。
オペレーターの応答: このメッセージは、オフロード障
害の結果として出され、 1 つまたは複数の DB2 メッ
セージ (たとえば、 DSNJ073I) または MVS ABEND
メッセージ (たとえば、 IEC030I、 IEC031I、 IEC032I)
あるいはその両方が前に出されています。 DB2 が、制
限されたアクティブ・ログ・リソースを用いて作動して
いる場合 (メッセージ DSNJ110E を参照) には、
ABEND または DSNJ110E 状態が解決されるまで、シ
ステムを静止してロギング活動を制限するようにしてく
ださい。システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージは、オ
フロード障害の結果として出され、 1 つまたは複数の
DB2 メッセージ (たとえば、 DSNJ073I) または MVS
ABEND メッセージ (たとえば、
IEC030I、IEC031I、IEC032I)、あるいはその両方が前に
出されています。 DB2 によって再びオフロードが試み
られる前に、ABEND の原因を調べて訂正してくださ
い。
問題判別: このメッセージはオフロード ABEND の結
果であり、 1 つまたは複数の DB2 メッセージまたは
MVS ABEND メッセージ、あるいはその両方が前に出
されています。 関連する DB2 または MVS メッセー
ジ、あるいはその両方のメッセージに関する資料を参照
して、訂正処置をとってください。ログ・マップ印刷ユ
ーティリティー (DSNJU004) を使って BSDS を印刷し
てください (複式モードで作動している場合は両方のコ

ピー)。その後で、DSNJU004 の出力を使って、アクテ
ィブおよびアーカイブ・ログ・データ・セットの現在の
状況を判別してください。
このメッセージが出される原因はさまざまですが、もっ
とも可能性の高い原因は次のとおりです。
v アーカイブ・ログ・データ・セット割り振りエラー。
訂正処理については、メッセージ DSNJ103I のテキス
トを参照してください。
v アーカイブ・ログ・データ・セットのサイズが小さす
ぎて、オフロード処理時にアクティブ・ログ・デー
タ・セットを入れることができない。 2 次スペース
割り振りがすべて使い尽くされています。この条件は
通常、MVS ABEND メッセージ IEC030I を伴いま
す。
v アーカイブ・データ・セットが書き込まれる先の
DASD ボリュームで、利用可能なスペースがすべて使
い尽くされてしまっている。この条件は通常、MVS
ABEND メッセージ IEC032I を伴います。
v アーカイブ・ログ・データ・セットのための 1 次ス
ペース割り振り (ZPARM で指定されている) が大き
すぎて、利用可能などのオンライン DASD 装置にも
割り振ることができない。この条件は通常、MVS
ABEND メッセージ IEC032I を伴います。
DSNJ129I

END OF log-rba eol-rba X COULD NOT
BE FOUND IN ANY ACTIVE LOG
DATA SET HIGHEST RBA FOUND
WAS hi-rba X

説明: ロギング・マネージャーに対して、'eol-rba' を検
出するように要求が出されました。これは、書き込まれ
た最高位の RBA として、ブートストラップ・データ・
セット (BSDS) に記録されているログ・レコードです。
この RBA が、どのアクティブ・ログ・データ・セット
にも見つかりません。アクティブ・データ・セットから
検出することができた最高位の RBA は、 'hi-rba' でし
た。
システムの処置: DB2 の始動処理が終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: おそらく、要求された
RBA を含むアクティブ・ログ・データ・セットが、ロ
グ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリティー
によって、BSDS から削除されています。このデータ・
セットがその後再使用されていない場合には、
DSNJU003 を実行して、このデータ・セットを BSDS
に戻してください。 DB2 を再始動してください。
このデータ・セットが使用可能でない場合には、条件再
始動を実行して、抜けているデータ・セットの RBA 値
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よりも前のログを切り捨てるか、あるいは最高位の
RBA 値からコールド・スタートさせるかしなければな
りません。詳細については、 DB2 ユニバーサル・デー
タベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第
4 部 (第 1 巻)を参照してください。
DSNJ130I

ICF CATALOG NAME IN BSDS DOES
NOT AGREE WITH DSNZPARM.BSDS
CATALOG NAME=name, DSNZPARM
CATALOG NAME=name

説明: DSNZPARM で定義された ICF カタログ名が、
ブートストラップ・データ・セット (BSDS) 内に含まれ
ている名前と一致しません。
システムの処置:

DB2 の始動が異常終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: この問題が解決されるまでは、
DB2 サブシステムを始動させようとすると、このメッ
セージが表示され、異常終了が起こります。
システム・プログラマーの応答: BSDS 内の ICF カタ
ログ名を変更して、DB2 初期設定時に DSNZPARM 内
で定義された名前と一致するようにしてください。
BSDS 内の ICF カタログ名を変更するためには、
NEWCAT 制御ステートメントを指定した BSDS のロ
グ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリティー
を使用してください。
問題判別: ロギング・マネージャーの初期設定時に、
DSNZPARM で定義された ICF カタログ名と BSDS 内
のカタログ名が比較され、 DB2 処理時にロギング・マ
ネージャーで使用されるカタログ名が正しいかどうかが
確認されます。これらの名前が同じでないことが検出さ
れました。
DSNJ139I
説明:
た。

LOG OFFLOAD TASK ENDED

アクティブ・ログのオフロード処理が終了しまし

DSNJ140I

csect-name INVALID BSDS RELEASE
LEVEL ACTIVE=xxxxxx ARCHIVE=yyyyyy
DSN=zzzzzz

説明: 初期設定時に、DB2 のこのリリースに対して
BSDS ログ・レコードのリリース・レベルが適正でない
ことが、DB2 によって検出されました。 'xxxxxx' に
は、 ACTIVE ログ・レコードのリリース・レベルが入
っており、 'yyyyyy' には、ARCHIVE ログ・レコードの
リリース・レベルが入っています。 'zzzzzz' には、エラ
ーが検出された BSDS のデータ・セット名が入ってい
ます。
システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: 操作手順を変更できるようにする
ために、システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 適切な変換プログラム
(DSNJMIG0 または DSNJFAL0) を実行して、 BSDS デ
ータ・セットを互換性のあるリリース・レベルに変換し
てください。
DSNJ150E

LOG CAPTURE EXIT ABEND, EXIT
DEACTIVATED

説明: ご使用のシステムで提供されているログ収集出口
コード内 (すなわち、ロード・モジュール DSNJL004 内
のエントリー・ポイント DSNJW117) で実行中に、異常
なプログラム割り込みが検出されました。異常終了の結
果として、ログ収集出口はアクティブではなくなりま
す。ログ・データは、出口の収集 / 処理に使用できなく
なります。
このメッセージが出される可能性があるのは、ご使用の
システムで提供されているログ収集出口 (エントリー・
ポイント DSNJW117) が DB2 のこのインスタンスでア
クティブである場合のみです。
システムの処置: ログ収集出口 (エントリー・ポイント
DSNJW117) が終了します。この DB2 インスタンスで
は、これ以上の呼び出しは試みられません。診断用とし
て、完全なダンプが提供されます。

システムの処置: このメッセージは、MVS コンソール
に書き出されます。

ユーザーの処置: 「システム・プログラマーの応答」を
参照してください。

オペレーターの応答: このメッセージは、オフロードが
エラーを起こさずに完了したことを保証するものではあ
りません。オフロード・タスクの実行を検討するため
に、コンソール・ログおよびタスク・メッセージを検査
して、オフロード時に異常なイベントが発生していない
かどうかを調べてください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DSNJL004 ロード・モ
ジュール (エントリー・ポイント DSNJW117) 異常終了
の原因を判別して、訂正処置をとってください。
注: DB2 を始動させるには正しく作動するロード・モジ
ュール DSNJL004/ エントリー・ポイント
DSNJW117 のコピーが使用可能でなければなりませ
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DSNJ151I
います。 このメッセージの前に、 1 つまたは複数の関
連エラー・メッセージが出されることがあります。同一
の接続 ID および相関 ID を示しているメッセージは、
同じユーザーに関連しています。 '0nn' で始まる相関
ID ('nn' は 01〜28) は、システム・エージェントを示し
ます。

ん。上記の異常終了の原因となった問題を訂正でき
ない場合には、次回の DB2 サブシステムの始動時
に、デフォルト入口 DSNJW117 (DB2 リリースと
ともに提供されたロード・モジュール DSNJL004)
が使用可能であるようにしてください。
DSNJ151I

csect-name IN READING log-type
log-value, A NONZERO REASON CODE
WAS RETURNED.
CONNECTION-ID=xxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyy,
REASON-CODE=ccc,
MEMBER-ID=member-id

この障害は、アーカイブ・ログ・データ・セットが 1
つまたは複数欠落しているため、あるいはシステム・エ
ラー (たとえば、 BSDS 読み取りの入出力エラー) が原
因で発生した可能性があります。
アーカイブ・ログ・ボリューム報告書 (メッセージ
DSNJ330 を参照) は作成されません。また、テープの事
前取り付けは不可能です。

説明: DB2 は、理由コード 'ccc' のため、この
'log-value' および 'log-type' (RBA または LRSN) の読み
取りを正常に完了することができませんでした。
member-id には障害時にログが要求されていたデータ共
用メンバーの ID、または、またデータ共用がアクティ
ブでない場合にはゼロが含まれます。このエラーに直面
したユーザーまたはアプリケーションは、接続 ID およ
び相関 ID によって識別されています。 同じ接続 ID
と相関 ID をもつメッセージは、同じアプリケーション
に関連しています。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は
01〜28) は、システム・エージェントを示します。
システムの処置:
ーを試みます。

システム・プログラマーの応答: ユーザーまたはアプリ
ケーションが正常に完了した場合は、それ以上の処置は
不要です。ユーザーまたはアプリケーションが正常に完
了しない場合は、実際の障害に関連するメッセージを参
照して、適切な訂正処置を判別してください。ログ障害
からのリカバリーに関する詳細については、 DB2 ユニ
バーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管
理ガイド の第 4 部 (第 1 巻)を参照してください。

DB2 は、このエラーからのリカバリ

システム・プログラマーの応答: DB2 がこのエラーか
らリカバリーでき、アプリケーションを正常に完了でき
る場合は、それ以上の処理は不要です。アプリケーショ
ンが異常終了したり、 DB2 が正常にリカバリーできな
い場合は、このメッセージに続いて、1 つまたは複数の
メッセージが出されます。このメッセージおよびその後
のメッセージの情報を参照して、適切な訂正処置を判別
してください。ログ障害からのリカバリーに関する詳細
については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第
1 巻) を参照してください。
DSNJ152I

システムの処置: ユーザーまたはアプリケーションの実
行は続行されます。ジョブが正常完了または異常終了す
るまで、ユーザーまたはアプリケーションの物理読み取
り処理が続けられます。データ・セットが読み取り処理
に物理的に必要になったとき再びエラーが検出される
と、ジョブは異常終了することがあります。

csect-name ERROR ENCOUNTERED
WHEN ATTEMPTING TO BUILD
ARCHIVE LOG VOLUME LIST.
CONNECTION-ID=xxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyy,
REASON-CODE=ccc

説明: アーカイブ・ログ・ボリューム報告書の作成中
に、エラーが発生しました。理由コード 'ccc' のため
に、RBA 範囲を 1 つまたは複数のアーカイブ・デー
タ・セットに正常にマップすることができませんでし
た。 このエラーに直面したユーザーまたはアプリケー
ションは、接続 ID および相関 ID によって識別されて

| DSNJ153E
|
|
|
|
|

csect-name CRITICAL LOG READ
ERROR
CONNECTION-ID = connection-id
CORRELATION-ID = correlation-id
LUWID = logical-unit-of-work-id=token
REASON-CODE = reason-code

| 説明: DB2 完了必須機能の処理中、DB2 が必要なロ
| グ・データ・セットにアクセスしようとしたときエラー
| が発生しました。
|
|
|
|
|

CONNECTION-ID、 CORRELATION-ID、および
LUWID によって、要求に関連するスレッドが示されて
います。token は、LUWID と関連する固有のトークン
番号です。reason-code は最新のログ読み取りエラーを
示します。

|
|
|
|
|

システムの処置: DSNJ154I メッセージは、ログ読み取
り要求を再試行するよう要求し、このエラー・メッセー
ジのすぐ後に続きます。DB2 は、失敗したログ読み取
り要求を再試行する前、または異常終了する前に、メッ
セージ DSNJ154I への応答を待機します。

| システム・プログラマーの応答: ログ読み取りエラーに
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DSNJ154I
|
|
|
|
|
|
|
|
|

関連する理由コードの説明を検討してください。システ
ム・コンソール・ログに、ログ読み取りエラーに関連す
る追加のメッセージがないか調べてください。可能なら
ば、エラーの原因を訂正し、 DSNJ154I メッセージに対
して 'Y' と応答して、ログ読み取り要求を再度実行して
みてください。ログ読み取りエラーの原因となった問題
を訂正できない場合は、DB2 システム上の作業を静止
してから、DB2 終了に備えて DSNJ154I メッセージに
'N' と応答してください。

| DSNJ154I
|

csect-name REPLY Y TO RETRY LOG
READ REQUEST, N TO ABEND

DSNJ201I

csect-name xxxxxxxx UTILITY
PROCESSING WAS UNSUCCESSFUL

説明: 制御セクション 'csect-name' が、 'xxxxxxxx' ユ
ーティリティーの処理を正常に完了することができませ
ん。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。 DB2 は、このメッセージを SYSPRINT データ・
セットに書き込み、コンソールには表示しません。
ユーザーの処置: このユーティリティーによって出され
た他のメッセージを調べて、適切な処置を判別してくだ
さい。

| 説明: DB2 完了必須機能の処理中、DB2 が必要なロ
| グ・データ・セットにアクセスしようとしたときエラー
| が発生しました。

DSNJ202I

|
|
|
|

システムの処置: DSNJ153E メッセージは重大なログ読
み取りエラーを示し、このメッセージのすぐ前に表示さ
れます。DB2 は、オペレーターの応答を待ってから、
ログ読み取り要求を続行します。

説明: ジョブ・ステップに使用できる仮想記憶域が不十
分なため、 GETMAIN マクロ命令が失敗しました。

|
|
|
|
|
|

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。ログ読み取りエラーの原因を訂正するため
の処置が取られたら、’Y’ と応答して失敗したログ読み
取り要求の再試行を要求してください。’N’ と応答する
と、ログ読み取り要求は失敗し、DB2 は異常終了しま
す。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: ログ読み取りエラーに
関連する理由コードの説明を検討し、システム・コンソ
ール・ログに、ログ読み取りエラーに関連する追加のメ
ッセージがないか調べてください。可能ならば、エラー
の原因を訂正し、DSNJ154I メッセージに ’Y’ と応答し
て、ログ読み取り要求を再試行してください。ログ読み
取りエラーの原因となった問題を訂正できない場合は、
DB2 システム上の作業を静止してから、DB2 終了に備
えて DSNJ154I メッセージに ’N’ と応答してくださ
い。
DSNJ200I

csect-name xxxxxxxx UTILITY
PROCESSING COMPLETED
SUCCESSFULLY

csect-name INSUFFICIENT VIRTUAL
STORAGE AVAILABLE TO CONTINUE
WITH UTILITY

システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: ジョブ・ステップ用により大きな仮想
記憶域を割り振ってから、このユーティリティーを実行
し直してください。
DSNJ203I

xxxxxxxx OPERATION IS INVALID

説明: ユーザーが、ユーティリティー制御ステートメン
ト操作として 'xxxxxxxx' を入力しましたが、これは無
効です。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ204I

xxxxxxxx PARAMETER IS INVALID

説明: 制御セクション 'csect-name' が、 'xxxxxxxx' ユ
ーティリティーを正常に完了しました。

説明: ユーザーが、ユーティリティー制御ステートメン
トのパラメーターとして 'xxxxxxxx' を入力しました
が、これは無効です。

システムの処置: DB2 は、このメッセージを
SYSPRINT データ・セットに書き込み、コンソールには
表示しません。

システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
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DSNJ205I
DSNJ205I

xxxxxxxx PARAMETER HAS NO
ARGUMENT

説明: 'xxxxxxxx' に含まれているパラメーターには、引
き数が必要です。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 識別されたパラメーターに対して引き
数を指定した上で、このユーティリティーを実行し直し
てください。
DSNJ206I

xxxxxxxx PARAMETER REQUIRES
NO ARGUMENT

説明: 'xxxxxxxx' に入っているパラメーターの名前のあ
とに、誤って = 記号が付いています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ207I

csect-name PARAMETERS
INCONSISTENT WITH SPECIFIED
OPERATION

説明: ユーザーが指定したユーティリティー制御ステー
トメントのパラメーターは、指定されたユーティリティ
ー操作と矛盾しています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ208E

csect name MEMBER member name WAS
NOT FOUND IN THE BSDS
SPECIFIED IN THE GROUP DD
STATEMENT.

説明: ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティ
ーを実行しています。 GROUP DD ステートメントで指
定されたブートストラップ・データ・セット (BSDS) の
このメンバーには、メンバー・レコードが存在しませ
ん。
システムの処置: このメンバーのログ・マップは印刷さ
れません。 他のメンバーのレコードが要求され、
GROUP DD ステートメント中で指定された BSDS で見
つかった場合、それは印刷されます。

ユーザーの処置: DISPLAY GROUP コマンドを使っ
て、メンバー名が正しいかどうか、およびメンバーが正
常にグループを結合したかどうかを調べてください。ま
た、GROUP DD ステートメント内で指定された BSDS
が正しいかも調べてください。メンバー名と BSDS 名
が正しいなら、このメッセージの最も可能性の高い原因
は次のとおりです。
v 「見つからないメンバー」は、まだ始動されていない
ため、グループを結合していない。
v メンバーがグループを結合したが、メンバーが見つか
らなかったために、再始動されなかったときに、
GROUP DD ステートメント中で BSDS を指定され
たメンバーがダウンしていた。
見つからないメンバーからの情報を収集するには、
BSDS DDNAME オプションを使って見つからないメン
バーの BSDS を指し、ユーティリティーを再び実行す
ることができます。 将来この問題が発生しないように
するには、 GROUP ステートメント中で指定された
BSDS が最近始動されたメンバーからのものであること
を確認してください。
DSNJ209I

ENDRBA VALUE MUST BE GREATER
THAN STARTRBA VALUE

説明: 'STARTRBA' および 'ENDRBA' パラメーター
は、RBA の範囲を指定するものです。したがって、
ENDRBA の値は、STARTRBA の値よりも大きくなけれ
ばなりません。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ210I

OLD ICF CATALOG NAME=oldname,
NEW CATALOG NAME=newname

説明: ログ・インベントリー変更ユーティリティーによ
る NEWCAT 制御ステートメントの処理が、正常に完了
しました。
oldname
次のいずれかです。
v 以前の ICF カタログ名。
v 'NULL' (以前の名前が存在しない場合)。
newname
VSAMCAT キーワードによって定義された
ICF カタログ名。
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DSNJ211I
DSNJ211I

UNEXPECTED END OF DATA ON
SYSIN DATA SET

説明: 追加の制御ステートメントが予期されましたが、
見つかりません。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。

とはありません。'xxxxxxxx' には、その BSDS の DD
名が入っています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直すか、あるいは BSDS から
既存の DSNAME を削除してから、このユーティリティ
ーを実行し直すかしてください。
DSNJ215I

DSNJ212I

csect-name ERROR RETURNED FROM
BSDS READ, RPLERRCD=yy,
DDNAME=xxxxxxxx

説明: VSAM GET を出した結果、ゼロ以外の戻りコー
ドが戻されました。 'yy' は、VSAM によって戻された
エラー・コードを示しています。 'xxxxxxxx' は、エラ
ーが起こった BSDS の DD 名を示しています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 取るべき処置は、戻りコードによって
示されています。バックアップ・コピーを使って、
BSDS をリカバリーする必要があるかもしれません。
DSNJ213I

csect-name ERROR RETURNED FROM
BSDS WRITE, RPLERRCD=yy,
DDNAME=xxxxxxxx

説明: VSAM PUT を出した結果、ゼロ以外の戻りコー
ドが戻されました。 'yy' は、VSAM によって戻された
エラー・コードを示しています。 'xxxxxxxx' は、エラ
ーが起こった BSDS の DD 名を示しています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 取るべき処置は、戻りコードによって
示されています。バックアップ・コピーを使って、
BSDS をリカバリーする必要があるかもしれません。
DSNJ214I

SPECIFIED DSNAME ALREADY
EXISTS IN BSDS, DDNAME=xxxxxxxx

説明: ユーザーが、すでに BSDS 内に存在しているデ
ータ・セット名を指定して、 NEWLOG 操作を試みまし
た。 指定された DSNAME が現在、 BSDS のアクティ
ブ・レコードまたはアーカイブ・レコードのいずれかに
存在している場合、その BSDS 内で項目が作られるこ

338

csect-name SVC 99 INFORMATION
REQUEST FOR DD NAME ’ddname’
FAILED.RC= rc, RSN= rsncd, AND
INFO CODE infocode.

説明: ログ・マップ印刷ユーティリティーが、メッセー
ジに示された DD 名についての情報を MVS 動的割り
振り機能に要求しましたが、システムはその情報を提供
できませんでした。システムの SVC 99 機能によっ
て、戻りコード、理由コード、および情報コードが戻さ
れました。 これらのコードの説明については、
「MVS/ESA Programming: Authorized Assembler Services
Guide」を参照してください。
システムの処置: SYSIN DD ステートメントの情報要
求がなされた場合、ログ・マップ印刷ユーティリティー
は、制御ステートメントが提供されなかったものとし
て、マップされる BSDS を見つけるために SYSUT1
DD ステートメントを使用して要求を継続します。
BSDS の DD 名に対する情報要求であった場合は、
BSDS データ・セットについての情報を入手しようとす
る試みは終了します。 BSDS データ・セットについて
の情報が以前に獲得されている場合、それらの BSDS
データ・セットのマップが印刷されます。獲得されてい
ない場合、ユーティリティーは終了します。
システム・プログラマーの応答: MVS 資料 (またはご
使用のシステムの MVS のレベルと同等の資料) を参考
にして、問題判別を行ってください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、32。
DSNJ216I

BSDS ACTIVE LOG DATA SET
RECORD IS FULL,
DDNAME=xxxxxxxx

説明: アクティブ・ログ・データ・セットの最大数は、
定められています。最大値に達すると、それ以上の項目
を挿入することはできません。'xxxxxxxx' には、その
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DSNJ217I
BSDS の DD 名が入っています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: BSDS の現在の状況を判別するため
に、ログ・マップ印刷ユーティリティーを実行してくだ
さい。その後の処置は、BSDS の状況に基づいて決めて
ください。
DSNJ217I

SPECIFIED DSNAME DOES NOT
EXIST IN BSDS, DDNAME=xxxxxxxx

説明: DELETE 操作で指定された DSNAME が、
BSDS 内に見つかりません。'xxxxxxxx' には、その
BSDS の DD 名が入っています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ218I

SPECIFIED VOLUME DOES NOT
EXIST IN BSDS, DDNAME=xxxxxxxx

説明: DELETE 操作で指定された引き数 COPY1VOL
または COPY2VOL が、 BSDS 内に見つかりません。
'xxxxxxxx' には、その BSDS の DD 名が入っていま
す。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ219I

csect-name OPEN ERROR,
DDNAME=xxxxxxxx

説明: 制御セクション (CSECT) 'csect-name' が、
'xxxxxxxx' という名前のデータ・セットをオープンしよ
うとしたときに、エラーが発生しました。
このエラーの原因としては、さまざまな条件が考えられ
ます。最も可能性の高い条件は、次のとおりです。
1. SYSPRINT、SYSIN、または SYSUT1 データ・セッ
トの DD 名が、ユーザーのジョブ制御言語 (JCL) に
指定されていない。
2. DB2 サブシステムが現在実行中である。

ユーザーの JCL で指定された後処理 (DISP) と矛盾
する DISP が指定されている。
4. 'xxxxxxxx' と関連するデータ・セットが、おそらく
以前のシステム異常終了が原因で、すでにオープン
された状態になっている。
5. ユーザーが、'xxxxxxxx' に関連するデータ・セット
にアクセスする許可をもっていない。
6. OPEN コマンドを実行するための仮想記憶域が不足
している。
7. 'xxxxxxxx' に関連するデータ・セットの物理レコー
ド・サイズが無効であることを、カタログが示して
いる。
システムの処置:
す。

現在のユーティリティーは終了しま

DB2 は、このメッセージを SYSPRINT データ・セット
に書き込み、コンソールには表示しません。
ユーザーの処置: OPEN エラーの原因となった条件に
よって、ユーザーがとる処置は異なります。以下に示す
のは、「説明」の項にリストした条件に対応してとるべ
き適切な処置です。
1. 欠落している DD ステートメントを指定し、ユーテ
ィリティーを実行し直してください。必要な DD ス
テートメントの詳細については、 DB2 ユーティリテ
ィー・ガイドおよび解説書 を参照してください。
2. DB2 サブシステムが非アクティブになるのを待って
から、ユーティリティーを実行し直してください。
なぜなら、DB2 サブシステムがアクティブである間
は、ログ・ユーティリティーを実行することができ
ないからです。
3. 後処理の矛盾を訂正してから、ユーティリティーを
実行し直してください。
4. 'xxxxxxxx' と関連するデータ・セットに対して、ア
クセス方式サービス (IDCAMS)VERIFY ジョブを実
行要求してください。ログ・ユーティリティー・ジ
ョブを実行し直してください。
5. 許可障害の場合は、許可機能 (たとえば、RACF) か
ら別のメッセージが生成されるのが普通です。許可
メッセージを調べて、適切な許可を取得した上で、
ユーティリティーを実行し直してください。
6. 仮想記憶域が不足すると、通常、MVS オペレーティ
ング・システムから別のエラーが出されます。 JCL
ジョブ・ステップで REGION サイズを増やしてか
ら、ユーティリティーを実行し直してください。
7. システム・プログラマーに連絡してください。

3. ブートストラップ・データ・セット (BSDS) が、別
のジョブによって割り振られたが、そのジョブには
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DSNJ220I
DSNJ220I

BSDS IN CREATE MODE.NO DATA
TO MAP, DDNAME=nnnnnnnn

説明: BSDS が作成モードになっているために、マッピ
ング用のデータを収められないことがログ・マップ印刷
ユーティリティーにより、検出されました。 'xxxxxxxx'
には、このデータ・セットの DD 名が入っています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: JCL を訂正して、ヌルでないデー
タ・セットを処理できるようにしてください。
DSNJ221I

PREVIOUS ERROR CAUSED xxxxxxxx
OPERATION TO BE BYPASSED

説明: DB2 がユーティリティーの処理を行っていると
きに、エラーを検出しました。このエラーが原因となっ
て、その後の 'xxxxxxxx' が迂回されました。
このメッセージは、単なる警告メッセージです。このメ
ッセージは、ユーティリティー操作の異常終了の原因と
なったエラー (1 つまたは複数) を示すメッセージの後
に表示されます。ここで注意する必要があるのは、この
エラー (1 つまたは複数) が現在の 'xxxxxxxx' 操作と関
連していない場合があるということです。ログ・ユーテ
ィリティー処理では、いずれかの操作で重大エラーが起
きると、現在およびそれ以降のすべての操作に対する制
御ステートメントが検査されることになります。このと
き検査されるのは、構文の間違いの有無だけに限られま
す。このメッセージで示された操作に関しては、BSDS
の更新は行われません。
システムの処置: ログ・ユーティリティー処理は続行さ
れます。ただし、現在およびそれ以降の操作に関して
は、ブートストラップ・データ・セット (BSDS) は更新
されず、ユーティリティーによって検査されるのは、制
御ステートメントの構文だけに限られます。
DB2 は、このメッセージを SYSPRINT データ・セット
に書き込み、コンソールには表示しません。
ユーザーの処置: 前に出されたメッセージを調べて、こ
のメッセージが出される原因となったエラーを、すべて
訂正してください。 迂回されたすべての操作につい
て、ログ・ユーティリティーのジョブを再実行依頼して
ください。
DSNJ222I

INVALID SPECIFICATION OF xxxx
PARAMETER ARGUMENT

説明: ユーザーが、パラメーター 'xxxx' を指定しまし
た。 このパラメーターは、引き数には無効です。
システムの処置:
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現在のユーティリティーは終了しま

す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントのパラメーター引
き数を訂正し、このユーティリティーを実行し直してく
ださい。
DSNJ223I

xxxx PARAMETER ARGUMENT
EXCEEDS MAXIMUM ALLOWABLE
LENGTH

説明: パラメーター 'xxxx' の引き数値が、許可される
最大長を超えています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントのパラメーター引
き数を訂正し、このユーティリティーを実行し直してく
ださい。
DSNJ224I

xxxx PARAMETER APPEARS TOO
OFTEN

説明: パラメーター 'xxxx' が、同じ制御ステートメン
トに 2 回以上指定されています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 余分のパラメーターを除去し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ225I

xxxx OPERATION SUCCESSFULLY
COMPLETED

説明: ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーテ
ィリティーの操作 'xxxx' が、正常に完了しました。
システムの処置: このメッセージは、 SYSPRINT デー
タ・セットに書き込まれ、コンソールには表示されませ
ん。
DSNJ226I

SPECIFIED VOLUME ALREADY
EXISTS IN BSDS, DDNAME=xxxxxxx

説明: 指定されたボリュームは、現在、BSDS のアーカ
イブ・ログ・レコード内に存在しています。 'xxxxxxxx'
は、その BSDS の DD 名を示しています。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントのパラメーター引
き数を訂正するか、指定されたボリュームを削除するか
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DSNJ227I
した上で、このユーティリティーを実行し直してくださ
い。

2. OPEN コマンドを実行するための仮想記憶域が不足
している。

DSNJ227I

3. SYSIN データ・セットの特性が、ログ・マップ印刷
(DSNJU004) ユーティリティーで期待された特性と異
なる。

NO SPACE AVAILABLE IN BSDS
FOR ADDITIONAL ARCHIVE VOLUME
ENTRIES, DDNAME=xxxxxxxx

説明: アーカイブ・ボリュームが最大数を超過し、指定
されたコピー内には、これ以上ボリューム項目を収める
ために使用できるスペースがありません。

システムの処置: DSNJU004 が、入力制御ステートメ
ントなしで処理を続行します。 DB2 は、このメッセー
ジを SYSPRINT データ・セットに書き込み、コンソー
ルには表示しません。

システムの処置:
す。

ユーザーの処置: エラーの原因に基づいて、次のいずれ
かの処置をとってください。

現在のユーティリティーは終了しま

ユーザーの処置: 指定されたコピー番号内のアーカイブ
項目のうちのいくつかを削除した上で、このユーティリ
ティーを実行し直してください。

1. 欠落している DD ステートメントを与え、ユーティ
リティーを実行し直してください。必要な DD ステ
ートメントの詳細については、 DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

DSNJ228I

2. 仮想記憶域が不足すると、通常、 MVS オペレーテ
ィング・システムから別のエラー・メッセージが出
されます。 JCL ジョブ・ステップで REGION サイ
ズを増やしてから、ユーティリティーを実行し直し
てください。

csect-name LOG DEALLOCATION
ERROR DSNAME=dsname, ERROR
STATUS=eeeeiiii, SMS REASON
CODE=ssssssss

説明: データ・セットの動的割り振り解除を試みていた
ときに、ロギング・マネージャーがエラーを検出しまし
た。エラー状況の部分には、MVS の動的割り振りによ
って戻されたエラー・コードと情報コードが示されま
す。
システムの処置:
されます。

ロギング・マネージャーの処理が続行

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの
ERROR STATUS の部分には、SVC 要求ブロックから
戻された 2 バイトのエラー・コード (S99ERROR) と 2
バイトの情報コード (S99INFO) が、連続して含まれて
います。 S99ERROR コードが SMS 割り振りエラー
(97XX) を示している場合は、 'ssssssss' には、S99ERSN
から得られた追加の SMS 理由コード情報が入っていま
す。これらのコードの説明については、「MVS/ESA
SPL: Application Development Guide」を参照してくださ
い。
DSNJ229I

3. SYSIN データ・セットが固定レコード形式 (ブロッ
ク化または非ブロック化) で、 LRECL が 80 であ
るかどうかを確かめてください。これが JES デー
タ・セットである場合、システム・プログラマーと
連絡をとって援助を求める必要があるかもしれませ
ん。
DSNJ230I

LOG OFFLOAD SUBCOMPONENT
INITIALIZATION PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの初期設定時に、オフロ
ード機能が、その初期設定処理を完了できません。
システムの処置: DB2 の始動は終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。

csect-name OPEN FAILED FOR SYSIN

説明: DB2 ログ・マップ印刷ユーティリティーが
SYSIN データ・セットをオープンしようとしていると
きにエラーが発生しました。
次のような原因が考えられます。
1. SYSIN データ・セットの DD 名が、ユーザーのジョ
ブ制御言語 (JCL) で指定されていない。

DSNJ231I

LOG COMMAND INITIALIZATION
PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの初期設定時に、ログ・
コマンド機能が、その初期設定処理を完了できません。
システムの処置: DB2 の始動は終了します。
オペレーターの応答: サブシステムが終了すると、とる
べき処置が指示されます。
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DSNJ232I
システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。

に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。

このメッセージは IBM サポート・センターに問題を説
明するときに必要となります。

DSNJ235I

DSNJ232I

OUTPUT DATA SET CONTROL
INITIALIZATION PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの初期設定時に、出力デ
ータ・セット制御機能が、その初期設定処理を完了でき
ません。
システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、これらのメッセージを参照
してください。
このメッセージは IBM サポート・センターに問題を説
明するときに必要となります。
DSNJ233I

ARCHIVE LOG READ INITIALIZATION
PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの初期設定時に、アーカ
イブ・ログ読み取り機能が、その初期設定処理を完了で
きません。
システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。
DSNJ234I

ARCHIVE LOG COMMAND QUIESCE
INITIALIZATION PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの初期設定時
に、-ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE) コマンド処理を
サポートする静止機能が、その初期設定処理を完了でき
ません。
システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:
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このメッセージの前

OUTPUT BUFFER WRITER
INITIALIZATION PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの初期設定時に、出力バ
ッファー書き出し機能が、その初期設定処理を完了でき
ません。
システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。
DSNJ236I

BOOTSTRAP ACCESS TERMINATION
PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの終了時に、ブートスト
ラップ・データ・セット・アクセス機能が、その終了処
理を完了できません。
システムの処置: ロギング・マネージャーのシャットダ
ウンが、次のステップに進みます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。
DSNJ237I

csect-name INVALID CONTROL
STATEMENT.THE FIRST WORD MUST
BE ’MEMBER’.

説明: ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティ
ーが、SYSIN データ・セットから正しくない制御ステ
ートメントを読み取りました。
システムの処置: DSNJU004 は制御ステートメントを
無視し、印刷を行う BSDS を記述する SYSUT1 DD ス
テートメントを探して処理を続行しようとします。
ユーザーの処置: ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユー
ティリティー制御ステートメントの作成に関する情報
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。制御ステートメントを訂正または除去
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DSNJ238I
し、ジョブを実行し直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 32。

DSNJ241I

DSNJ238I

説明: ロギング・マネージャーの終了時に、出力バッフ
ァー書き出し機能が、その終了処理を完了できません。

LOG OFFLOAD TERMINATION
PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの終了時に、オフロード
機能が、その終了処理を完了できません。
システムの処置: ロギング・マネージャーのシャットダ
ウンが、次のステップに進みます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。
DSNJ239I

LOG COMMAND TERMINATION
PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの終了時に、ログ・コマ
ンド機能が、その終了処理を完了できません。
システムの処置: ロギング・マネージャーのシャットダ
ウンが、次のステップに進みます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。
DSNJ240I

OUTPUT DATA SET CONTROL
TERMINATION PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの終了時に、出力デー
タ・セット制御機能が、その終了処理を完了できませ
ん。
システムの処置: ロギング・マネージャーのシャットダ
ウンが、次のステップに進みます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

ARCHIVE LOG READ TERMINATION
PROCESSING FAILED

システムの処置: ロギング・マネージャーのシャットダ
ウンが、次のステップに進みます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。
DSNJ242I

ARCHIVE LOG COMMAND QUIESCE
TERMINATION PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの終了時に、-ARCHIVE
LOG MODE(QUIESCE) コマンド処理をサポートする静
止機能が、その終了処理を完了できません。
システムの処置: ロギング・マネージャーのシャットダ
ウンが、次のステップに進みます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。
DSNJ243I

OUTPUT BUFFER WRITER
TERMINATION PROCESSING FAILED

説明: ロギング・マネージャーの終了時に、出力バッフ
ァー書き出し機能が、その終了処理を完了できません。
システムの処置: ロギング・マネージャーのシャットダ
ウンが、次のステップに進みます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
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DSNJ244I
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。
DSNJ244I

LOG TERMINATION RECEIVED
RETURN CODE nnn FROM xxxxxxxx
MACRO

説明: ロギング・マネージャーの終了処理に対して、示
されたマクロから正しくない戻りコードが渡されまし
た。
システムの処置:
続行されます。

オペレーターの応答: 望ましくない個所で切り捨てが行
われるようであれば、'N' と応答してください。システ
ム・プログラマーに通知してください。コールド・スタ
ートを続行させたい場合は、'Y' と応答してください。
システム・プログラマーの応答: ログ・インベントリー
変更ユーティリティーを再実行して、条件再始動レコー
ドを変更してください。
DSNJ247E

ロギング・マネージャーの終了処理が

オペレーターの応答: 戻りコードとマクロ名を記録し
て、システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージは、示
されたマクロ内の障害に関連するものです。 DB2 にエ
ラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する
情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。

csect-name I/O ERROR DURING
PROCESSING OF rrr RC = rc,
REASON = reason

説明: レコード 'rrr' で、入出力エラーが発生しまし
た。 'rc' は、入出力操作から戻された戻りコードを示し
ています。 'reason' は、入出力操作から戻された理由コ
ードを示しています。
戻りコード '4' が戻された場合、ロギング・マネージャ
ーによって問題が検出されています。戻りコード '8' が
戻された場合は、VSAM エラーが発生しています。
システムの処置:

DSNJ245I

CONDITIONAL RESTART RECORD
INDICATES TRUNCATION AT xxx rrr.
REPLY Y TOCONTINUE, N TO
CANCEL

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

説明: 使用中の条件再始動制御レコードが、指定された
RBA または LRSN で DB2 ログを切り捨てなければな
らないことを示しています。xxx は RBA または LRSN
のいずれかになり、rrr は現行レコード内で指定された
値を示します。

システム・プログラマーの応答: 戻りコードが '4' のと
き、 DB2 内にエラーがあると思われる場合には、問題
の識別および報告について DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。戻りコードが
'8' のときは、VSAM エラーの原因を判別するために、
オフラインのアクセス方式サービス・ジョブを実行して
ください。

システムの処置: Y の場合には、DB2 の始動が続行さ
れます。 N の場合には、DB2 の始動が終了します。

DSNJ248I

ARCHIVE LOG READ DEALLOCATION
INITIALIZATION PROCESSING FAILED

オペレーターの応答: 望ましくない個所で切り捨てが行
われるようであれば、N と応答してください。システ
ム・プログラマーに通知してください。再始動を続行さ
せたい場合は、Y と応答してください。

説明: ログ初期設定時に、アーカイブ・ログ読み取りの
割り振り解除処理で、その初期設定を完了できません。

システム・プログラマーの応答: ログ・インベントリー
変更ユーティリティーを再実行して、条件再始動レコー
ドを変更してください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

DSNJ246I

CONDITIONAL RESTART RECORD
INDICATES COLD START AT RBA rrr.
REPLY Y TO CONTINUE, N TO
CANCEL

説明: 使用中の条件再始動制御レコードに、DB2 をコ
ールド・スタートすること、および指定された RBA で
ログを開始することが示されています。
システムの処置: 'Y' の場合には、DB2 の始動が続行さ
れます。 'N' の場合には、DB2 の始動が終了します。
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システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーを記述する 1 つまたは複数のエラ
ー・メッセージが出されています。エラーの分析および
適切な処置については、それらのメッセージを参照して
ください。
DSNJ249I

ARCHIVE LOG READ SCHEDULER
INITIALIZATION PROCESSING FAILED

説明: ログ初期設定時に、アーカイブ・ログ読み取りの
スケジューリング処理で、その初期設定を完了できませ
ん。
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DSNJ250E
システムの処置:

DB2 の始動は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーを記述する 1 つまたは複数のエラ
ー・メッセージが出されています。エラーの分析および
適切な処置については、それらのメッセージを参照して
ください。
DSNJ250E

csect-name DATA SHARING REQUIRES
ALL ACTIVE LOG DATA SETS TO BE
DEFINED WITH SHAREOPTIONS(2 3)
OR HIGHER.

の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5、 11。
DSNJ301I

csect-name ERROR action ONLINE
BOOTSTRAP DATA SET

説明: -RECOVER BSDS コマンドまたは -ARCHIVE
LOG コマンドの処理時に、ブートストラップ・デー
タ・セットに関する操作を実行していたときに、エラー
が発生しました。操作のタイプが、メッセージ・テキス
トの 'action' キーワードに示されています。

説明: DB2 が、データ共用環境でのリカバリー操作を
許可しない共用オプションを使って定義されたアクティ
ブ・ログ・セットを検出しました。このメッセージの後
には、特定のアクティブ・ログ・データ・セットを識別
するメッセージ DSNJ251E が続きます。

v ACCESSING BSDS を OPEN できない。

DB2 を正常に初期設定するには、SHAREOPTIONS(2 3)
の最小値を使って、 DB2 データ共用メンバーのすべて
のアクティブ・ログ・データ・セットを定義しなければ
なりません。詳細については、メッセージ DSNJ251E
の記述を参照してください。

v RESTORING DUAL 安定した BSDS の内容が代替
BSDS に正常にコピーされたが、DB2 サブシステム
が二重 BSDS 操作を正常に復元することができな
い。

システムの処置: この状況を検出した DB2 サブシステ
ムが終了します。
DSNJ251E

csect-name DATA SET dsname FAILS
TO MEET THE MINIMUM REQUIRED
SHAREOPTIONS FOR DATA
SHARING.

説明: メッセージ中で指定されたデータ・セットに定義
された共用オプションが、データ・セットを DB2 デー
タ共用グループに組み込むには小さすぎます。データ共
用グループに組み込むには、すべてのアクティブ・ロ
グ・データ・セットは、 SHAREOPTIONS(2 3) または
それより高い値で定義しなければなりません。
システムの処置: このエラーを検出した DB2 サブシス
テムが終了します。
システム・プログラマーの応答: IDCAMS LISTCAT ま
たは TSO LISTCAT を使って、データ共用グループ内
のすべてのメンバーのすべてのアクティブ・ログ・デー
タ・セットの共用オプションを表示してください。
SHAREOPTIONS(2 3) より小さい値で定義されたアクテ
ィブ・ログ・データ・セットの場合、IDCAMS ALTER
または TSO ALTER を使って、データ・セット定義を
SHAREOPTIONS(2 3) またはそれより高い値に変更して
ください。
問題判別:

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題

v READING BSDS から必要なレコードを読み取れな
い。
v UPDATING BSDS に必要なレコードを書き込めな
い。

システムの処置: このメッセージが -RECOVER BSDS
コマンドの処理中に出された場合、 DB2 サブシステム
は、単一 BSDS モードで続行されます。このメッセー
ジが -ARCHIVE LOG コマンドの処理中に出された場
合、 BSDS 内のアーカイブ・ログ・ヒストリー・レコ
ードは、 -ARCHIVE LOG コマンドのオカレンスを反映
するようには更新されません。ロギングおよびオフロー
ド処理が続行されます。
オペレーターの応答: 発生したエラーのタイプと、その
エラーが -RECOVER BSDS コマンドの処理中に起こっ
たのか -ARCHIVE LOG コマンドの処理中に起こったの
かを、システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージが
-RECOVER BSDS コマンドの処理中に出された場合に
は、コマンドを入力し直す前に、ブートストラップ・デ
ータ・セットに対してリカバリー処置を行わなければな
りません。このメッセージが -ARCHIVE LOG コマンド
の処理中に出された場合には、処置は不要です。
DSNJ302I

ALLOCATION ERROR ON
REPLACEMENT BSDS DSNAME=...
ERROR STATUS=...

説明: RECOVER BSDS コマンドで、示されたデー
タ・セットを動的に割り振ろうとしたときに、エラーが
発生しました。 DSNAME は、そのデータ・セット名で
す。 ERROR STATUS の部分には、 MVS の動的割り
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DSNJ303I
振りによって戻されたエラー・コードと情報コードが示
されます。

のバイトには 16 進数のフィードバック・コードが含ま
れています。

システムの処置: コマンドの処理は終了します。システ
ムは、単一 BSDS モードで続行されます。

システムの処置: コマンドの処理は終了します。システ
ムは、単一 BSDS モードで続行されます。

オペレーターの応答: このメッセージで示されているエ
ラー状況をもとに、エラーの原因を判別し、その条件を
訂正してください。 その後で、-RECOVER BSDS コマ
ンドを入力し直してください。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: このメッセージの
ERROR STATUS の部分には、SVC 要求ブロックから
戻された 2 バイトのエラー・コード (S99ERROR) と 2
バイトの情報コード (S99INFO) が、連続して含まれて
います。これらのコードの説明については、該当の
MVS 資料を参照してください。

システム・プログラマーの応答: オフラインのアクセス
方式サービス・ジョブを実行して、代替 BSDS を削除
するか、その名前を変更するかした上で、同じ名前を使
って新しい BSDS を定義してください。その後で、ロ
ギング・マネージャーの -RECOVER BSDS コマンドを
再入力して、二重 BSDS モードを設定し直してくださ
い。
DSNJ305I

DSNJ303I

WRITE ERROR ON REPLACEMENT
BSDS DSNAME=... ERROR
STATUS=...

説明: -RECOVER BSDS コマンドで、示されたブート
ストラップ・データ・セットに書き込みを行おうとした
ときに、エラーが発生しました。 ERROR STATUS の
部分には、VSAM の戻りコードとフィードバック・コ
ードが示されています。これは 2 バイトのフィールド
で、最初のバイトには 16 進数の戻りコード、 2 番目
のバイトには 16 進数のフィードバック・コードが含ま
れています。
システムの処置: コマンドの処理は終了します。システ
ムは、単一 BSDS モードで続行されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: オフラインのアクセス
方式サービス・ジョブを実行して、代替 BSDS を削除
するか、その名前を変更するかした上で、同じ名前を使
って新しい BSDS を定義してください。その後で、ロ
ギング・マネージャーの -RECOVER BSDS コマンドを
再入力して、二重 BSDS モードを設定し直してくださ
い。

REPLACEMENT BSDS NOT EMPTY
DSNAME=...

説明: -RECOVER BSDS コマンドが出されましたが、
代替ブートストラップ・データ・セットが、空になって
いません。すなわち、このデータ・セットには、データ
が入っていました。
システムの処置: コマンドの処理は終了します。DB2
は、単一 BSDS モードで続行されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: オフラインのアクセス
方式サービス・ジョブを実行して、エラーのある BSDS
を削除するか、その名前を変更するかした上で、同じ名
前を使って新しい BSDS を定義してください。 その後
で、ロギング・マネージャーの -RECOVER BSDS コマ
ンドを再入力して、二重 BSDS モードを設定し直して
ください。
DSNJ306I

DUAL BSDS MODE ALREADY
ESTABLISHED

説明: -RECOVER BSDS コマンドが出されましたが、
DB2 はすでに二重 BSDS モードになっていました。
システムの処置:

DSNJ304I

ERROR CLOSING REPLACEMENT
BSDS DSNAME=... ERROR
STATUS=...

説明: -RECOVER BSDS コマンドで、示されたブート
ストラップ・データ・セットをクローズしようとしたと
きに、エラーが発生しました。 ERROR STATUS の部
分には、VSAM の戻りコードとフィードバック・コー
ドが示されています。これは 2 バイトのフィールド
で、最初のバイトには 16 進数の戻りコード、 2 番目
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システム・プログラマーに通知し

DSNJ307I

このコマンドは無視されます。

LOG INITIALIZED IN SINGLE BSDS
MODE

説明: -RECOVER BSDS コマンドが出されましたが、
このシステムは、単一 BSDS モードで初期設定されて
いました。
システムの処置: コマンドの処理は終了します。システ
ムは、単一 BSDS モードで続行されます。
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DSNJ310I
DSNJ310I

(A)SYNCHRONOUS ARCHIVE LOG
COMMAND QUIESCE PROCESSING
STARTED FOR MAXIMUM OF xxx
SECONDS

説明: MODE(QUIESCE) オプションを指定した
-ARCHIVE LOG コマンドが、 DB2 サブシステムによ
って受け入れられました。 静止処理が開始されまし
た。
システムの処置: DB2 サブシステムは、このメッセー
ジで指定された時間内に、 DB2 リソースに対するすべ
ての更新活動を停止させようと試みます。 DB2 サブシ
ステムで作動しているユーザー / ジョブは、整合する地
点 (コミット点) まで達するのを許された後、それ以上
の更新活動はブロックされます。オフロード処理が開始
された後で DB2 によって解放されるまで、ジョブおよ
びユーザーはサスペンドされます。 DB2 サブシステム
が、指定された最大時間に達する前にすべてのユーザー
による更新を有効にブロックできた場合には、ただちに
オフロードが開始され、通常の処理が再開されます。
このメッセージには、使用された静止処理のタイプをユ
ーザーに知らせるために、 SYNCHRONOUS または
ASYNCHRONOUS のいずれかの語が表示されます。
v SYNCHRONOUS という語が表示されている場合、呼
び出し元は、 WAIT(YES) オプションを使用していま
す。これは、ユーザーと同期で静止処理が行われるこ
とを意味します。すなわち、ユーザーは追加の DB2
コマンドを入力することができますが、それらのコマ
ンドは、静止処理が完了するまで DB2 コマンド処理
プログラムによって処理されません。
v ASYNCHRONOUS という語が表示されている場合、
呼び出し元は、WAIT(NO) オプションを使用している
か、あるいは WAIT オプションを指定しなかったか
のいずれかです。これは、ユーザーと非同期で静止処
理が行われることを意味します。すなわち、静止タス
クが開始されると、ただちに制御権が呼び出し元に戻
されます。これにより、静止タスクが実行されている
間も、DB2 コマンド処理プログラムは、任意の新し
い DB2 コマンドを受け入れて、これを処理します。
このメッセージの後に続いて、メッセージ DSNJ311I ま
たは DSNJ317I が出されます。
オペレーターの応答: オペレーターの応答は不要です。
ただし、指定された期間の間、あるいは、すべての更新
活動が有効にブロックされたことを DB2 サブシステム
が確認するまでの間、 DB2 リソースを使用しているユ
ーザーおよびジョブは、 DB2 によってサスペンドされ
る (キューに入れられる) ことが予想されます。ある時
点で、このメッセージの後に続いて DSNJ311I メッセー
ジまたは DSNJ317I メッセージが出されます。

DSNJ311I

csect-name ASYNCHRONOUS LOG
ARCHIVE (OFFLOAD) TASK
INITIATED

説明: ユーザーが開始した -ARCHIVE LOG コマンド
が、DB2 サブシステムによって受け入れられました。
アクティブ・ログ・データ・セットを保存 (オフロード)
するための非同期タスクが開始されました。
システムの処置: 現在のアクティブ・ログ・データ・セ
ットは切り捨てられ、次の使用可能なアクティブ・ロ
グ・データ・セットに切り替えられます。そして、その
アクティブ・ログ・データ・セットを保存するために、
非同期のオフロード・タスクが開始されます。
ASYNCHRONOUS という用語は、オフロード・タスク
が開始されると、ただちに制御権が呼び出し元に戻され
ることを示すために使用されます。 したがって、オフ
ロード・タスクが実行されている間も、DB2 コマンド
処理プログラムは任意の DB2 コマンドを受け入れて、
これを処理します
-ARCHIVE LOG コマンドで MODE(QUIESCE) オプシ
ョンが使用された場合は、このメッセージに続いて、メ
ッセージ DSNJ312I が出されます。
オペレーターの応答: オフロード・タスクが開始される
とき、オペレーターは通常の操作手順に従って応答する
必要があります。
DSNJ312I

ARCHIVE LOG QUIESCE ENDED.
UPDATE ACTIVITY AGAINST DB2
RESOURCES IS NOW RESUMED.

説明: MODE(QUIESCE) オプションが指定された
-ARCHIVE LOG コマンドが、 DB2 サブシステムによ
って処理されました。 MODE(QUIESCE) 処理の一部と
して、DB2 リソースに対するすべての新たな更新活動
を停止させる試みが行われました。このメッセージは、
静止処理が完了したこと、および静止期間中ブロックさ
れていたすべてのユーザーおよびジョブについて、通常
の DB2 活動が再開されることを知らせるものです。
このメッセージは、メッセージ DSNJ311I または
DSNJ317I の後に出されます。
システムの処置: DB2 サブシステムは、静止期間の間
ブロックされていたすべてのユーザーおよびジョブに対
して、通常の DB2 活動を再開しました。
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DSNJ313I
DSNJ313I

PARAMETER SPECIFIED ON THE
keyword KEYWORD (value) IS NOT
IN THE RANGE OF ALLOWABLE
VALUES

説明: 次のコマンドでエラーが発生したため、このメッ
セージが生成されました。
v MODE(QUIESCE) を指定した ARCHIVE LOG コマ
ンド
v SET ARCHIVE
v SET LOG
ユーザーは、許可された範囲外の値をコマンド・オプシ
ョンのうちの 1 つに指定しました。

DSNJ316I

説明: システム静止がすでに進行中のときに、
MODE(QUIESCE) オプションを指定した -ARCHIVE
LOG コマンドを出す試みが行われました。このシステ
ム静止は、別の -ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE) コ
マンドまたは -STOP DB2 MODE(QUIESCE) コマンド
による処理の結果である可能性があります。
システムの処置: コマンドの処理は終了します。現在進
行中のシステム静止は、続行されます。
DSNJ317I

システムの処置: ARCHIVE LOG、SET ARCHIVE、ま
たは SET LOG コマンドの処理は終了しました。このメ
ッセージに続いて、メッセージ DSN9023I が出されま
す。
オペレーターの応答: コマンドの正しい構文について
は、DB2 コマンド解説書 を参照してください。 コマン
ドの構文を訂正し、コマンドを入力し直してください。
DSNJ314I

xxxx KEYWORD REQUIRES yyyy
KEYWORD TO ALSO BE SPECIFIED
ON THE COMMAND

説明: 'xxxx' キーワードを指定したコマンドが入力され
ました。しかし、'xxxx' キーワードを指定する場合に
は、 'yyyy' キーワードも指定する必要があります。
システムの処置: -ARCHIVE LOG コマンドまたは
-RECOVER BSDS コマンドの処理は終了します。この
メッセージに続いて、メッセージ DSN9023I が出されま
す。
オペレーターの応答: コマンドの正しい構文について
は、DB2 コマンド解説書 を参照してください。コマン
ドの構文を訂正し、コマンドを入力し直してください。
DSNJ315I

-STOP DB2 MODE(FORCE) IN
PROGRESS

説明: すでに -STOP DB2 MODE(FORCE) コマンドの
処理が進行中であるときに、 -ARCHIVE LOG コマンド
を出す試みが行われました。
システムの処置: -ARCHIVE LOG コマンドのコマンド
処理は終了します。 -STOP DB2 MODE(FORCE) 処理
は続行されます。
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SYSTEM QUIESCE ALREADY IN
PROGRESS

ARCHIVE LOG QUIESCE PERIOD
EXPIRED.NUMBER OF OUTSTANDING
UR'S = xxxx. ARCHIVE LOG
PROCESSING WILL BE TERMINATED,
AND UPDATE ACTIVITY AGAINST
DB2 RESOURCES WILL BE
RESUMED.HH:MM:SS

説明: -ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE) コマンド
が、DB2 サブシステムによって処理されました。しか
し、DB2 サブシステムは、ユーザーが指定した静止期
間内に、すべての更新活動を静止させることができませ
ん。
システムの処置: これは通知メッセージです。DB2 サ
ブシステムは、 'xxxx' リカバリー単位 (UR) が静止期
間中に整合点に到達しなかったので、それらに関連する
更新処理は継続できないと判断しました。
この結果、-ARCHIVE LOG 処理は終了します。現在の
アクティブ・ログ・データ・セットは切り捨てられず、
また次の使用可能なアクティブ・ログ・データ・セット
への切り替えも行われません。ログ保存 (オフロード)
タスクは作成されません。静止期間中サスペンドされて
いたすべてのジョブおよびユーザーが再開され、 DB2
リソースに対する通常の更新活動が開始されます。
このメッセージの後に続いて、DSNJ312I メッセージが
出されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
てください。
システム・プログラマーの応答: 未解決の (静止されて
いない) UR が重要な作業を表すものであるかどうかを
判断しなければなりません。
DB2 リソースを変更している場合は、システムの各ユ
ーザーがリカバリー単位をもっています。また UR
は、内部処理のために DB2 サブシステム自体によって
も作成されます。 MODE(QUIESCE) オプションの目的
は、アクティブ・ログ・データ・セットが切り捨てられ
てオフロードされる前に、すべての UR を整合点 (コミ
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DSNJ318I
ット点) に到達させることにあるので、 -DISPLAY
THREAD および MVS の 'D A,L' オペレーター・コマ
ンドを使用して、未解決の、キューに入っていないすべ
てのジョブおよびユーザーを判別してください。
リソースを保有している (そして、整合点に達している)
ユーザーまたはジョブと、ロックを望んでいる (したが
って、整合点に達していない) ユーザーまたはジョブの
間のロック競合が原因で、 UR が未解決になっている
場合があることに注意してください。
MODE(QUIESCE) オプションを指定した -ARCHIVE
LOG コマンドを出し直す前に、次のいずれかを行って
ください。
v スレッドが割り振り解除されるまで待つ。
v DB2 サブシステムの使用状況が軽減されるまで待
つ。
v 妨害しているスレッドを強制的に終了させる。
v TIME オプションを用いて動的に指定変更し、
ZPARMS に指定されている最大静止期間を延長す
る。
v あるいは、アクティブ・ログ内のすべての UR を整
合点に到達させることは、もはや重要ではなくなって
いる場合には、 MODE(QUIESCE) オプションを指定
せずに -ARCHIVE LOG コマンドを出す。
重要事項： MODE(QUIESCE) オプションを指定せずに
-ARCHIVE LOG コマンドを使用することに決めた場
合、DB2 サブシステム上での静止活動に関係なく、ア
クティブ・ログ・データ・セットは切り捨てられます。
これにより作成されたアーカイブ・ログ・データ・セッ
トをリカバリーに使用した場合、 DB2 の初期設定時
に、一部の UR が未完了、打ち切り中、コミット中、
または未確定として検出される可能性があります。
すべての UR が整合点に達する前に静止期間が満了し
てしまうことが恒常的な問題になっている場合には、
ZPARM を調整する必要があるかもしれません。静止期
間は、'Maximum Quiesce Period' ZPARM によって制御
されます。 DB2 インストレーション・ガイド の第 2
部のアーカイブ・ログ・パラメーター (DSNTIPA) パネ
ルに関する説明を参照してください。
DSNJ318I

csect-name ARCHIVE LOG COMMAND
ALREADY IN PROGRESS

説明: -ARCHIVE LOG コマンドの処理がすでに進行中
のときに、別の -ARCHIVE LOG コマンドを出す試みが
行われました。データ共用において、現在処理中の
ARCHIVE LOG コマンドは、別のメンバーが始動する
ことはできません。
オペレーターの応答:

競合するコマンドがアーカイブ要

求を満たす場合、コマンドを出し直さないでください。
そうでない場合、競合するコマンドが完了するのを待
ち、それから -ARCHIVE LOG コマンドを再び出してく
ださい。
DSNJ319I

csect name CURRENT ACTIVE LOG
DATA SET IS THE LAST AVAILABLE
ACTIVE LOG DATA SET.ARCHIVE
LOG PROCESSING WILL BE
TERMINATED.

説明: 現在のアクティブ・ログが、使用可能な最後のア
クティブ・ログ・データ・セットであるために、
-ARCHIVE LOG コマンドが拒否されました。このよう
な条件が存在するときにこのコマンドを処理すると、
DB2 サブシステムは使用可能なアクティブ・ログ・リ
ソースを使い尽くして、即時に処理を停止します。
システムの処置: このコマンドの処理は終了します。こ
の状態が訂正されない場合、使用可能なアクティブ・ロ
グ・データ・スペースが非常に低いレベルに達すると、
DB2 サブシステムは (まだ、出されていなければ)
DSNJ110E メッセージを出します。最終的には、使用可
能なアクティブ・ログ・データ・スペースが使い尽くさ
れた時点で、メッセージ DSNJ111E が出され、アクテ
ィブ・ログ・スペースが使用可能になるまで、 DB2 オ
ンライン処理は停止されます。
ユーザーの処置: オペレーターまたはシステム・プログ
ラマーに通知してください。
オペレーターの応答: この条件を解消するには、他の待
機中のオフロード・タスクを完了させるための処置をと
らなければなりません。別のアクティブ・ログのオフロ
ード処理を完了させることによって、そのアクティブ・
ログが使用可能 (再使用可能) になれば、現在のアクテ
ィブ・ログのためのコマンド処理を進めることができま
す。
MVS 表示システム要求 コマンド (たとえば、D R,L )
を実行して、ログ・オフロード処理に関する未解決要求
を要求してください。 未解決の要求があればそれを満
たすために必要な処置をとって、オフロードが続行され
るようにしてください。オフロードを正常に完了できな
かった場合、あるいは開始できない場合には、システ
ム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: オフロード処理が失敗
する原因となった問題を訂正するか、あるいはアクティ
ブ・ログ・データ・セットをさらに追加するかしてくだ
さい。後者の処置では、DB2 を停止させて、ログ・イ
ンベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリティーを実行
させる必要があることに注意してください。
アクティブ・ログ・データ・スペースが不足する原因と
しては、次のことが考えられます。
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DSNJ320I
v 過度のロギング。 たとえば、同時にログを要求して
いるユーザーが多すぎるか、 LOG(YES) を指定して
いるユーティリティーが多すぎます。

DSNJ321I

v オフロードの遅延または低速。 たとえば、アーカイ
ブ・ボリュームの取り付けの失敗、オフロード・メッ
セージへの正しくない応答、または装置の速度が遅い
などです。
v -ARCHIVE LOG コマンドの過度の使用。 -ARCHIVE
LOG コマンドが呼び出されるたびに、DB2 サブシス
テムは新しいアクティブ・ログ・データ・セットに切
り替えます。このコマンドが過度に使用され、その結
果として生じるオフロードが適時に処理されないと、
使用可能なアクティブ・ログ・データ・スペースが使
い尽くされてしまう可能性があります。
v オフロードの失敗 (オペレーターの応答を参照してく
ださい)。
v アクティブ・ログ・スペースの不足 (オペレーターの
応答を参照してください)。
DSNJ320I

csect-name UNABLE TO PROCESS
LOG TRUNCATION REQUEST DUE
TO SUBSYSTEM COMPONENT action
FAILURE

説明: -ARCHIVE LOG コマンドの処理中に、ログ・バ
ッファー出力ルーチンから、ログ・バッファーを強制的
に書き込み、アクティブ・ログを切り捨て、次の使用可
能なアクティブ・ログ・データ・セットに切り替えるこ
とを求める、内部要求が出されました。メッセージに表
示された 'action' の処理中に、この要求が失敗しまし
た。
システムの処置: このコマンドの処理は終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このエラーは、DB2
サブシステムによって検出された内部エラーです。エラ
ーの原因は、ログ・バッファー書き出しプログラム・コ
ンポーネント (DSNJWxxx) 内の無関係な ABEND、
-STOP DB2 MODE(FORCE) コマンド、またはサブシス
テムの異常終了にあることが考えられます。このメッセ
ージの前に出されるメッセージおよび ABENDS を参照
してください。

UNABLE TO CONTINUE ARCHIVE
LOG QUIESCE DUE TO INTERNAL
SUBSYSTEM ERROR. ARCHIVE LOG
PROCESSING WILL BE TERMINATED,
AND UPDATE ACTIVITY AGAINST
DB2 RESOURCES WILL BE
RESUMED.

説明: MODE(QUIESCE) オプションが指定された
-ARCHIVE LOG コマンドが、 DB2 サブシステムによ
って処理されました。 MODE(QUIESCE) 処理の一部と
して、DB2 リソースに対するすべての新たな更新活動
を停止させる試みが行われました。ロギング・マネージ
ャーとリカバリー管理プログラムの間で内部サブシステ
ム対話を行っている際に、内部インターフェース・エラ
ーが、リカバリー管理プログラムによって検出されまし
た。
システムの処置: -ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE)
処理は終了します。 MODE(QUIESCE) 処理によって静
止されていたすべてのユーザーおよびジョブが再開され
た後で、このメッセージに続いてメッセージ DSNJ312I
が出されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: このエラーは、DB2
サブシステムによって検出された内部エラーです。
-ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE) コマンドを再試行し
てください。再びエラーとなる場合は、
MODE(QUIESCE) オプション指定なしの -ARCHIVE
LOG コマンドを使用して、アクティブ・ログ・デー
タ・セットを切り替えることができます。
DSNJ322I

DISPLAY ARCHIVE REPORT
FOLLOWS—

説明: このメッセージは常に、-DISPLAY ARCHIVE コ
マンド報告書出力の表題として生成されます。この表題
は、このコマンドで生成される他のメッセージに先立っ
て表示されます。
DSNJ323I から DSNJ329I までの一連のメッセージが、
-DISPLAY ARCHIVE に対する定様式報告書です。
DSNJ323I

COUNT TIME

説明: -DISPLAY ARCHIVE コマンドによって生成され
るパラメーター指定リストの列見出しが表示されていま
す。このメッセージにはメッセージ番号は含まれていま
せん。
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DSNJ324I
DSNJ324I

(TAPE UNITS) (MIN,SEC)

status

説明: -DISPLAY ARCHIVE コマンドによって表示され
る COUNT および TIME パラメーター指定の形式が示
されています。 このメッセージにはメッセージ番号は
含まれていません。
DSNJ325I

BUSY

テープ・アドレスは現在、アーカイ
ブ・ログ・データ・セットを活動的に
処理中である。

PREM

テープ・アドレスはアクティブで、事
前取り付けのために割り振られてい
る。

name count time

説明: このメッセージは、メッセージ DSNJ323I およ
び DSNJ324I と組み合わせて使用され、 -DISPLAY
ARCHIVE 報告書の一部であるパラメーター情報を提供
します。
name

テープ・アドレスの状況：

メッセージ行のカウント値および時間値を識別
します。
DSNZPARM
DB2 インストール時に指定された
値。
CURRENT
DB2 システム内の現行値。

count

name に指定された COUNT の値。

time

name に指定された TIME の値。

このメッセージにはメッセージ番号は含まれていませ
ん。

AVAIL テープ装置は非アクティブで、作業を
待っている。
corr-id 処理中のテープのユーザーに関連付けられてい
る相関 ID。状況 (status) が PREM または
AVAIL のとき、この列には、現在このテープ
と関連付けられているユーザーがいないことを
示す、 ’*****’ が入れられることがあります。
vname テープ・アドレスに取り付けられているテー
プ・ボリュームの名前。
dsname
処理中の (BUSY および PREM) または最後に
処理された (AVAIL) テープ・ボリューム上の
データ・セット。
このメッセージにはメッセージ番号は含まれていませ
ん。
DSNJ329I

DSNJ326I
説明: このメッセージは、-DISPLAY ARCHIVE コマン
ドによって生成されるメッセージ DSNJ325I とメッセー
ジ DSNJ327I を区切るものです。このメッセージにはメ
ッセージ番号は含まれていません。

説明: このメッセージは、メッセージ DSNJ322I 〜
DSNJ328I の後に続いて出され、 -DISPLAY ARCHIVE
報告書が正常に生成されたことを示します。このメッセ
ージにはメッセージ番号は含まれていません。
DSNJ330I

DSNJ327I

ADDR STATUS CORR-ID VOLSER
DATASET_NAME

説明: このメッセージは、DISPLAY ARCHIVE 報告書
の列見出しを表示しています。
このメッセージにはメッセージ番号は含まれていませ
ん。
DSNJ328I

tapeaddr status corr-id vname
dsname

説明: このメッセージは、メッセージ DSNJ327I と組
み合わせて使用され、 -DISPLAY ARCHIVE 報告書の
一部であるテープ装置情報を提供します。
tapeaddr
アーカイブ・ログを読み取るために割り振られ
たテープ装置の物理テープ・アドレス。

END OF DISPLAY ARCHIVE REPORT

ARCHIVE LOG VOLUMES REQUIRED
FOR CONNECTION ID conn-id
CORRELATION ID corr-id

説明: このメッセージは、ARCHIVE LOG VOLUMES
報告書出力の表題として出されます。 ARCHIVE LOG
VOLUMES 報告書では、その接続 ID の相関 ID に必
要なアーカイブ・ログ・ボリュームがリストされます。
このメッセージは、corr-id についての最初のアーカイ
ブ・ログ・テープ取り付けのとき、アーカイブ読み取り
処理により自動的に生成されます。このメッセージは、
この処置により生成される他のメッセージに先行して出
されます。
このメッセージは、メッセージ DSNJ331I および
DSNJ332I と組み合わされて使用され、要求された
ARCHIVE LOG VOLUMES の定様式報告書を提供しま
す。
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DSNJ331I
conn-id
スレッドを確立するために使用された'接続名'
を表す ID。
corr-id 指定されたスレッドに関連する ID。TSO で
は、許可 ID またはジョブ名のいずれかになり
ます。
DSNJ331I

avolume, avolume, avolume, avolume
...

説明: このメッセージは、ARCHIVE LOG VOLUMES
報告書出力のテープ・ボリューム情報を提供します。
avolume
この相関 ID に必要なアーカイブ・ログ・ボリ
ュームの名前。前に ’*’ の付いた ’avolume’
は、そのアーカイブ・ログ・ボリューム上のデ
ータがアクティブ・ログ・データ・セットによ
ってもマップされることを表します。そのた
め、可能であれば、データがアクティブ・ログ
から読み取られるので、 ’avolume’ が読み取り
処理に必要でないことがあります。
DSNJ332I

END OF ARCHIVE LOG VOLUMES
REPORT

説明: このメッセージは、メッセージ DSNJ330I およ
び DSNJ331I に続いて出され、 ARCHIVE LOG
VOLUMES 報告書が正常に生成されたことを示します。
このメッセージにはメッセージ番号は含まれていませ
ん。

DSNJ335I

INVALID KEYWORDS COMBINATION
IN SET ARCHIVE COMMAND

説明: このコマンドでは、キーワード COUNT または
キーワード TIME を指定しなければなりません。両方
とも省略する場合は、キーワード DEFAULT を指定す
る必要があります。 COUNT キーワードまたは TIME
キーワードのいずれかを指定したときには、キーワード
DEFAULT を指定することはできません。
システムの処置: -SET ARCHIVE コマンドの処理は終
了します。 このメッセージの後に、DSN9023I メッセー
ジが続きます。
オペレーターの応答: コマンドの構文については、DB2
コマンド解説書 を参照してください。 構文を訂正し、
このコマンドを入力し直してください。
DSNJ336I

UNABLE TO ALLOCATE TAPE UNIT
FOR conn-id corr-id, x ALLOCATED,
y ALLOWED.

説明: 接続 ID'conn-id' のためにテープ装置を割り振る
試みが失敗しました。指定されている現在の最大テープ
装置数は ’y’ ですが、物理的に使用可能な装置は ’x’ だ
けです。
システムの処置: 'conn-id corr-id' 処理は、割り振られ
ているテープ装置が使用可能になるか、あるいはもっと
多くのテープ装置がオンラインに変えられて、 DB2 ア
ーカイブ読み取りタスクに対して使用可能にされるま
で、キューに入れられます。

説明: このメッセージは、SET LOG コマンドが正常に
処理され、システム・チェックポイントが開始されたこ
とを示します。

オペレーターの応答: 現在割り振られているテープ装置
が使用可能になれば、この状況は訂正されます。スルー
プットを向上させるには、追加のテープ装置をオンライ
ンに変え、それらを DB2 に使用可能にしてください。
-SET ARC READ COUNT コマンドが出されるまで、あ
るいは割り振られているテープが取り外されると、キュ
ーの再走査は試みられないことに注意してください。

DSNJ334I

DSNJ337I

DSNJ333I

csect-name SYSTEM CHECKPOINT
INITIATED

PARAMETER SPECIFIED ON THE
keyword KEYWORD (VALUE)
CONTAINS INVALID CHARACTERS

SET ARCHIVE COMMAND
COMPLETED COUNT(count)
TIME(minute,second)

説明: -SET ARCHIVE コマンドが、DB2 サブシステム
によって処理されました。コマンド・キーワードの 1
つに指定された値に、無効な文字が含まれています。

説明: このメッセージは、-SET ARCHIVE コマンドが
正常に処理されたことを示すもので、 COUNT および
TIME の現行値を表示しています。

システムの処置: -SET ARCHIVE コマンドの処理は終
了します。 このメッセージの後に、DSN9023I メッセー
ジが続きます。

count

オペレーターの応答: コマンドの構文については、DB2
コマンド解説書 を参照してください。 構文を訂正し、
このコマンドを入力し直してください。

second

352

COUNT パラメーターの値

minute TIME パラメーターの '分' の値
TIME パラメーターの '秒' の値

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNJ338I
DSNJ338I

NO TAPE ARCHIVE READING
ACTIVITY

DSNJ350I

説明: このメッセージは、報告すべきアーカイブ・テー
プ読み取り活動が現在ないことを示しています。
このメッセージにはメッセージ番号は含まれていませ
ん。
DSNJ339I

|
|
|
|
|

csect-name SET LOG COMMAND
COMPLETED, type(quantity)

説明: このメッセージは、SET LOG コマンドが正しく
処理されたことを示し、現在のチェックポイント頻度を
表示します。チェックポイント頻度は、DB2 が再始動
されるか、または SET LOG または SET SYSPARM コ
マンドによって値が変更されるまで有効です。

| type
|
|
|
|
|

quantity と一緒に、現在のシステム・チェック
ポイント頻度を決定します。これは、時間を基
準としたチェックポイント頻度に対しては
MINUTES を示し、書き込まれるログ・レコー
ドの数によってチェックポイント頻度が決めら
れる場合には、LOGRECORDS を示します。

| quantity 分数、または現在のチェックポイント頻度を決
定するログ・レコードの数。
|
DSNJ340I

csect-name COMMAND KEYWORD xxx
IS ONLY VALID FOR DATA SHARING

説明: データ共用に加わるようには初期設定されていな
い DB2 で、KEYWORDxxx を指定した DB2 コマンド
を出そうとしました。
システムの処置:

| DSNJ341I
|
|

コマンド要求は拒否されます。

csect-name -ARCHIVE LOG COMMAND
NOT ALLOWED, LOGGING IS
SUSPENDED

| 説明: -ARCHIVE LOG コマンドを実行しようとして失
| 敗しました。これは、-SET LOG SUSPEND コマンドに
| よりロギングが中断されていたためです。
|
|
|
|

システムの処置: -ARCHIVE LOG コマンドのコマンド
処理は終了します。 -SET LOG RESUME コマンドによ
りロギングが再開されたら、このコマンドを出し直すこ
とができます。

csect-name (A)SYNCHRONOUS
ARCHIVE LOG COMMAND QUIESCE
PROCESSING STARTED IN DATA
SHARING

説明: データ共用グループの DB2 サブシステムが、
MODE(QUIESCE) オプションを指定した ARCHIVE
LOG コマンドを受け取りました。
データ共用グループ内の各活動 DB2 メンバーが、静止
操作を実行します。静止操作の発信元となっているメン
バーが、メッセージ DSNJ350I を出し、他のすべてのメ
ンバーはそれぞれ静止を始めるときに DSNJ310I を出し
ます。
DSNJ351I

csect-name MEMBER member name
STATUS=member status

説明: このメッセージは、ARCHIVE LOG コマンドで
指定されている MODE(QUIESCE) に応答して現れま
す。 それは、データ共用グループの示されたメンバー
のアーカイブ関連状況を表示するエレメントのリストの
うちの 1 つです。メッセージ DSNJ359I が出され、続
いて DSNJ361I が出されてから、これらのメンバー状態
メッセージが出されます。
member name は、データ共用グループのメンバーを識
別します。
member status は、指定されたメンバーの保存関連状態
を示します。それは、以下のいずれかとして現れます。
ABNORMALLY TERMINATING
データ共用グループの ARCHIVE LOG 処理が
アクティブの時に、指定されたメンバーはサブ
システムの異常終了を経験しました。データ共
用グループの残りについては、ARCHIVE LOG
コマンドの処理が異常終了します。
ARCHIVE ALREADY ACTIVE
次の ARCHIVE LOG コマンドが出された時、
指定されたメンバーで ARCHIVE LOG コマン
ド処理が実行中でした。データ共用グループの
残りのメンバーについては、次の ARCHIVE
LOG コマンドが異常終了します。
CANCELED
データ共用グループ内の他の場所で問題が発生
したため、指定されたメンバーの ARCHIVE
LOG コマンド処理が取り消されました。メン
バーのコマンド処理が終了する前に、静止操作
がシャットダウンされて終了し、 DB2 リソー
スに対する更新活動が再開されます。
COMMUNICATIONS FAILURE
データ共用グループ内の指定されたメンバーと

第 11 章 DB2 メッセージ

353

DSNJ352W
1 つまたは複数の他のメンバーとの間に、通信
障害が発生しました。メンバーのコマンド処理
が終了する前に、静止操作がシャットダウンさ
れ、 DB2 リソースに対する更新活動が再開さ
れます。データ共用グループの残りについて
は、ARCHIVE LOG コマンドの処理が異常終
了します。
FAILED
ARCHIVE LOG コマンドが出された時、指定
されたメンバーは非アクティブでした。このメ
ンバーの DB2 サブシステムは異常終了しまし
た。この状態がすべてのメンバーで表示される
と、データ共用グループ全体の ARCHIVE
LOG コマンド処理が異常終了します。
NOT AVAILABLE
指定されたメンバーの保存コマンド状態を判別
できませんでした。一般的に、指定されたメン
バーが ARCHIVE LOG コマンドの処理中に応
答に失敗した時にこの状態が生じ、通常、それ
と共にメッセージ DSNJ353I またはメッセージ
DSNJ355I (あるいはその両方) が出されます。
QUIESCED
ARCHIVE LOG コマンドが出された時、指定
されたメンバーはアクティブでした。
MODE(QUIESCE) の指定に応答して、(活動
UR がない) そのメンバーの、 DB2 リソース
に対する更新活動が正常に静止しました。
QUIESCED/OFFLOADING
ARCHIVE LOG コマンドが出された時、指定
されたメンバーはアクティブでした。
MODE(QUIESCE) の指定に応答して、(活動
UR がない) そのメンバーの、 DB2 リソース
に対する更新活動が正常に静止しました。その
ときアクティブ・ログは切り捨てられ、データ
共用グループ内のすべてのメンバーが静止点に
達した後で、オフロード処理が開始されます。
STOPPED
ARCHIVE LOG コマンドが出された時、指定
されたメンバーは非アクティブでした。このメ
ンバーの DB2 サブシステムは、不完全な UR
が未解決になることなく正常に終了しました。
指定されたメンバーが次に始動される時に、ロ
グ切り捨ておよびオフロード処理が、自動的に
実行されるようスケジュールされます。メンバ
ーが始動される場合、アーカイブ処理が自動的
に行われることを確認することが重要です。あ
るエラー状況では、オペレーター・コンソール
によって ARCHIVE LOG コマンドを入力する
必要があり、それによって切り捨ておよびオフ
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ロード処理が実行されます。このメンバー状況
には、警告メッセージ DSNJ362A が共に出さ
れます。
TIME EXCEEDED
指定されたメンバーが、割り当てられた期間内
にその更新活動を静止することができませんで
した。そのメンバーのコマンド処理が終了する
前に、不完全な静止操作はシャットダウンさ
れ、更新活動が再開されます。データ共用グル
ープの残りの ARCHIVE LOG コマンドの処理
が異常終了します。
DSNJ352W

csect-name MEMBERS WERE NOT
OFFLOADED

説明: DB2 は、MODE(QUIESCE) オプションを指定し
てある ARCHIVE LOG コマンドの処理時に、このメッ
セージを出します。静止された 1 つまたは複数のメン
バーは、アーカイブ要求を受け取るために利用できませ
んでした。 DSNJ351I メッセージが続き、静止されたメ
ンバーを表示します。
静止されたメンバーの次の始動時に、DB2 は現行アク
ティブ・ログを切り替え (切り捨て)、アーカイブ・タス
クを開始します。
DSNJ353I

csect-name DSNJ353I MEMBER member
name NOT RESPONDING.

説明: ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE) コマンド処理
中の期待された期間内に必要な応答を受け取らないと、
このメッセージが表示されます。指定されたメンバー下
でのサブシステムの異常終了の結果として、またはおそ
らくデータ共用グループのメンバー中の通信問題からこ
れが生じることがあります。
オペレーターの応答: 指定されたメンバーのコンソー
ル・ログを調べ、問題に関係のあるオペレーター情報メ
ッセージを探してください。
DSNJ354I

csect-name DSNJ354I ARCHIVE LOG:
ALL ACTIVE MEMBER(S) STARTED
OFFLOAD TASKS

説明: データ共用グループ内のすべての活動メンバー
が、割り当てられた期間内に更新活動を正常に静止した
後、ARCHIVE LOG コマンドで MODE(QUIESCE) が指
定されると、このメッセージが出されます。データ共用
グループ内の各活動メンバーごとに、アクティブ・ログ
が切り捨てられて切り替えられ、オフロード・タスクが
開始されてオフロード処理が開始されます。停止 (およ
び静止) されたメンバーのログ切り捨て、切り替え、お
よびオフロード処理は、次にそのメンバーが開始される
時に実行されます。
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DSNJ355I
DSNJ355I

csect-name ARCHIVE LOG: ONE OR
MORE ACTIVE MEMBERS FAILED TO
RESPOND OR START OFFLOAD
TASKS

DSNJ361I

説明: このメッセージは、1 つまたは複数の DSNJ351I
メンバー状況メッセージのリストの終わりを示し、リス
ト中の最後の状況メッセージの後に続きます。

説明: このメッセージが表示されるのは、ARCHIVE
LOG コマンドで MODE(QUIESCE) が指定され、 1 つ
または複数の活動メンバーが割り当てられた期間内にそ
の更新活動を正常に静止することができなかったときで
す。すでに静止されたサブシステムの活動が再開され、
データ共用グループ内のすべての活動メンバーの
ARCHIVE LOG コマンド処理が異常終了します。この
メッセージと共に、メッセージ DSNJ353I も表示される
ことがあります。

DSNJ362E

csect-name COMMUNICATIONS
FAILURE TERMINATED COMMAND

オペレーターの応答: 非活動メンバーが開始される時
に、必ずログ切り替えおよびオフロード処理が自動的に
行われるようにしてください。 ARCHIVE LOG 処理が
自動的に行われない場合、特定のエラー状況によって、
ARCHIVE LOG コマンドを別々に出す必要がある場合
があります。メッセージ DSNJ359I、DSNJ351I、および
DSNJ361I を参照して、非活動メンバーを識別してくだ
さい。

説明: データ共用グループの 1 つまたは複数のメンバ
ーによる通信要求に障害が発生した結果、このメッセー
ジが表示されます。このメッセージと共に、DSN7xxx
か他のエラー・メッセージ、または SVC ダンプ (ある
いはその両方) が出されることがあります。
システムの処置: グループ内のすべてのメンバーの
ARCHIVE LOG コマンド処理が異常終了します。
DSNJ357E

オペレーターの応答: メッセージ DSNJ359I、
DSNJ351I、および DSNJ361I を参照して、データ共用
グループ内のメンバーの保存関連状況を判別してくださ
い。
DSNJ359I

DSNJ370I

SYSTEM QUIESCE FAILED

説明: このメッセージは、ARCHIVE LOG
MODE(QUIESCE) コマンドの異常な結果を示していま
す。このメッセージは、1 つまたは複数のメンバーが、
許可された時間内に更新活動を静止できなかったことを
示しています。通常、それと共に、1 つまたは複数の関
連メッセージ (たとえば、DSNJ355I)、および障害の理
由を示すメンバー状況メッセージのリストが出されま
す。

csect-name WARNING: LOGS OF nn
STOPPED OR FAILED MEMBERS
NOT OFFLOADED.

説明: このメッセージが表示されるのは、ARCHIVE
LOG コマンドで MODE(QUIESCE) または
SCOPE(GROUP) のどちらかが指定され、データ共用グ
ループの 1 つまたは複数のメンバーが停止または失敗
し、アーカイブ要求を受け取るのに利用できなかったと
きです。これらの非活動メンバーのアクティブ・ログ切
り捨て、ログ切り替え、およびオフロード処理は、これ
らのメンバーが次に開始される時に実行されるようスケ
ジュールされています。

オペレーターの応答: メッセージ DSNJ359I に続く
DSNJ351I メンバー状況メッセージのリストを参照し
て、保存コマンド障害の理由を判別してください。
DSNJ356I

csect-name END OF MEMBER
RESPONSES LIST

|
|

csect-name LOG DISPLAY CURRENT
COPY1 LOG = dsname1 IS pct% FULL
CURRENT COPY2 LOG = dsname2 IS
pct% FULL H/W RBA = hw-rba, H/O
RBA = ho-rba FULL LOGS TO
OFFLOAD = nn OF mm, OFFLOAD
TASK IS status

説明: このメッセージは、メッセージ DSNJ371I との
組み合わせで DISPLAY LOG コマンドからの出力を表
示します。
dsname1
現在のアクティブ・ログ copy1 データ・セッ
トのデータ・セット名。このログのコピーが現
在アクティブでない場合は、dsname1 は
INACTIVE を表示します。

MEMBER RESPONSES
dsname2

説明: このメッセージは、1 つまたは複数の DSNJ351I
メンバー状況メッセージのリストの開始をマーク付け、
リスト中の最初の状況メッセージより前に出されます。

現在のアクティブ・ログ copy2 データ・セッ
トのデータ・セット名。このログのコピーが現
在アクティブでない場合は、dsname2 は
INACTIVE を表示します。

第 11 章 DB2 メッセージ

355

DSNJ371I
アクティブ・ログ・データ・セット内の書き込
まれたログ・スペースの割合 (パーセント)。

pct

| hw-rba 最新に書き込まれたログ・レコードの RBA。
|
|

ho-rba

アーカイブ・ログ・データ・セットにオフロー
ドされた最高位のログ RBA。

nn

保存されなかった、フルのアクティブ・ログ・
データ・セットの数。

mm

アクティブ・ログ・データ・セットの合計数。

status

オフロード・タスクの状況。

|
|
|

| DSNJ372I
|
|
|

BUSY,ACTV
タスクはアクティブ・ログ・データ・
セットのコピーで使用中。
BUSY

タスクはその他の処理で使用中。

AVAILABLE
タスクは作業で使用可能。
DSNJ371I

|
|
|
|

DB2 RESTARTED time-date-1 RESTART
RBA rstrt-rba, CHECKPOINT
FREQUENCY quantity type LAST
SYSTEM CHECKPOINT TAKEN
time-date-2

説明: このメッセージは、メッセージ DSNJ370I との
組み合わせで、DISPLAY LOG コマンドからの出力を表
示します。

|
|

システムの処置: DB2 サブシステム aaaa に対するロ
グおよびデータベースの更新活動がすべて中断されてい
ます。xxxxxxxxxxxx には、最後にログに書き込まれたレ
コードの RBA が入っています。 データ共用環境で
は、yyyyyyyyyyyy には、最後にログに書きこまれたレコ
ードの LRSN が入ります。それ以外の場合、
yyyyyyyyyyyy には、書き込み回数の多い RBA が入りま
す。zzzzzzzzzzzz には、最後のシステム・チェックポイン
トの RBA が入ります。
オペレーターの応答: 更新活動の準備ができたら、
RESUME キーワードを使って -SET LOG コマンドを実
行してください。
DSNJ373I

rstrt-rba
始動時に DB2 がロギングを始める RBA。

|
|
|

quantity

|
|
|
|
|
|

type

分数、または現在のチェックポイント頻度を決
定するログ・レコードの数。
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quantity と一緒に、現在のシステム・チェック
ポイント頻度を決定します。これは、時間を基
準としたチェックポイント頻度に対しては
MINUTES を示し、書き込まれるログ・レコー
ドの数によってチェックポイント頻度が決めら
れる場合には、LOGRECORDS を示します。

csect-name UPDATE ACTIVITY HAS
BEEN RESUMED FOR xxxx

説明: このメッセージは、RESUME オプションを使っ
て実行された -SET LOG コマンドが正常に完了したこ
とを示しています。
システムの処置: DB2 サブシステム xxxx に対するロ
グおよびデータベースの更新活動がすべて再開されまし
た。
DSNJ374I

| time-date-1
DB2 が始動した時刻と日付。

csect-name UPDATE ACTIVITY HAS
BEEN SUSPENDED FOR aaaa AT
RBA xxxxxxxxxxxx, LRSN yyyyyyyyyyyy,
PRIOR CHECKPOINT RBA zzzzzzzzzzzz

説明: このメッセージは、SUSPEND オプションを使っ
て実行された -SET LOG コマンドが正常に完了したこ
とを示しています。

BUSY,ALLC
タスクはアーカイブ・ログ・データ・
セットの割り当てで使用中。これはテ
ープ取り付け要求が未解決であること
を示す場合があります。
BUSY,BSDS
タスクは BSDS データ・セットのコ
ピーで使用中。

time-date-2
最後のシステム・チェックポイントの時刻と日
付。

csect-name SET LOG options COMMAND
FAILED, reason

説明: A -SET LOG コマンドが失敗しました。コマン
ドに options が指定されました。reason は、失敗の原因
を記述します。
ALREADY SUSPENDED
前のコマンドによって更新活動が中断されてい
るときに、-SET LOG SUSPEND コマンドが出
されました。
DB2 STOPPING
-SET LOG SUSPEND コマンドが出されました
が、DB2 が停止中です。
QUIESCE ACTIVE
-SET LOG SUSPEND コマンドが出されました
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DSNJ401I
が、-ARCHIVE LOG コマンドによって開始さ
れたシステム静止が進行中です。
NOT SUSPENDED
-SET LOG RESUME コマンドが出されました
が、更新活動は中断されていません。
COMMAND ABEND
-SET LOG コマンドが異常終了しました。更新
活動は中断されていません。
システムの処置:
DSNJ401I

コマンドの処理は終了します。

csect-name rrrr RECORD NOT FOUND

説明: BSDS から、'rrrr' レコードの読み取りが試みら
れました。その際に、読み取りルーチン (DSNJU01B)
が、このレコードを見つけることができません。
システムの処置: ユーティリティー処理が続行されま
す。 このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
DSNJ402I

UNABLE TO LOCATE aaaa
TBLSPACE NAME IN SYSTEM
CATALOG OR DIRECTORY
DATABASES

説明: ログ・インベントリー変更ユーティリティーの
SYSTEMDB ステートメント内の TBLSPACE パラメー
ターで指定された表スペース名が、どの DB2 サブシス
テムのカタログまたはディレクトリー・データベース内
にも見つかりません。 エラーの表スペース名は、'aaaa'
メッセージ・キーワードに示されています。
システムの処置: これ以降の DSNJU003 ユーティリテ
ィーのステートメントはすべて迂回され、DSNJU003 の
処理は戻りコード 4 で終了します。 DB2 SYSTEMDB
レコードは更新されません。
このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに書き
込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: TBLSPACE パラメーターで指定され
た表スペース名を訂正し、ログ・インベントリー変更ユ
ーティリティーのジョブを出し直してください。
DSNJ403I

CAPACITY OF BSDS SYSTEMDB
RECORD EXCEEDED

説明: BSDS SYSTEMDB レコードには、DB2 カタロ
グおよびディレクトリー内のデータ・セット用の
VSAM パスワードが収められており、その最大容量は
168 項目です。適格 DB2 カタログおよびディレクトリ
ーのデータ・セットの数が、 BSDS SYSTEMDB レコ
ードの最大容量を超えたときに、このメッセージが出さ
れます。これは内部エラーです。

システムの処置: これ以降のログ・インベントリー変更
(DSNJU003) ユーティリティーのステートメントはすべ
て迂回され、DSNJU003 の処理は戻りコード 4 で終了
します。 DB2 SYSTEMDB レコードは更新されませ
ん。
このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに書き
込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置:
ださい。
DSNJ404E

システム・プログラマーに通知してく

keyword NOT ALLOWED FOR
operation OPERATION

説明: 表示された操作 'operation' で、無効なキーワー
ドが用いられました。
システムの処置: 現在のユーティリティーの処理は終了
します。 このメッセージは、 SYSPRINT データ・セッ
トに書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ405E

keyword1 KEYWORD MUTUALLY
EXCLUSIVE WITH keyword2
KEYWORD

説明: 'keyword1' と 'keyword2' は互いに排他的な関係
にあり、同一の制御ステートメントで用いることはでき
ません。
システムの処置: 現在のユーティリティーの処理は終了
します。 このメッセージは、 SYSPRINT データ・セッ
トに書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 関係のないキーワードを判別し、それ
を制御ステートメントから除去してください。そして、
このユーティリティーを実行し直してください。
DSNJ406E

EITHER keyword1 KEYWORD OR
keyword2 KEYWORD MUST BE
SPECIFIED

説明: 制御ステートメントに、必要なキーワードが指定
されていません。実行しようとした制御ステートメン
ト・タイプの場合、 'keyword1' または 'keyword2' のい
ずれかを用いてください。
システムの処置: 現在のユーティリティーの処理は終了
します。 このメッセージは、 SYSPRINT データ・セッ
トに書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
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DSNJ407E
DSNJ407E

csect-name NO VALID CHECKPOINT
RBA FOUND

説明: リソース・マネージャー状況表およびチェックポ
イント・キューの検索が完了しましたが、指定の範囲か
らは有効なチェックポイント RBA が見つかりません。
システムの処置: 現在のユーティリティーの処理は終了
します。 このメッセージは、 SYSPRINT データ・セッ
トに書き込まれ、コンソールには表示されません。

#
#
#
#
#
#
#
#
#

ユーザーの処置: BSDS には、チェックポイント範囲の
ログ STARTRBA およびログ ENDRBA を含めて、最後
の 100 のチェックポイントが記録されています。
STARTRBA または ENDRBA/ENDLRSN のいずれかが
指定されると、ログ・インベントリー変更 (DSNJU003)
ユーティリティーは、その範囲内から有効なチェックポ
イントを見つけようとします。この場合、ログ・インベ
ントリー変更ユーティリティーが有効なチェックポイン
トを見つけられませんでした。

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

記録されたすべてのチェックポイントよりも
ENDRBA/ENDLRSN が低位である場合、または記録さ
れたすべてのチェックポイントよりも STARTRBA が高
位である場合には、 DSN1LOGP を用いて、再始動範囲
内で最高位の RBA 範囲をもつログ・データ・セット上
の有効なチェックポイントを突き止めてください。
RBA 範囲または LRSN 範囲内で最新の有効なチェック
ポイントを見付けるには、DSN1LOGP
SUMMARY(ONLY) オプションを使用してください。完
全なチェックポイントが見つかると、メッセージ
DSN1153I が出されます。 DSN1153I では、そのチェッ
クポイントのログ RBA が識別されます。 DSN1153I
で識別されたログ RBA を用いて、CHKPTRBA パラメ
ーターを更新し、 DSNJU003 を再実行してください。
DSNJ408I

csect-name CHECKPOINT RBA FOUND,
RBA = rba, TIME = time

説明: リソース・マネージャー状況表およびチェックポ
イント・キューの検索が完了し、指定された範囲内で最
も新しいチェックポイント RBA は、'rba' であり、その
チェックポイント時点は、'time' であることがわかりま
した。
システムの処置:
す。
DSNJ409I

ユーティリティーの処理は継続されま

UNABLE TO WRITE ACTIVE LOG
RECORD TO THE BSDS
DATASET.DDNAME=xxxxxx

説明: BSDS アクティブ・ログ・レコードを BSDS デ
ータ・セットに書き込もうとしているときに、プログラ
ムが入出力エラーを検出しました。 'xxxxxx' は、アク
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セスされている BSDS データ・セットの DD 名です。
システムの処置: プログラムは終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。このエラーは回
復不能と見なされ、BSDS データ・セットは不確実な状
態のままになります。次のいずれかの処置が必要になり
ます。すなわち、アクセス方式サービス・ルーチンを用
いてデータ・セットを作成し直したのち、ログ・インベ
ントリー変更ユーティリティー (DSNJU003) を用いて、
アクティブおよびアーカイブ・ログ・データ・セットを
BSDS に知らせるか、あるいは、バックアップ・コピー
を使用して BSDS をリカバリーさせるかします。
DSNJ410E

csect-name I/O ERROR DURING nnn
PROCESSING OF yyy RECORD

説明: レコードの READ または WRITE の実行中に、
入出力エラーが発生しました。 'nnn' には、その操作に
応じて READ または WRITE が入ります。 'yyy' は、
条件付き再始動制御レコード、チェックポイント・キュ
ー・レコード、アーカイブ・ログ・コマンド・ヒストリ
ー・レコード、またはリソース・マネージャー状況表を
表しています。
システムの処置: 現在のユーティリティーの処理は終了
します。 このメッセージは SYSPRINT データ・セット
に書き込まれ、コンソールには表示されません。また、
後ろにメッセージ DSNJ212E または DSNJ213E を伴っ
ています。
ユーザーの処置: メッセージ DSNJ212E または
DSNJ213E で提供されたエラー状況情報に基づいて、入
出力エラーの原因を判別してください。
DSNJ411I

csect-name CRESTART nnnn FOR
CRCRID = yyyy, DDNAME = ddname

説明: CRESTART 要求が完了したところです。 'nnnn'
は、CREATE または CANCEL のいずれかです。 'yyyy'
は、再始動制御レコードの 16 進数による ID であり、
'ddname' は、要求に関連する BSDS データ・セット
(SYSUT1 または SYSUT2) です。
システムの処置: 現在のユーティリティーの処理が続行
されます。 このメッセージは、 SYSPRINT データ・セ
ットに書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: あとで参照する場合に備えて、レコー
ド ID をメモしておいてください。
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DSNJ412E
DSNJ412E

csect-name RESTART CONTROL
RECORD NOT FOUND IN BSDS

説明: CRESTART CANCEL キーワードが指定されま
したが、条件再始動制御レコードが、 BSDS データ・
セット内に存在しません。
システムの処置: 現在のユーティリティー処理は終了し
ます。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セット
に書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: CANCEL 機能を試みる前に、条件再
始動制御レコードの CREATE を実行してください。
DSNJ413E

ユーザーの処置: CRESTART ステートメントの
ENDRBA 値を訂正し、このユーティリティーを実行し
直してください。
DSNJ416I

WARNING - BSDS UTILITY
TIMESTAMP MISMATCH
DETECTED.PROCESSING CONTINUES.

説明: ログ・インベントリー変更による更新の結果、
SYSUT1 BSDS と SYSUT2 BSDS のタイム・スタンプ
が同一でないことが発見されました。両者が異なってい
ることは、BSDS の組み合わせが誤っている可能性があ
ることを表します。

csect-name INVALID LOG RANGE
SCOPE OR CHECKPOINT SPECIFIED

システムの処置: 現在のユーティリティーの処理が続行
されます。

説明: STARTRBA、ENDRBA、および CHKPTRBA キ
ーワードによって指定された値が無効です。

ユーザーの処置: SYSUT1 BSDS および SYSUT2
BSDS に対して、ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーテ
ィリティーを実行してください。各 BSDS が現行のも
のであるかどうか、判別してください。各 BSDS が現
行のものであれば、この警告は無視して差し支えありま
せん。いずれかの BSDS が現行のものではない場合、
古いデータ・セットを削除して、代替データ・セットを
定義した上で、現行の BSDS を代替データ・セットに
コピーしてください。

システムの処置: 現在のユーティリティー処理は終了し
ます。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セット
に書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: ログ範囲の値が適切で、また、指定も
しくはデフォルトとして使用した他のログ範囲値に対応
しているようにしてください。有効なログ範囲は、
STARTRBA が CHKPTRBA 以下であって、
CHKPTRBA が ENDRBA 未満であるような値です。
STARTRBA は、ENDRBA 以下でなければなりません。
DSNJ414I

csect-name COLD START WILL
RESULT FROM THIS RESTART
CONTROL RECORD. FORWARD AND
BACKOUT SET TO NO.

説明: STARTRBA と ENDRBA が、等しくなっていま
す。 DB2 の再始動時に、この再始動制御レコードを用
いると、コールド・スタートが行われることになりま
す。正方向の処理も、逆方向の処理も実行されません。
システムの処置:

CRESTART 処理が続行されます。

ユーザーの処置: システムをコールド・スタートさせた
い場合は、追加処置は必要ありません。コールド・スタ
ートさせたくない場合には、CRESTART を出し直した
上で、現在の再始動制御レコードを CANCEL するか、
あるいは新しい再始動制御レコードを CREATE するか
してください。

DSNJ417I

説明: ログ・ユーティリティー操作の必須パラメーター
'xxxxxxxx' が、ログ・ユーティリティー制御ステートメ
ントから抜けています。試みられた操作は、'yyyyyyyy'
です。
システムの処置: ログ・ユーティリティー操作
'yyyyyyyy' の機能は、実行されません。その後のログ・
ユーティリティー制御ステートメントは、すべて処理さ
れます。このユーティリティーから、非ゼロの戻りコー
ドが出されます。
DB2 は、このメッセージを SYSPRINT データ・セット
に書き込み、コンソールには表示しません。
ユーザーの処置: 指定された操作に関連する制御ステー
トメントに、抜けているパラメーターを追加して、ユー
ティリティーを実行し直してください。
DSNJ418I

DSNJ415E

csect-name ENDRBA = rba IS INVALID,
MUST BE A MULTIPLE OF 4K

説明: 'rba' に指定された ENDRBA が、4KB の倍数に
なっていません。
システムの処置:

CRESTART 処理は終了します。

REQUIRED xxxxxxxx PARAMETER FOR
yyyyyyyy OPERATION IS MISSING

WARNING - A NOTREUSEABLE
ACTIVE LOG DATA SET WAS
DELETED FROM BSDS LOG
INVENTORY,
STARTRBA=...,ENDRBA=...

説明: ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーテ
ィリティーの DELETE ステートメントの DSNAME パ
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DSNJ419I
ラメーターで指定されたデータ・セット名が、
NOTREUSABLE アクティブ・ログです。
システムの処置: DSNJU003 処理は継続され、戻りコ
ード 4 で終了します。このメッセージは SYSPRINT デ
ータ・セットに書き込まれ、コンソールには表示されま
せん。
ユーザーの処置: NOTREUSABLE アクティブ・ログの
削除が、希望どおりであった場合には、追加処置の必要
はありません。削除を希望しない場合には、警告メッセ
ージに示された RBA 値を指定した NEWLOG ステー
トメントを用いて、削除されたログを作成し直してくだ
さい。
DSNJ419I

UNABLE TO WRITE ARCHIVE LOG
RECORD TO THE BSDS
DATASET.DDNAME=xxxxxx

説明: BSDS アーカイブ・レコードを BSDS データ・
セットに書き込もうとしていたときに、プログラムで入
出力エラーが検出されました。 'xxxxxx' は、アクセス
されている BSDS データ・セットの DD 名です。
システムの処置:

プログラムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。このエラーは回
復不能と見なされ、BSDS データ・セットは不確実な状
態のままになります。次のいずれかの処置が必要になり
ます。すなわち、アクセス方式サービス・ルーチンを用
いてデータ・セットを作成し直したのち、ログ・インベ
ントリー変更ユーティリティー (DSNJU003) を用いて、
アクティブおよびアーカイブ・ログ・データ・セットを
BSDS に知らせるか、あるいは、バックアップ・コピー
を使用して BSDS をリカバリーさせるかします。
DSNJ420I

UNABLE TO WRITE BCR1 RECORD
TO BSDS DATASET.DDNAME=xxxxxx

説明: BSDS 制御レコードを BSDS データ・セットに
書き込もうとしていたときに、プログラムで入出力エラ
ーが検出されました。 'xxxxxx' は、アクセスされてい
る BSDS データ・セットの DD 名です。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、特定のエラーについて記述する 1 つまたは複数の
エラー・メッセージが出されています。エラーの分析お
よび適切な処置については、それらのメッセージを参照
してください。
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DSNJ421I

THE BSDS IS NOT AT THE PROPER
RELEASE LEVEL.DDNAME=xxxxx

説明: BSDS データ・セットへのアクセスを試みている
プログラムが、互換性のあるリリース・レベルでない場
合に、このメッセージが出されます。以下のいずれかの
状況が考えられます。
v BSDS データ・セットへアクセスしているプログラム
が、 NEW リリース・レベルであり、BSDS が OLD
リリース・レベルである。
v BSDS データ・セットへアクセスしているプログラム
が、 OLD リリース・レベルであり、BSDS が NEW
リリース・レベルである。
v プログラムが、不明なリリース・レベルの BSDS デ
ータ・セットを検出した。
システムの処置: いかなる処置もとられずに、プログラ
ムは終了します。
システム・プログラマーの応答: エラーを検出したプロ
グラムが、BSDS 変換プログラム (DSNJMIG0 または
DSNJFAL0) の 1 つである場合、BSDS データ・セット
で回復不能なエラーが検出されているので、データ・セ
ットを作成し直さなければなりません。その他のユーテ
ィリティー・プログラム (すなわち、ログ・インベント
リー変更またはログ・マップ印刷) の実行中にエラーが
検出された場合には、次のいずれかの処置をとることが
できます。
v BSDS のリリース・レベルと互換性のあるバージョン
のプログラムを実行する。
v 該当するフォーマット設定プログラム (DSNJMIG0 ま
たは DSNJFAL0) を実行して、 BSDS データ・セッ
トのリリース・レベルを、実行中のプログラムと互換
性のあるものに変換する。これに成功した場合には、
元のプログラムを実行し直してください。
DSNJ422I

LOG RECORDS HAVE ALREADY
BEEN FORMATTED - THIS UTILITY
WILL TERMINATE

説明: BSDS フォーマット設定プログラムの 1 つが、
BSDS がすでにフォーマット設定し直されているか、あ
るいはすでに所要のフォーマット・レベルになっている
ことを検出した場合に、このメッセージが出されます。
システムの処置:
は終了します。

いかなる処置もとらずに、プログラム

システム・プログラマーの応答: 適切な BSDS フォー
マット設定プログラムが実行されていた場合、追加処置
の必要はありません。
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DSNJ423I
DSNJ423I

ACTIVE LOG MAY NOT HAVE BEEN
ARCHIVED.DSN=xxxxxx

説明: プログラムで、31 以上のアクティブ・ログ・デ
ータ・セットを含む古い BSDS データ・セットを、新
しい形式に変換しようとしました。プログラムは、新し
い上限 (31) に適合させるために、最も古いアクティ
ブ・ログ・データ・セットを除去します。 BSDS から
古いアクティブ・ログ・データ・セットの 1 つを除去
する際に、NOT REUSABLE (すなわち、このデータ・
セットは保存してはならない) としてフラグが付けられ
ていることが発見されました。 'xxxxxx' には、問題の
アクティブ・ログのデータ・セット名が入っています。
システムの処置: プログラムは、このアクティブ・ロ
グ・データ・セットを BSDS から除去して、処理を続
行します。
システム・プログラマーの応答: このデータ・セットが
保存されているかどうかを検査してください。アクティ
ブ・ログ・データ・セットは、BSDS データ・セットか
ら除去されただけでディスクからは削除されていないの
で、必要であれば、まだ保存することができます。アク
セス方式サービス・ルーチンを使って、VSAM のアク
ティブ・ログ・データ・セットを順次アーカイブ・ロ
グ・データ・セットにコピーしてください。
DSNJ424I

説明:

csect-name INVALID CONTROL
STATEMENT.THE SECOND WORD
MUST BE ’DDNAME’ OR ’*’ OR MUST
START WITH A PARENTHESIS.

制御ステートメントが正しくありません。

システムの処置: 制御ステートメントが無視されます。
DB2 は、SYSUT1 DD ステートメントを使って、マッ
プする BSDS を見つけます。 SYSUT1 DD ステートメ
ントが利用できる場合、ユーティリティーは終了しま
す。
ユーザーの処置: ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユー
ティリティー制御ステートメントの作成に関する情報
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。制御ステートメントを訂正または除去
し、ジョブを実行し直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 32。

DSNJ425I

INVALID xxxxxx VALUE/FORMAT FOR
yyyyyyyy PARAMETER
(YYYYDDDHHMMSST)

説明: 'xxxxxx' は、誤った値または誤った形式を含んで
いる 'yyyyyyyy' パラメーター内のフィールドです。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ426I

ENDTIME VALUE CANNOT BE LESS
THAN STARTIME VALUE

説明: 'STARTIME' および 'ENDTIME' パラメーター
は、時間の範囲を指定します。したがって、ENDTIME
値は、STARTIME 値に等しいかこれより大きくなけれ
ばなりません。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ427I

CHECKPOINT RECORD ADDED TO
QUEUE

説明: 指定されたチェックポイント・レコードが、チェ
ックポイント・キューに追加されました。
システムの処置: BSDS のチェックポイント・キュー
は、指示通りに変更されます。 このメッセージは、
SYSPRINT データ・セットに書き込まれ、コンソールに
は表示されません。
DSNJ428I

CHECKPOINT RECORD DELETED
FROM QUEUE, STARTRBA=startrba,
ENDRBA=endrba

説明: 示されたチェックポイント・レコードが、チェッ
クポイント・キューから削除されました。 startrba' およ
び 'endrba' は、削除されたチェックポイント・レコード
内に示されている RBA 範囲を表します。
システムの処置: BSDS のチェックポイント・キュー
は、指示通りに変更されます。 このメッセージは、
SYSPRINT データ・セットに書き込まれ、コンソールに
は表示されません。
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DSNJ429I
DSNJ429I

RBA RANGE CONFLICTS WITH
EXISTING CHECKPOINT RECORD
RBA RANGE

説明: 新しいチェックポイント・レコード用に指定され
た RBA 範囲は、すでに存在しているか、あるいはチェ
ックポイント・キュー内の既存の RBA 範囲と重なって
います。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: SYSUT1 BSDS および SYSUT2
BSDS に対して、ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーテ
ィリティーを実行してください。正しい RBA 範囲、お
よび正しい STARTRBA および ENDRBA パラメーター
を判別して、ユーティリティーを実行し直してくださ
い。
DSNJ430I

SPECIFIED ENTRY CANNOT BE
ADDED WITHOUT OVERLAYING
EXISTING LOWEST ENTRY

説明: 新しいチェックポイント・レコードのために指定
された RBA 範囲は、既存の最も低い項目よりも低い値
になっています。チェックポイント・キューは現在フル
で、最低位の項目にオーバーレイしないと、新しい項目
を追加することができません。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: SYSUT1 BSDS および SYSUT2
BSDS に対して、ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーテ
ィリティーを実行してください。既存の最低位の項目を
調べて、STARTRBA および ENDRBA パラメーターを
変更するか、あるいは、既存の最低位の項目を削除し
て、新しい低位のチェックポイント項目を追加するかし
た上で、ユーティリティーを実行し直してください。
DSNJ431I

STARTRBA SPECIFIED NOT FOUND
IN CHECKPOINT QUEUE

説明: 指定された STARTRBA が、チェックポイン
ト・キュー内に見つかりません。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: SYSUT1 BSDS および SYSUT2
BSDS に対して、ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーテ
ィリティーを実行してください。正しい STARTRBA 値
および正しい STARTRBA パラメーターを判別して、ユ
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ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ432I

THE OFFLRBA VALUE MUST END
WITH 'FFF'

説明: OFFLRBA 値が無効です。 これは、'FFF' で終
わらなければなりません。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。
DSNJ433I

csect-name INVALID CONTROL
STATEMENT.A MEMBER LIST MUST
CONTAIN AT LEAST ONE MEMBER
NAME.

説明: 制御ステートメントが正しくありません。メンバ
ー・リストが空であるか、または形式が間違っていま
す。
システムの処置: 制御ステートメントが無視されます。
DB2 は、SYSUT1 DD ステートメントを使って、マッ
プする BSDS を見つけます。 SYSUT1 DD ステートメ
ントが利用できる場合、ユーティリティーは終了しま
す。
ユーザーの処置: ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユー
ティリティー制御ステートメントの作成に関する情報
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。制御ステートメントを訂正または除去
し、ジョブを実行し直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 32。
DSNJ434I

csect-name SYSIN MUST CONTAIN AT
LEAST ONE RECORD.

説明: SYSIN DD ステートメントが出されましたが、
データ・セットが空であるか、または JCL ステートメ
ント ″//SYSIN DD *″ のすぐ後にステートメント ″/*″
が出されました。
システムの処置: エラーが無視されます。 DB2 は、
DD SYSUT1 ステートメントを使って、BSDS がマップ
されるように配置します。 SYSUT1 DD ステートメン
トが利用できる場合、ユーティリティーは終了します。
ユーザーの処置: ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユー
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DSNJ435I
ティリティー制御ステートメントの作成に関する情報
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。制御ステートメントを訂正または除去
し、ジョブを実行し直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 32。
DSNJ435I

csect-name THE MEMBER LIST OF A
CONTROL STATEMENT MUST BE
TERMINATED WITH A PARENTHESIS.

説明: 制御ステートメントには、メンバーのリストを開
始するのに正しい形式が含まれていますが、閉じ括弧が
見つかりませんでした。
システムの処置: 認識された最後のメンバー名の後に括
弧があるものと見なして制御ステートメントを受け取
り、処理が継続されます。
ユーザーの処置: ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユー
ティリティー制御ステートメントの作成に関する情報
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。制御ステートメントを訂正または除去
し、ジョブを実行し直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 32。
DSNJ436I

csect-name THE DD STATEMENT FOR
ddname IS MISSING.

説明: ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティ
ーが、示された ddname についての情報を MVS 動的割
り振り機能に要求しましたが、 DD ステートメントは
ジョブ内に見つかりませんでした。
システムの処置:

ジョブは終了します。

ユーザーの処置: 必要な JCL ステートメントに関する
詳細については、 DB2 ユーティリティー・ガイドおよ
び解説書 を参照してください。 JCL を訂正し、ジョブ
を実行し直してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 32。
DSNJ437I

csect-name UNABLE TO ALLOCATE
BSDS dsname.SVC 99 RTN CODE rc,
RSN CODE rsncd, INFO infocd.

説明: ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティ
ーが、 MVS 動的割り振り機能を使って BSDS デー
タ・セットを割り振ろうとしましたが、システムは割り
振りを完了することができませんでした。システムの
SVC 99 機能によって、戻りコード、理由コード、およ
び情報コードが戻されました。 これらのコードの説明
については、「MVS/ESA Programming: Authorized
Assembler Services Guide」を参照してください。
システムの処置: メッセージ中で指定された BSDS の
処理が終了します。これが、このジョブによって処理さ
れる最後の (または唯一の) BSDS である場合、ジョブ
は終了します。
ユーザーの処置: 必要な JCL ステートメントに関する
詳細については、 DB2 ユーティリティー・ガイドおよ
び解説書 を参照してください。 JCL を訂正し、ジョブ
を実行し直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、その
問題の識別と報告方法について、 DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 の第 2 部を参照してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 32。
DSNJ438I

csect-name THE xxx VALUE MUST END
WITH ’yyy’

説明: NEWLOG ステートメントで指定された
STARTRBA または ENDRBA 値が無効です。 xxx’ は
STARTRBA または ENDRBA のいずれかで、どちらの
パラメーターが無効かによって決まります。「xxx」 が
STARTRBA であれば 「yyy」 は 「000」 で、「xxx」
が ENDRBA であれば 「yyy」 は 「FFF」です。
システムの処置: 現在のユーティリティーは終了しま
す。このメッセージは、 SYSPRINT データ・セットに
書き込まれ、コンソールには表示されません。
ユーザーの処置: 制御ステートメントを訂正し、このユ
ーティリティーを実行し直してください。

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
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DSNJ700I
DSNJ700I

csect_name ERROR ATTEMPTING TO
ACCESS BSDS FOR PEER MEMBER
ID= member-id, MEMBER NAME=
member-name, REASON-CODE=
reason-code.

説明: DB2 がこのメッセージを出し、対等メンバー
ID、およびリストされた DB2 理由コードと関連がある
対等メンバー名 (わかるなら) を識別します。
システムの処置: 実行単位がこのメッセージを出してか
ら、これが無条件要求なら、 SYS1.LOGREC にレコー
ドを書き込み、SVC ダンプを要求します。 それから、
この実行単位は終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
対等およびホストのコンソール出力を含めて、関連する
すべての診断資料を集めてください。
システム・プログラマーの応答: これ以上の処置につい
ては、関連する DB2 理由コードの説明を検討してくだ
さい。
DSNJ701E

csect-name MEMBER NAME
(membername) IN BSDS DOES NOT
MATCH MEMBER NAME (membername)
IN DB2 SYSTEM PARAMETERS
dsnzparm

システム・プログラマーの応答: BSDS 値の正確さに応
じて、以下の処置のいずれかをとってください。
v BSDS 値が正しい場合: DB2 を始動すると、SCA 内
の総称 LU 名が正しい値に自動的に置換される。こ
の DB2 データ共用グループの各メンバーに対する
BSDS は、これと同じ値を総称 LU 名に指定しなけ
ればなりません。総称の LU 名に異なる値を指定し
ているメンバーが存在する場合は、 DB2 ユーティリ
ティー・ガイドおよび解説書 の説明のように、ロ
グ・インベントリー変更ユーティリティー
(DSNJU003) を使用して総称 LU 名を変更してくださ
い。
v BSDS 値が誤っている場合: DB2 を始動して、 SCA
内の総称の LU 名を置換する。始動が完了したとき
の SCA 値は誤っています。以下の処置のいずれかを
とって、この状況を訂正してください。
– この DB2 サブシステムを停止する。
– DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 の説
明のように、ログ・インベントリー変更ユーティリ
ティー (DSNJU003) を使用して、このメンバーの
総称の LU 名を変更する。
– このメンバーに対して START DB2 を出す。
START DB2 によって、 SCA 内に含まれる総称
LU 名が訂正されます。

説明: 始動時に、DB2 のブートストラップ・データ・
セット (BSDS) にリストされているメンバー名が、DB2
システム・パラメーター・ロード・モジュールにあるメ
ンバー名と適合しないことを DB2 が検出しました。

DSNJ703E

オペレーターの応答:
てください。

説明: 始動時に、DB2 のブートストラップ・データ・
セット (BSDS) にリストされているグループ名が、DB2
システム・パラメーター・ロード・モジュールにあるグ
ループ名と適合しないことを DB2 が検出しました。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: BSDS を復元するか、
または START DB2 コマンドで別のシステム・パラメ
ーター・ロード・モジュールを指定してください。
DSNJ702E

csect_name GENERIC LU NAME lu-name
IN BSDS DOES NOT MATCH THE
GENERIC LU NAME lu-name
ASSOCIATED WITH THE DATA
SHARING GROUP.

説明: ブートストラップ・データ・セット (BSDS) に
ある総称 LU 名が、共用連絡域 (SCA) 構造にある総称
LU 名と適合しないことを DB2 が検出すると、始動時
にこのメッセージが出されます。
システムの処置:

DB2 の始動が続行されます。

オペレーターの応答:
てください。
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システム・プログラマーに通知し

csect-name GROUP NAME (groupname)
IN BSDS DOES NOT MATCH GROUP
NAME (groupname) IN DB2 SYSTEM
PARAMETERS dsnzparm

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: BSDS を復元するか、
または START DB2 コマンドで別のシステム・パラメ
ーター・ロード・モジュールを指定してください。
DSNJ704I

csect-name NEW MEMBER(member-name)
START-UP NOT ALLOWED WHEN
GROUP-RESTART IS REQUIRED FOR
GROUP(group-name).

説明: 次のいずれかが起こっています。
v データ共用グループ member-name のグループ再始動
が必要なのに、新規メンバー group-name が始動しよ
うとした。
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DSNJ705I
v データ共用グループの親メンバー以外のメンバーが、
新規の DB2 データ共用グループを始動しようとし
た。グループの親メンバーは、データ共用グループを
形成した既存の DB2 サブシステムか、またはグルー
プを形成するためにインストールされた新規 DB2 サ
ブシステムのどちらかです。
システムの処置:

DB2 サブシステムが停止します。

オペレーターの応答: このグループの前にアクティブだ
ったメンバーを始動してください。必要なグループの再
始動が完了したら、新規メンバーを始動し直してくださ
い。
今回がグループのまさに最初の始動である場合、他のメ
ンバーを始動する前に、最初に親メンバーを始動しなけ
ればなりません。
DSNJ705I

csect-name THE DB2 SYSTEM
PARAMETERS SPECIFY DATA
SHARING, BUT THE BSDS SPECIFIES
NON-DATA SHARING.

説明: DB2 始動コマンド上で渡されたシステム・パラ
メーターでデータ共用が指定されましたが、ブートスト
ラップ・データ・セット (BSDS) は、この DB2 がデー
タ共用メンバーであることを示していません。
システムの処置:

DB2 サブシステムが停止します。

オペレーターの応答: この DB2 がデータ共用グループ
のメンバーでなければならない場合、システム・プログ
ラマーに連絡してください。この DB2 がデータ共用グ
ループのメンバーではない場合、正しいシステム・パラ
メーター・ロード・モジュールを指定して DB2 を再始
動してください。
システム・プログラマーの応答: この DB2 がデータ共
用グループのメンバーであるなら、インストール・ジョ
ブ DSNTIJUZ を実行してください。データ共用の
BSDS が更新されます。
この DB2 がデータ共用グループのメンバーではない場
合、システム・パラメーター・ロード・モジュールを再
アセンブルして DSHARE=NO と指定してください。
この DB2 がデータ共用グループを使用不能にしようと
している場合、システム・パラメーター・ロード・モジ
ュールを再アセンブルし、DSHARE=NO を指定してか
らインストール・ジョブ DSNTIJGF を実行し、その後
この DB2 を再始動してください。ジョブ DSNTIJGF
は、注意して使用しなければなりません。これによりデ
ータ共用グループが使用できなくなります。詳細につい
ては、DB2 データ共用: 計画および管理 の第 2 章を参
照してください

DSNJ706I

csect-name THE DB2 SYSTEM
PARAMETERS SPECIFY NON-DATA
SHARING, BUT THE BSDS SPECIFIES
DATA SHARING.

説明: DB2 START コマンド上で渡されたシステム・
パラメーターで非データ共用が指定されましたが、ブー
トストラップ・データ・セット (BSDS) は、これがデー
タ共用メンバーであることを示しています。
システムの処置: DB2 サブシステムが停止します。
オペレーターの応答: この DB2 がデータ共用グループ
のメンバーである場合、正しいシステム・パラメータ
ー・ロード・モジュールを指定して DB2 を再始動して
ください。この DB2 がデータ共用グループのメンバー
ではない場合、システム・プログラマーに連絡してくだ
さい。
システム・プログラマーの応答: この DB2 がデータ共
用グループのメンバーであるなら、システム・パラメー
ター・ロード・モジュールを再アセンブルして
DSHARE=YES と指定してください。この DB2 がデー
タ共用グループのメンバーではない場合、インストー
ル・ジョブ DSNTIJGF を実行してください。非データ
共用の BSDS が更新されます。
DSNJ707E

csect_name LOCATION NAME
location-name IN BSDS DOES NOT
MATCH THE LOCATION NAME
location-name ASSOCIATED WITH THE
DATA SHARING GROUP.

説明: ブートストラップ・データ・セット (BSDS) に
ある LOCATION 名が、システム連絡域 (SCA) 構造に
ある LOCATION 名と適合しないことを DB2 が検出す
ると、始動時にこのメッセージが DB2 によって出され
ます。
システムの処置: DB2 の始動が続行されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: BSDS 値の正確さに応
じて、以下の処置のいずれかをとってください。
v BSDS 値が正しい場合: DB2 を始動すると、 SCA 内
の LOCATION 名が正しい値に自動的に置換される。
この DB2 データ共用グループの各メンバーに対する
BSDS は、これと同じ値を LOCATION に指定しなけ
ればなりません。 LOCATION に異なる値を指定して
いるメンバーが存在する場合は、 DB2 ユーティリテ
ィー・ガイドおよび解説書 の説明のように、ログ・
インベントリー変更ユーティリティー (DSNJU003)
を使用して LOCATION 名を変更してください。
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DSNJ711E • DSNJ992I
v BSDS 値が誤っている場合: DB2 を始動すると、
SCA 内の LOCATION 名が置換される。始動が完了
したときの SCA 値は誤っています。以下の処置のい
ずれかをとって、この状況を訂正してください。

DSNJ713E

説明: SCA に書き込もうとしているコマンド処理中に
障害が発生しました。

– この DB2 サブシステムを停止する。

システムの処置:

– DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 の説
明のように、ログ・インベントリー変更ユーティリ
ティー (DSNJU003) を使用してこのメンバーの
LOCATION 名を変更する。

問題判別: DB2 システム・コンソールを検討し、この
問題と関連があると思われる DSN7xxxx または SVC
ダンプ・メッセージ (あるいはその両方) を調べてくだ
さい。

csect-name SCA OPEN FAILURE
ENCOUNTERED.

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。

説明: SCA にあるオブジェクトをオープンしようとし
ている時にコマンド処理に障害が発生しました。
システムの処置:

コマンドの処理が異常終了します。

システム・プログラマーの応答: 分析のため、
SYS1.LOGREC および可能な SVC ダンプを取得してく
ださい。
問題判別: DB2 システム・コンソールを検討し、この
問題と関連があると思われる DSN7xxxx または SVC
ダンプ・メッセージ (あるいはその両方) を調べてくだ
さい。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
DSNJ712E

csect-name SCA READ FAILURE
ENCOUNTERED.

説明: SCA から読み取ろうとしているコマンド処理中
に障害が発生しました。
システムの処置:

コマンドの処理が異常終了します。

システム・プログラマーの応答: 分析のため、
SYS1.LOGREC および可能な SVC ダンプを取得してく
ださい。
問題判別: DB2 システム・コンソールを検討し、この
問題と関連があると思われる DSN7xxxx または SVC
ダンプ・メッセージ (あるいはその両方) を調べてくだ
さい。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。

コマンドの処理が異常終了します。

システム・プログラマーの応答: 分析のため、
SYS1.LOGREC および可能な SVC ダンプを取得してく
ださい。

– このメンバーに対して START DB2 を出す。
START DB2 によって、 SCA に含まれる
LOCATION 名が訂正されます。
DSNJ711E

csect-name SCA WRITE FAILURE
ENCOUNTERED.

# DSNJ990I
#
#
#
#
#
#

csect-name SHOWCB ERROR, RETURN
CODE = error-code

説明: SHOWCB がエラー・コード error-code を出し
て失敗しました。エラー・コード 4 は、ログ・デー
タ・セットに 4 ギガバイトを超えるサイズが割り振ら
れていることを示しています。このサイズはサポートさ
れていません。

# 重大度: 8 (エラー)
# システムの処置: 処理は終了します。
# ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
# ださい。
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: 標準の VSAM 診断手
順に従ってください。 「DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets」を参照してください。ログ・
データ・セットに 4 ギガバイトを超えるサイズが割り
振られている場合は、データ・セットに 4 ギガバイト
より小さいサイズを再度割り振ってください。
DSNJ991I

csect-name START OF LOG DATA SET
PREFORMATFOR JOB job-name
step-name

説明: アクティブ・ログ・データ・セットのプリフォー
マット設定ユーティリティーが開始しました。
重大度:

0 (通知)

DSNJ992I

csect-name LOG DATA SET NAME =
data-set-name

説明: 示された data-set-name はプリフォーマット設定
しなければなりません。
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DSNJ993I • DSNJ998I
重大度:

0 (通知)

DSNJ993I

DSNJ996I

csect-name LOG DATA SET IS NOT A
VSAM DATA SET

説明: 入力ログ・データ・セットが VSAM データ・セ
ットではありません。
重大度:

8 (エラー)

説明: アクティブ・ログ・データ・セットが正常にプリ
フォーマット設定されました。’nn’ レコード (または
VSAM 制御インターバル) がフォーマット設定されまし
た。

システムの処置: 処理は終了します。

重大度:

ユーザーの処置: AMS IDCAMS サービスを使用し
て、アクティブ・ログ・データ・セットを VSAM 線形
データ・セットとして定義してください。

DSNJ997I

DSNJ994I

csect-name VSAM OPEN ERROR,
ACBERRFLG = error-code

説明: 示された ACB error-code を出して VSAM
OPEN が失敗しました。
重大度: エラー・コードが 128 以上のときは、8 (エラ
ー)。それ以外のときは、4 (警告)。
システムの処置: エラー・コードが 128 以上のとき
は、処理は終了します。それ以外の場合、処理は正常に
続行されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 標準の VSAM 診断手
順に従ってください。 「DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets」を参照してください。VSAM
プロシージャーについては、 MVS/DFP V3R3 Diagnosis
Guide を参照してください。
DSNJ995I

csect-name VSAM PUT
ERROR,RPLERREG = return-code,
RPLERRCD = reason-code

csect-name LOG PREFORMAT
COMPLETED SUCCESSFULLY,nn
RECORDS FORMATTED

0 (通知)
csect-name LOG PREFORMAT
TERMINATED

説明: アクティブ・ログ・データ・セットのプリフォー
マット設定が正常に完了しませんでした。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: このジョブに関連するその他のエラ
ー・メッセージを調べてください。
DSNJ998I

csect-name LOG DATA SET IS NOT
EMPTY

説明: 入力ログ・データ・セットが空のデータ・セット
ではありません。入力データ・セットは、実際のログ・
データの損失を防ぐために空でなければなりません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: AMS IDCAMS サービスを使用し
て、アクティブ・ログ・データ・セットを削除して再定
義するか、入力ログ・データ・セット名を訂正してくだ
さい。

説明: VSAM PUT が失敗し、示された return-code と
reason-code が返されました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに知らせてく

システム・プログラマーの応答: 標準の VSAM 診断手
順に従ってください。 「DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets」を参照してください。VSAM
プロシージャーについては、 MVS/DFP V3R3 Diagnosis
Guide を参照してください。
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DSNL001I

DDF IS ALREADY STARTED

説明: -START DDF コマンドが出されたとき、分散デ
ータ機能 (DDF) がすでにアクティブになっていまし
た。
システムの処置:
DSNL002I

出されたコマンドは実行されません。

DDF IS ALREADY STOPPED

説明: -STOP DDF コマンドが出されたとき、分散デー
タ機能 (DDF) はすでに停止していました。
システムの処置:
DSNL003I

出されたコマンドは実行されません。

DDF IS STARTING

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

プレックス名、domainname は TCPIP.DATA
ファイルに指定されたドメイン・ネームです。
ユーザーが MVS 要求者である場合には、ドメ
イン・ネームはカタログ表 SYSIBM.IPNAMES
の IPADDR 列に指定されます。ユーザーが
DB2 コネクトのリクエスターである場合、
CATALOG TCPIP NODE コマンド (またはユ
ーザー環境においてそれと同等のコマンド) を
使用して、TCP/IP ドメイン・ネームを指定し
ます。値「-NONE」は、TCP/IP がサポートさ
れていないこと、TCP/IP の初期設定が失敗し
たこと、または DB2 が制限付きアクセス・モ
ードで開始されたことを示します。
tcpport

説明: 分散データ機能 (DDF) の -STARTコマンドが開
始されます。

着信 DRDA 接続要求を受け入れるためにこの
DB2 サブシステムが使用する TCP/IP ポート
番号。

システムの処置: DB2 は、-START DDF コマンドの処
理を開始します。

v ゼロは、TCP/IP がサポートされていないこ
とを示します。BSDS DDF レコードが、
PORT を使って構成されていません。

DSNL004I

v ’-NONE’ の値は、DB2 がこのポート上の接
続を受け入れないことを示しています。

説明:

csect DDF START COMPLETE
LOCATION locname LU netname.luname
GENERICLU netname.gluname DOMAIN
domain TCPPORT tcpport RESPORT
resport

これは、DSNZPARM に定義された
DSN6SYSP MAXDBAT インストール・パラ
メーターに 0 を指定したことが原因かもし
れません。詳しくは、 DB2 インストレーシ
ョン・ガイド の DSNTIPE インストール・
パネルの中の ″MAX REMOTE ACTIVE″ の
指定を参照してください。

分散データ機能 (DDF) が始動されました。

locname DB2 サブシステムの LOCATION。
netname.luname
DB2 サブシステムの完全に修飾された LU
名。
netname.gluname
DB2 サブシステムの完全に修飾された VTAM
総称 LU 名。 値 '-NONE' は、 VTAM 総称
LU 名が DB2 サブシステムによって使用され
ていることを示しています。

# domain 非データ共用システムの場合、ドメインはシス
テムのデフォルト IP アドレスの DNS によっ
#
て戻される名前です。データ共用システム場
#
合、ドメインは DB2 グループ を表す名前で
#
す。リモート DB2 データ共用グループの場
#
合、DRDA リクエスターは以下の形式のドメイ
#
ン・ネームを使用する必要があります。
#
#

location.sysplex.domainname

#
#

ここで、location は DB2 ロケーション名、
sysplex は COUPLExx parmlib メンバーのシス
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

resport

着信 2 フェーズ・コミット再同期要求を受け
入れるためにこの DB2 サブシステムが使用す
る TCP/IP ポート番号。
ゼロは、TCP/IP がサポートされていないこと
を示します。 BSDS DDF レコードが
RESPORT を指定して構成されていません。

システムの処置: DDF の始動処理が完了しました。 た
だし、メッセージ DSNL013I、 DSNL015I、
DSNL016I、 DSNL017I、 DSNL018I、 DSNL019I、
DSNL700I、または DSNL705I で示される原因で、この
処理が失敗する場合もあります。
システム・プログラマーの応答: TCP/IP リクエスター
のネットワーク定義を構成する場合は、推奨するドメイ
ン・ネームを使用してください。
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DSNL005I
DSNL005I

DDF IS STOPPING

説明: 分散データ機能 (DDF) の -STOP コマンドが開
始されました。
システムの処置:
れます。
DSNL006I

-STOP DDF コマンドの処理が開始さ

DDF STOP COMPLETE

説明: 分散データ機能 (DDF) の -STOP コマンドが完
了しました。
システムの処置:
DSNL007I

DDF は停止しました。

DDF IS ABNORMALLY TERMINATING

説明: 分散データ機能 (DDF) の異常終了が開始されま
した。
システムの処置:
す。
DSNL008I
説明:
た。

DDF は停止しました。

INVALID DDF THREAD
logical-unit-of-work-id SPECIFIED

説明: 指定された 'logical-unit-of-work-id' をもつ分散ト
ランザクションが存在しません。
システムの処置:
ん。

指定されたスレッドは取り消されませ

ユーザーの処置: 取り消すべき分散スレッドの正しい
'logical-unit-of-work-id' を判別してから、コマンドを出し
直してください。
問題判別: 正しい値を判別してください。 -DISPLAY
THREAD コマンドを使って、すべての分散活動を表示
させることができます。
DSNL010I

DDF THREAD logical-unit-of-work-id
HAS BEEN CANCELED

説明: 分散データ機能 (DDF) のスレッド
'logical-unit-of-work-id' が取り消されました。
'logical-unit-of-work-id' が、LUWID TOKEN ではなく、
LUWID (LU ネットワーク名および LUW インスタンス
番号) である場合は、まれに、2 つ以上の DDF スレッ
ドが取り消される場合があります。
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DSNL011I

VTAM STOPPING DDF

説明: オペレーターが、VTAM を終了させるための
HALT NET コマンドを出しました。
システムの処置: 分散データ機能 (DDF) の -STOP コ
マンドが開始されます。
DSNL012I

分散データ機能 (DDF) の異常終了が完了しまし

DSNL009I

システムの処置: 指定されたスレッドが取り消されま
す。

DDF の異常終了が開始されていま

DDF ABNORMAL TERMINATION
COMPLETE

システムの処置:

この状況が起こるのは、アプリケーションが異なるアク
セス・パス (たとえば、 A->B->C および A->D->C) に
よって同じ DB2 サーバーにアクセスしている場合だけ
です。このような場合は、同じ LUWID 内の複数のスレ
ッドが、サーバー (たとえば、C) に存在します。この
LUWID を指定しているサーバーで、CANCEL DDF
THREAD が出されると、この LUWID をもつサーバー
にあるすべてのスレッドが取り消されます。

VTAM TERMINATING DDF

説明: オペレーターが HALT NET QUICK コマンドま
たは HALT NET CANCEL コマンドを出したか、ある
いは VTAM が異常終了しつつあります。このメッセー
ジは、-START DDF のあとの任意の時点で出される可
能性があります。また、DDF が終了する前に VTAM
が停止された場合にも出されます。 DDF が正常に終了
した場合には、このメッセージは出されません。
システムの処置: 分散データ機能の終了が開始されま
す。
DSNL013I

VTAM OPEN ACB FAILED
ERROR=error-code

説明: 分散データ機能 (DDF) の終了時に、DB2 が
OPEN ACB マクロ命令を呼び出した後、 VTAM が非
ゼロの戻りコードを戻しました。 OPEN エラー条件の
VTAM 戻りコードは、「VTAM for MVS/ESA
Programming」に定義されています。
システムの処置:
す。

分散データ機能の終了が開始されま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: OPEN ACB 障害の原
因を判別し、エラーを訂正してから、-START DDF コ
マンドを出してください。
問題判別: OPEN マクロ命令実行中の障害の分析につ
いては、「VTAM for MVS/ESA Programming」を参照し
てください。
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DSNL014I
DSNL014I

VTAM CLOSE ACB FAILED
ERROR=error-code

説明: 分散データ機能 (DDF) の終了時に、DB2 が
CLOSE ACB マクロ命令を呼び出した後、 VTAM から
非ゼロの戻りコードが戻されました。 CLOSE エラー条
件の VTAM 戻りコードは、「VTAM for MVS/ESA
Programming」に定義されています。
システムの処置:

DDF の終了が続行されます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害の原因を判別し、
エラー条件を訂正してから、-START DDF コマンドを
出してください。
問題判別: CLOSE マクロ命令実行中の障害の分析につ
いては、「VTAM for MVS/ESA Programming」を参照し
てください。
DSNL015I

VTAM SETLOGON FAILED
RTNCD=error-code FDBK2=open-flags

説明: 分散データ機能 (DDF) の開始時に、DB2 が
SETLOGON マクロ命令を呼びだした後、VTAM から非
ゼロ戻りコードが戻されました。 VTAM 戻りコード
は、「VTAM for MVS/ESA Programming」に定義されて
います。
システムの処置:

DDF の終了が開始されます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害の原因を判別する
には、「VTAM for MVS/ESA Programming」を参照して
ください。エラー条件を訂正してから、-START DDF
コマンドを出してください。
DSNL016I

INVALID DDF RECORD FOUND IN
BSDS

説明: 無効または不完全な DDF 通信レコードが BSDS
内で検出されました。
システムの処置: DDF の終了処理が開始されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: ログ・インベントリー
変更ユーティリティーを使って、有効な DDF 通信レコ
ードを BSDS に追加してください。
問題判別: 次の診断項目を収集してください。
v ログ・マップ印刷ユーティリティーを使用して、
BSDS の内容を印刷してください。
DSNL018I

VSAM ERROR READING DDF
RECORD IN BSDS
RPLERRCD=error-code

説明: VSAM GET コマンドが出され、その結果、非ゼ
ロの戻りコードが戻されました。 RPLERRCD
'error-code' が、VSAM 戻りコードです。
システムの処置: 分散データ機能 (DDF) の終了が開始
されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害の原因を判別し、
エラー条件を訂正してから、-START DDF コマンドを
出してください。
障害の原因は、VSAM 戻りコードによって示されてい
ます。バックアップ・コピーを使って、BSDS をリカバ
リーする必要があるかもしれません。
問題判別:

該当する VSAM 資料を参照してください。

DSNL019I

VTAM DOES NOT SUPPORT APPC
FUNCTIONS

DDF RECORD NOT FOUND IN BSDS

説明: DDF が、BSDS 内で DDF 通信レコードを検索
することができません。
システムの処置:

DDF の終了処理が開始されます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ログ・インベントリー
変更ユーティリティーを使って、DDF 通信レコードを
BSDS に追加してください。
問題判別:

DSNL017I

次の診断項目を収集してください。

v ログ・マップ印刷ユーティリティーを使用して、
BSDS の内容を印刷してください。

説明: インストールされている VTAM のリリースで
は、拡張プログラム間通信機能 (APPC) のアプリケーシ
ョン・プログラム・インターフェース (API) はサポート
されません。 APPC API ビットが、アクセス方式サポ
ート・ベクトル・リストの VTAM 機能リスト・ベクト
ル内にセットされていません。
システムの処置: 分散データ機能 (DDF) の終了が開始
されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: インストールされてい
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DSNL020I
る VTAM のリリースが、APPC API をサポートするか
どうかを判別してください。 VTAM が APPC API を
サポートしない場合は、DDF を開始する前に、 APPC
API をサポートする VTAM リリースをインストールし
なければなりません。
DSNL020I

KEYWORD 'THREAD' PARAMETER
parameter FORMAT IN ERROR

説明: CANCEL DDF THREAD で作業論理単位 ID に
指定されたパラメーター値の形式が無効です。正しい形
式は、'netid.luname.luwunique' です。ただし、
1〜8 文字のネットワーク ID。

netid
luname

1〜8 文字の論理装置名。
luwunique
12 桁の 16 進数。
luname と luwunique の間は、'.' 区切り文字で区切りま
す。 netid はオプションです。 netid を指定する場合、
netid と luname の間は、区切り文字 '.' で区切ります。
netid を指定しない場合、 luname の前には区切り文字
'.' を付けません。
システムの処置:
ん。

指定されたスレッドは取り消されませ

ユーザーの処置: 取り消すべき分散スレッドの正しい作
業論理単位 ID を判別した上で、コマンドを出し直して
ください。
問題判別: 正しい値を判別してください。 -DISPLAY
THREAD コマンドを使って、すべての分散活動を表示
させることができます。
DSNL021I

command IS ACCEPTED

説明: 'command' コマンドが受け入れられ、その
'command' の非同期処理が開始されました。 このコマン
ドは、分散データ機能の -START または -STOP を行う
ものでしかありません。
システムの処置: コマンドが受け入れられて、非同期処
理が開始されました。
DSNL022I

csect-name DDF THREAD
logical-unit-of-work-id WAS PREVIOUSLY
CANCELED

説明: 分散データ機能 (DDF) のスレッド
logical-unit-of-work-id を取り消すコマンドが、以前に出
されています。 CANCEL DDF THREAD または
CANCEL THREAD コマンドが入力されました。このス
レッドは現在取り消されつつあります。 CANCEL コマ
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ンドは、スレッドが DB2 内で処理中または現在 DB2
によって中断されている場合にだけスレッドを終了しま
す。スレッドは、以下の状態の場合は、DB2 内で処理
しない可能性があります。
v スレッドがアプリケーション内で処理中で、DB2 に
対し要求を出していないとき。 (DISPLAY THREAD
コマンドがこれを指示する。)
v ENQUE コマンドを使用して、スレッドを MVS リソ
ースに置いたとき。 ENQUE コマンドが終了してス
レッドが DB2 へ戻るまで、CANCEL コマンドはス
レッドに対して効力をもちません。
v スレッドが VTAM 内で処理中で、パートナーからの
応答を待っているとき。 (DISPLAY THREAD
DETAIL コマンドがこれを指示します。) この場合、
VTAM が DB2 に戻されるまでスレッドは終了しま
せん。 VTAM コマンドは、セッションまたは LU
を終了させますが、VTAM が DB2 へ戻るのにも使
用できます。
DSNL023I

DDF IS ALREADY IN THE PROCESS
OF STARTING

説明: -START DDF または -STOP DDF コマンドが出
されたとき、分散データ機能 (DDF) は始動処理の最中
でした。
システムの処置: 出されたコマンドは実行されません。
DSNL024I

DDF IS ALREADY IN THE PROCESS
OF STOPPING

説明: -START DDF または -STOP DDF コマンドが出
されたとき、分散データ機能 (DDF) は停止処理の最中
でした。
システムの処置: -START または -STOP DDF コマン
ドは、実行されません。
DSNL025I

A DISTRIBUTED AGENT FOR
luw-id=token EXISTS AT THIS
LOCATION BUT NOT AT SITE WITH
LOCATION location AND LU luname

説明: 指定されたパートナー・ロケーションの代わり
に、ここに示されたロケーションに分散エージェントが
存在することが、 DDF エラー・モニターによって検出
されました。
ここで、
luw-id=token
スレッドの作業論理単位 ID。この ID の後に
は '=' 符号と、入力として 'luw-id' を受け入れ
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る任意の DB2 コマンド内で 'luw-id' の代わり
に使用することができるトークンが続きます。
location
同じ 'luw-id' をもつスレッドが存在しないパー
トナー・システムのロケーション名。

luw-id=token
スレッドの作業論理単位 ID。この ID の後に
は '=' 符号と、入力として 'luw-id' を受け入れ
る任意の DB2 コマンド内で 'luw-id' の代わり
に使用することができるトークンが続きます。
location

luname

同じ 'luw-id' をもつスレッドが存在するパート
ナー側のロケーション名。

パートナー・ロケーションの 8 文字の
LUNAME。
オペレーターの応答: ロケーションの矛盾の原因が、ネ
ットワーク条件によるものか、あるいは DB2 エラーに
よるものかを判別してください。 DB2 エラーが原因で
あると思われる場合は、以下の情報を入手して、問題を
診断してください。
1. 要求側システムの DB2 アドレス・スペース
(ssnmDBM1、 ssnmMSTR、 ssnmDIST)、 VTAM、お
よびユーザーのアドレス・スペースのコンソール・
ダンプ。
2. サーバー側システムの DB2 アドレス・スペース
(ssnmDBM1、 ssnmMSTR、ssnmDIST)、および
VTAM のコンソール・ダンプ。
3. 要求側システムおよびサーバー側システムからの
SYSLOG。
4. 要求側システムおよびサーバー側システムからの
LOGREC。
矛盾の原因が特定できない場合には、CANCEL DDF
THREAD コマンドを使って、スレッドを終了させてく
ださい。 CANCEL DDF THREAD でエージェントを終
了させることができなかった場合には、 VTAM コマン
ドを使ってスレッドの会話を終了させてください。
問題判別: それぞれの DB2 サブシステムで、DETAIL
オプションを指定した DB2 DISPLAY THREAD コマン
ドを使って、エージェントおよびその会話についての情
報を表示してください。スレッドが使用している会話お
よびネットワーク条件に関する追加情報を表示するに
は、 VTAM コマンドを使用します。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
DSNL026I

LUW-ID luw-id=token APPEARS TO BE
SUSPENDED PARTNER LOCATION
location PARTNER LU luname

説明: このロケーションおよび指定されたパートナー
'location' の、指定された 'luw-id' をもつ分散エージェン
トが、無期限にサスペンドされている可能性があること
を、DDF エラー・モニターが検出しました。
ここで、

luname
パートナー・ロケーションの 8 文字の
LUNAME。
オペレーターの応答: ロケーションの矛盾の原因が、ネ
ットワーク条件によるものか、あるいは DB2 エラーに
よるものかを判別してください。 DB2 エラーが原因で
あると思われる場合は、以下の情報を入手して、問題を
診断してください。
1. 要求側システムの DB2 アドレス・スペース
(ssnmDBM1、 ssnmMSTR、ssnmDIST)、 VTAM、お
よび中断状態のユーザーのアドレス・スペースのコ
ンソール・ダンプ。
2. サーバー側システムの DB2 アドレス・スペース
(ssnmDBM1、 ssnmMSTR、ssnmDIST)、および
VTAM のコンソール・ダンプ。
3. 要求側システムおよびサーバー側システムからの
SYSLOG。
4. 要求側システムおよびサーバー側システムからの
LOGREC。
矛盾の原因が特定できない場合には、CANCEL DDF
THREAD コマンドを使って、スレッドを終了させてく
ださい。 CANCEL DDF THREAD でエージェントを終
了させることができなかった場合には、 VTAM コマン
ドを使ってスレッドの会話を終了させてください。
問題判別: それぞれの DB2 サブシステムで、DETAIL
オプションを指定した DB2 DISPLAY THREAD コマン
ドを使って、エージェントおよびその会話についての情
報を表示してください。スレッドが使用している会話お
よびネットワーク条件に関する追加情報を表示するに
は、 VTAM コマンドを使用します。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
DSNL027I

dis-agent-type DISTRIBUTED AGENT
WITH LUW-ID luw-id=token
THREAD-INFO thread-info RECEIVED
ABEND=abnd REASON=reason

説明: 分散エージェントがこのロケーションで異常終了
しました。このメッセージの後に、DSNL028I が出され
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DSNL028I
ない場合と複数回出される場合があります。出される場
合、その分散エージェントが存在していて、かつ診断情
報を集める必要があると思われるリモート・ロケーショ
ンが、各 DSNL028I で示されます。 これは通知メッセ
ージで、DSNL028I メッセージとともに、診断情報を集
める必要があると思われるリモート・ロケーションを識
別します。

の「システム・プログラマーの応答」の項も参照してく
ださい)。その他のロケーション名については、
DSNL028I メッセージを参照してください。

ここで、

説明: このメッセージは DSNL027I の後に出され、分
散スレッド用の作業が行われている可能性のあるリモー
ト・ロケーションを識別します。 これは通知メッセー
ジで、 DSNL027I メッセージとともに、診断情報を収
集する必要があると思われるリモート・ロケーションを
識別します。

dis-agent-type
異常終了したスレッドが、分散活動をもつ接続
スレッドである場合は 'REQUESTING'、データ
ベース・アクセス・スレッドである場合は
SERVER です。
luw-id=token
スレッドの作業論理単位 ID。この ID の後に
は、'=' 記号と、5 桁のトークン値が続きま
す。これは、luw-id を入力として受け入れるど
の DB2 コマンドでも使用することができま
す。
thread-info
Thread-info にはスレッドの識別に関する、より
特定の情報を定義する追加の ID が入っていま
す。
多くの分散構成では、DB2 で使用される 1 次
許可 ID は必ずしもエンド・ユーザーのユーザ
ー ID ではありません。

luw-id=token ACCESSING DATA
preposition LOCATION location nettype
netvalue

luw-id=token
スレッドの作業論理単位 ID。この ID の後に
は '=' 符号と、'luw-id' を入力として受け入れ
る任意の DB2 コマンド内で 'luw-id' の代わり
に使用できるトークンが続きます。
preposition
スレッドがデータベース・アクセス・スレッド
である場合は 'FOR'、スレッドが分散活動をも
つ接続スレッドである場合は 'AT'。
location
リモート・システムの LOCATION 名。
nettype

以下の ID が用意されています (コロン (:) で
分離されます)。

リモート・システムへのアクセスに使用するネ
ットワークのタイプです。これには 2 つの可
能な値があります。

v このスレッドに関連する 1 次許可 ID。

LU --

v エンド・ユーザーのワークステーションのワ
ークステーション名。アスタリスク (*) は、
スレッドに関係ないか、クライアントによっ
て与えられたものであることを示します。

IPADDR -リモート・システムへの接続に
TCP/IP を使用することを示します。

v エンド・ユーザーのユーザー ID。アスタリ
スク (*) は、スレッドに関係ないか、クライ
アントによって指定されたものでないことを
示します。
v エンド・ユーザーのアプリケーションのアプ
リケーション名。アスタリスク (*) は、スレ
ッドに関係ないか、クライアントによって与
えられたものであることを示します。
abnd

DSNL028I

異常終了コード、もしくは異常終了コードが特
定できない場合には、ゼロ。

reason DB2 理由コード、もしくは理由コードが特定
できない場合には、ゼロ。

netvalue
リモート・ロケーションのネットワーク・アド
レス。 netvalue はブランクにすることもでき
ます。
v nettype が LU の場合は、 netvalue はリモー
ト・ロケーションの VTAM LU 名を指定し
ます。
v nettype が IPADDR の場合は、 netvalue
は、リモート・ロケーションのドット 10 進
IP アドレスを指定します。
問題判別:
い。

メッセージ DSNL027I を参照してくださ

問題判別: 適切な診断情報を集めてください (該当する
場合は、このメッセージで示された異常終了理由コード
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リモート・システムへの接続に
VTAM を使用することを示します。
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DSNL029I

DDF IS NOT INITIALIZED

説明: DB2 の始動処理時に、DDF が初期設定される前
に、-START DDF または -STOP DDF コマンドが出さ
れました。
オペレーターの応答: DSN9022I 'START DB2'
NORMAL COMPLETION メッセージが出されるのを待
ってから、コマンドを出し直してください。
DSNL030I

csect-name DDF PROCESSING
FAILURE FOR LUWID=luwid
AUTHID=authid REASON=reason

説明: DDF 処理の障害のために、要求側の会話が終了
しました。要求側のエージェントは、使用可能であれ
ば、'luwid' および 'authid' の値によって、識別されま
す。許可 ID が使用可能でない場合、'-UNKNOWN' の
値が表示されます。 'luwid' が使用可能でない場合、要
求を出した LU を記述するストリング
'netid.luname.000000000000' が表示されます。
このメッセージの理由コードは、DDF 処理障害の性質
を記述します。
システムの処置: システムは、最終的にはデータベー
ス・アクセス・エージェントを異常終了させます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、分析を要求してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: 理由コードを調べて、予期した通りにシステ
ムが作動しているかどうかを判別してください。 1525
ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている次の
診断項目を集めてください。 1、2、 5。
DSNL031I

csect-name DRDA EXCEPTION
CONDITION IN RESPONSE FROM
SERVER LOCATION=location FOR
THREAD WITH LUWID=luwid
REASON=reason code ERROR
ID=module_name and source id
CORRELATION ID=correlation-id
CONNECTION ID=connection-id
IFCID=ifcid SEE TRACE RECORD
WITH IFCID SEQUENCE
NUMBER=seq-no

説明: ロケーション名 location をもつアプリケーショ
ン・サーバー (AS) から受け取ったコマンドまたはコマ

ンド・データの処理中に、DRDA 例外条件が検出されま
した。
アプリケーション・リクエスターで検出された DRDA
例外条件は、次のいずれかです。
v サーバーから、エラーの応答メッセージおよび重大度
コードを受け取った。
v 応答メッセージまたは応答データ・オブジェクトの処
理中に、構文解析エラーが検出された。
v DRDA プロトコル違反 (たとえば、このコマンドでは
有効でないオブジェクトが戻された)。
変数の意味は、次のとおりです。
luwid

スレッドを識別し、トレース・レコードにも含
まれている作業論理単位 (LUW) ID。

reason この特定エラーの DB2 理由コード。
error id
4 バイトのソース ID と連結されたモジュール
名。このソース ID は、例外が検出されたモジ
ュール内のソースを固有に判別します。
correlation-id
DRDA 例外条件を検出したスレッドの相関
ID。 '0nn' で始まる相関 ID (nn は 01 〜 28)
は、システム・エージェントを識別します。
connection-id
DRDA 例外条件を検出したスレッドの接続名。
ifcid

書き込まれたトレース・レコードの IFCID 番
号。

seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 トレース・レコードは DRDA 例外
条件の原因を判別するために使用できる情報を
含んでおり、統計クラス 4 に書き込まれま
す。統計クラス 4 は、DB2 のインストール時
にはデフォルトで SMF に宛先指定されていま
す。この統計クラスには、トレース・レコード
にアクセスできるように永続宛先 (SMF または
GTF) が指定されていなければなりません。メ
ッセージおよびトレース・レコードは、エラー
が最初に検出された時にのみ記録されます。こ
のため、コンソールおよびトレースがあふれる
ことはありません。シーケンス番号は 16 進数
で印刷されます。
シーケンス番号がゼロの場合は、次の 2 つの
条件のいずれかが原因になっています。
v 統計クラス 4 の宛先が永続宛先に指定され
ていなかった。
v 統計クラス 4 の宛先が、永続宛先として常
駐のトレース表に指定されていた。
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DSNL032I
統計クラス 4 の宛先が永続宛先に指定されて
いなかったためにこのメッセージが最初に出さ
れた場合は、統計クラスがその永続宛先として
SMF や GTF ではなく常駐の表を指定してい
るときに、同じメッセージが後で (トレース・
レコードとともに) 再び出されます。

reason この特定エラーの DB2 理由コード。
error id
4 バイトのソース ID と連結されたモジュール
名。このソース ID は、例外が検出されたモジ
ュール内のソースを固有に判別します。

問題判別: 統計クラス 4 の宛先を判別し、SEQUENCE
NUMBER=seq-no をもつトレース・レコードを見つけて
印刷してください。理由コードは、 859 ページの『第 4
部 DB2 コード』に記載されています。理由コードの説
明を、資料『Distributed Relational Database Architecture
Reference』とともに使用して、検出された DRDA 例外
のタイプを判別することができます。 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 4 部に記載されている手順を
使用して、問題および原因となったシステムを判別して
ください。

トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 トレース・レコードは DRDA 例外
条件の原因を判別するために使用できる情報を
含んでおり、統計クラス 4 に書き込まれま
す。統計クラス 4 は、DB2 のインストール時
にはデフォルトで SMF に宛先指定されていま
す。この統計クラスには、トレース・レコード
にアクセスできるように永続宛先 (SMF または
GTF) が指定されていなければなりません。メ
ッセージおよびトレース・レコードは、エラー
が最初に検出された時にのみ記録されます。こ
のため、コンソールおよびトレースがあふれる
ことはありません。シーケンス番号は 16 進数
で印刷されます。

DSNL032I

シーケンス番号がゼロの場合は、次の 2 つの
条件のいずれかが原因になっています。

システムの処置: 警告が生成されています。
IFCID=ifcid のトレース・レコードが統計クラス 4 に書
き込まれており、これを問題の診断に使用できます。

csect-name DRDA EXCEPTION
CONDITION IN REQUEST FROM
REQUESTER LOCATION=location FOR
THREAD WITH LUWID=luwid
REASON=reason code ERROR
ID=module_name and source id
IFCID=ifcid SEE TRACE RECORD
WITH IFCID SEQUENCE
NUMBER=seq-no

説明: ロケーション名 location をもつアプリケーショ
ン・リクエスター (AR) から受け取ったコマンドまたは
コマンド・データの処理中に、DRDA 例外条件が検出さ
れました。アプリケーション・サーバー (AS) で検出さ
れた DRDA 例外条件は、コマンドまたはコマンド・デ
ータ・オブジェクトの処理中に構文解析エラーが見つか
ったことです。
location
このフィールドには、次のいずれかが含まれま
す。
v リクエスターのリレーショナル・データベー
ス名 (ロケーション名)
v リクエスターの VTAM LU 名 (<luname>)
v リクエスターのドット 10 進 IP アドレス
(nnn.nnn.nnn.nnn)
luwid
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スレッドを識別し、トレース・レコードにも含
まれている作業論理単位 (LUW) ID、あるいは
検出されたエラーが無効な FMH5 に関連して
いる場合は、
'NETID.LUNAME.000000000000'。

ifcid

v 統計クラス 4 の宛先が永続宛先に指定され
ていなかった。
v 統計クラス 4 の宛先が、永続宛先として常
駐のトレース表に指定されていた。
統計クラス 4 の宛先が永続宛先に指定されて
いなかったためにこのメッセージが最初に出さ
れた場合は、統計クラスがその永続宛先として
SMF や GTF ではなく常駐の表を指定してい
るときに、同じメッセージが後で (トレース・
レコードとともに) 再び出されます。
システムの処置: 警告が生成され、IFCID=ifcid のトレ
ース・レコードが統計クラス 4 に書き込まれており、
これを問題の診断に使用できます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、分析を要求してください。
システム・プログラマーの応答: 統計クラス 4 の宛先
を判別し、SEQUENCE NUMBER=seq-no をもつトレー
ス・レコードを見つけて印刷してください。理由コード
は、 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』 に記載され
ています。理由コードの説明を、資料『Distributed
Relational Database Architecture Reference』とともに使用
して、検出された DRDA 例外のタイプを判別すること
ができます。 DB2 Diagnosis Guide and Reference に記
載されている手順を使用して、問題および原因となった
システムを判別してください。
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csect-name DDF TERMINATION
SCHEDULED DUE TO DETECTION OF
ABEND abend REASON reason

説明: DDF の処理中に、重大エラーが検出されまし
た。 これ以上、DDF 処理を続けることができないの
で、 DDF の終了がスケジュールされました。
'Csect-name' は、この条件を検出し、DDF の終了を要求
した DB2 モジュールです。
異常終了コードおよび理由コードには、原因に関する追
加情報も含まれていることがあります。

luname1
再同期に必要な LUNAME。
luname2
BSDS に現在保管されている LUNAME。
location1
再同期に必要な LOCATION名。
location2
BSDS に現在保管されている LOCATION 名。
システムの処置:
できません。

矛盾が解消されるまで、DDF は始動

異常終了コード、あるいは DDF の終了に関連
する異常終了が起こっていない場合は、ゼロ。

オペレーターの応答:
ださい。

異常終了が DB2 04E 異常終了の場合、理由コ
ードには、異常終了に関する追加情報が含まれ
ています。

データベース管理者の処置: BSDS 内の LUNAME また
は LOCATION 名を変更する必要があるかどうかに応じ
て、次のような処置をとることができます。

reason DB2 理由コード、あるいは DDF の終了に関
連する DB2 理由コードがない場合は、ゼロ。

v 名前が誤って変更された場合は、ログ・インベントリ
ー変更ユーティリティー (DSNJU003) を使用して、
LUNAME または LOCATION 名、あるいはその両方
を正しい値に戻してください。その後で、DDF を
START させてください。

abend

この問題に異常終了が関係していない場合に
は、理由コードは、終了の原因を記述していま
す。
システムの処置:
されます。

分散データ機能 (DDF) の終了が開始

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、分析を要求してください。
システム・プログラマーの応答: 障害の原因を判別して
ください。条件を訂正し、 -START DDF コマンドを用
いて、DDF を再始動させてください。
問題判別: この障害に異常終了が関係している場合に
は、ダンプが提供されている可能性があります。
LOGREC にも、異常終了に関する情報が含まれていま
す。
DSNL034E

DDF CANNOT BE STARTED
BECAUSE OF BSDS
INCONSISTENCIES, ORIGINAL
LUNAME=luname1, BSDS
LUNAME=luname2, ORIGINAL
LOCATION=location1, BSDS
LOCATION=location2

説明: ブートストラップ・データ・セット (BSDS) に
保管された LUNAME または LOCATION 名は、分散
データ機能 (DDF) が最後に始動された後に変更されて
いますが、DDF にはまだ、古い LUNAME および
LOCATION 名を使用して、 1 つまたは複数の論理装置
と再同期をとる責任があります。 LUNAME および
LOCATION 名の元の BSDS 値と現行の BSDS 値の両
方が表示されています。

データベース管理者に知らせてく

v 名前を変更する必要がある場合は、最初に、DB2 が
古い名前でもっていた再同期の責任をすべて除去しな
ければなりません。この情報を除去すること、自動再
同期を行わせること、あるいはこの両方を組み合わせ
て使用することができます。
再同期情報を除去するには、FORCE オプション付き
の RESET INDOUBT コマンドを使用します。パート
ナー名に関係なくすべての情報を除去すること
(LOCATION (*))、あるいはロケーション名を指定し
て選択的に除去することができます。このコマンドを
使用するために、DDF を始動させる必要はありませ
ん。 DISPLAY THREAD コマンドを使用すれば、未
確定のスレッドの報告書を生成することができます。
この報告書では、DB2 で認識されているすべての再
同期責任が示されます。
再同期情報を除去しない場合、または選択的除去だけ
を行い、名前を変更する前に自動再同期を行わせたい
場合は、最初に、ログ・インベントリー変更ユーティ
リティーを使用して、LUNAME または LOCATION
名、あるいはその両方を正しい値に戻さなければなり
ません。その後で、DDF を START させてくださ
い。この時点で、自動再同期が開始されます。 TYPE
(INDOUBT) スレッドに対する DISPLAY THREAD
コマンドを使用して、進ちょく状況を定期的にモニタ
ーしてください。必要なすべての通信経路が使用可能
になり、必要なすべてのパートナー論理装置が使用可
能になるまで、再同期は完了しません。使用可能にな
るのを待てない場合は、FORCE オプションを指定し
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DSNL035I
た RESET INDOUBT コマンドを使用して、使用不能
なパートナーに関連する情報を除去してください。
DSNL035I

DDF CANNOT BE STOPPED
BECAUSE AN INDOUBT DATA BASE
ACCESS THREAD EXISTS

説明: DDF は、未確定のデータベース・アクセス・ス
レッド (DBAT) の接続マネージャーとなっています。
未確定の作業論理単位が解決されないかぎり、STOP
DDF MODE(QUIESCE) コマンドは拒否されます。
システムの処置:

DSNL037I

説明: RESET GENERICLU が、共用メモリーからの
VTAM シスプレックス情報を正常に除去しました。
lu

RESET GENERICLU コマンドで指定された値

システムの処置: 示された LU のシスプレックス共用
メモリーに含まれている VTAM 情報が除去されます。
DSNL038E

DDF は停止されません。

オペレーターの応答:
ださい。

データベース管理者に知らせてく

データベース管理者の処置: 次のような処置をとること
ができます。
v 自動再同期が実行されるのを待つ。 これが行われる
と、メッセージ DSNL407I または DSNL415I が表示
されます。
未確定のスレッドが解決された後で、STOP DDF コ
マンドを出し直してください。
v DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) コマンドを使
用して、未確定の LUW に関する調整プログラムと
しての責任をもつ LOCATION を見つける。そのロケ
ーションに連絡をとり、その LUW がコミットされ
たのか打ち切られたのかを判別してください。次に、
RECOVER INDOUBT コマンドを使用して、未確定の
DBAT が同じ判断で解決されるようにしてください。

csect-name RESET GENERICLU lu
SUCCESSFUL

csect-name RESET GENERICLU lu
FAILED DUE TO VTAM RTNCD=xx
and FDB2=yy

説明: VTAM CHANGE,OPTCD=(SYN,ENDAFFIN) マ
クロが予期せぬ戻りコードを戻しました。この戻りコー
ドは、示された VTAM RTNCD および FDB2 値に記述
されています。
lu

RESET GENERICLU コマンドで指定された値

xx

VTAM RTNCD フィールドの 16 進数値

yy

VTAM FDB2 フィールドの 16 進数値

システムの処置: VTAM は、示された LU のシスプレ
ックス共用メモリー情報を除去できませんでした。
システム・プログラマーの応答: VTAM RTNCD と
FDB2 の値の意味については、「VTAM for MVS/ESA
Programming」を参照してください。
DSNL039E

未確定のスレッドが解決された後で、STOP DDF コ
マンドを出し直してください。

csect-name RESET GENERICLU lu
FAILED DUE TO ACTIVE VTAM
SESSIONS

v STOP DDF MODE(FORCE) コマンドを出す。未確定
のスレッドは未確定のままとなりますが、DDF の再
始動後の自動再同期によって、または上述したように
手操作で解決することができます。

説明: 示された LU に対して 1 つまたは複数の活動
VTAM セッションが存在するため、 RESET
GENERICLU コマンドが受け入れられませんでした。コ
マンドを受け取る前に、すべての VTAM セッションが
終了していなければなりません。

DSNL036I

lu

DDF THREAD logical-unit-of-work-id
SPECIFIED IS INDOUBT

説明: 未確定のデータベース・アクセス・スレッドは、
-CANCEL DDF THREAD コマンドを使用して取り消す
ことはできません。
システムの処置:
ん。

システムの処置:

コマンドはリジェクトされます。

システム・プログラマーの応答: リモート LU に対す
る VTAM セッションを終了し、 -RESET GENERICLU
コマンドを出し直してください。

指定されたスレッドは取り消されませ

オペレーターの応答: -DISPLAY THREAD TYPE(*) コ
マンドを使用して、すべての分散活動を表示してくださ
い。

378

RESET GENERICLU コマンドで指定された値

DSNL040E

csect-name RESET GENERICLU lu
FAILED DUE TO INDOUBT
RESOLUTION INFORMATION

説明: 示されたパートナー LU の未確定スレッドの解
決についての情報が現在保存中であるため、RESET
GENERICLU コマンドは受け入れられませんでした。
DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) コマンドを使っ
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DSNL041E
て、この情報を表示することができます。
lu

RESET GENERICLU コマンドで指定された値

システムの処置:

コマンドはリジェクトされます。

システム・プログラマーの応答: RESET GENERICLU
コマンドを出す前に、リモート・サイトにあるすべての
未確定スレッドが解決されていることを確認してくださ
い。

システムの処置: DB2 シスプレックス TP が、ローカ
ル DB2 システムの NETID.LUNAME を、グループ内
で利用できる唯一の DB2 サーバーとして戻します。グ
ループ内の他の DB2 システムの名前が要求側に提供さ
れないため、要求側からのすべてのセッションはローカ
ル DB2 サーバーに経路指定されます。

DB2 が未確定スレッドの自動解決を実行すると、再同
期処理の終わりに、DISPLAY THREAD
TYPE(INDOUBT) 表示に含まれている情報が除去されま
す。

システム・プログラマーの応答: DB2 シスプレックス
TP に、複数の NETID.LUNAME 値を要求側に戻しても
らいたい場合、 MVS バージョン 5 リリース 2 または
それ以降をインストールするか、または DB2 が WLM
を登録できなかった理由について DSNL044I を参照し
てください。

必要なら、-RESET INDOUBT コマンドを使って、未確
定な解決の情報を手作業で除去してください。

DSNL043I

DSNL041E

csect-name DB2 GENERIC LU NAME
REQUESTED, BUT REQUIRED VTAM
LEVEL IS NOT INSTALLED

csect-name RESET GENERICLU luname
INVALID

説明: 指定された luname 値が正しくありません。 正
しい形式は以下のいずれかです。
v 1 〜 8 文字の LU 名
v 1 〜 8 文字のネットワーク ID、ピリオド、1 〜 8
文字の LU 名

説明: DB2 GENERIC LUNAME インストール・オプシ
ョンが指定されました。このオプションには、VTAM
バージョン 4 リリース 2 またはそれ以降のリリースが
必要です。

システムの処置: パラメーターは無視されます。 次の
LU 名があれば、処理が続行されます。

システムの処置: DB2 GENERIC LUNAME インストー
ル・オプションは無視されます。

ユーザーの処置: 正しい LU 名を判別して、コマンド
を出し直してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 GENERIC
LUNAME が必要なら、VTAM バージョン 4 リリース
2 またはそれ以降のリリースをインストールしてくださ
い。

DSNL044I

DSNL042E

csect-name DB2 SYSPLEX TP WAS
INVOKED BY LU lu, BUT REQUIRED
MVS LEVEL IS NOT INSTALLED

説明: データ共用グループのメンバーである DB2 サー
バーが、 DB2 シスプレックス・トランザクション・プ
ログラム (TP) の要求を受け取りました。 DB2 シスプ
レックス TP は、DDF 会話に現在利用できるグループ
内の DB2 システムを判別するため、要求元のシステム
によって使用されます。

説明: MVS ワークロード・マネージャー (WLM) マク
ロが、予期せぬ戻りコードを戻しました。これは、示さ
れた RETCODE および RSNCODE 値に記述されていま
す。 DDF は MVS ワークロード・マネージャーのマク
ロを使用して、入力 DDF 作業要求のためのデータ共用
シスプレックス経路指定情報を入手し、分散スレッドの
実行環境のための MVS エンクレーブを確立します。
macname
予期せぬ戻りコードを戻した MVS マクロの名
前。考えられる値は次のとおりです。

DB2 シスプレックス TP は、MVS バージョン 5 リリ
ース 2 またはそれ以降のリリースのワークロード管理
プログラム (WLM) 機能を使って、グループ内の DB2
システム中の分散作業のバランスをとります。必要な
MVS リリースがインストールされていないか、または
DB2 が WLM を登録していないため、 DB2 シスプレ
ックス TP は要求された情報を提供することができませ
ん。
lu

DB2 シスプレックス TP を呼び出したネット
ワーク内の LU 名

csect-name MVS macname MACRO
FAILED WITH RETCODE=xx AND
RSNCODE=yy

v IWMSRSRG: シスプレックス経路指定の
WLM による登録。
v IWMSRSRS: シスプレックス経路指定要求情
報。
v IWMSRDRS: シスプレックス経路指定の
WLM による登録取り消し。
v IWMECREA: 別プログラムの作成。
xx

MVS RETCODE フィールドの 16 進数値。

yy

MVS RSNCODE フィールドの 16 進数値。
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DSNL065I
システムの処置: シスプレックス経路指定マクロが失敗
した場合、シスプレックス経路指定はどのケースも実行
されず、クライアントから受信したすべての SQL ステ
ートメントはこの DB2 サブシステムで処理されます。
別プログラムのマクロが失敗した場合は、分散スレッド
は MVS の別プログラム内では実行できませんが、分散
スレッドはMVS SRB として実行を続けます。

DSNL071I

説明: WAIT(n) または CANCEL(n) キーワードには、
MODE(SUSPEND) が指定されている必要があります。
STOP DDF コマンドについては、DB2 コマンド解説書
を参照してください。
システムの処置:

システム・プログラマーの応答: MVS RETCODE およ
び RSNCODE の値については、「MVS/ESA プログラミ
ング: ワークロード管理サービス」を参照してくださ
い。
DSNL065I

DSNL072I

説明: 現在の DDF 状態は、中断処理の開始を許可しま
せん。中断処理を開始するためには、DDF が通常処理
で開始されていなければなりません。

DSNL066I

DSNL073I

コマンドは実行されません。

csect-name STOP DDF
MODE(SUSPEND) COMPLETE

DSNL068I
説明:

csect-name START DDF (RESUME
PROCESSING) COMPLETE

システムの処置:

説明:

DDF は中断処理を開始しました。

DSNL070I
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処理は正常に続行されます。

csect-name DDF IS RESUMING

DDF は再開処理を開始しました。

システムの処置:

|
|

DSNL080I

|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、DISPLAY DDF コマンドの
結果として出されます。このメッセージは常に、
DISPLAY DDF コマンド報告出力の表題として生成され
ます。この表題は、このコマンドで生成される他のメッ
セージに先立って表示されます。

|

システムの処置:

|

DSNL081I

|
|
|

説明: このメッセージは、DISPLAY DDF コマンドの
結果として出されます。このメッセージは、以下のよう
に DDF の状況を表示します。

|
|

STARTD
開始済み

|
|

STARTG
開始中

csect DISPLAY DDF REPORT
FOLLOWS:

処理は正常に続行されます。

処理は正常に続行されます。

csect-name DDF IS SUSPENDING

システムの処置:

説明:

コマンドは実行されません。

DDF は通常処理を再開しました。

DSNL069I

システムの処置: DDF は、活動中のすべてのデータベ
ース・アクセス・スレッドを終了しようとしています。

csect-name CURRENT DDF STATE
DOES NOT PERMIT START DDF

システムの処置:

csect-name CANCEL TIME EXPIRED,
CANCEL ACTIVE DBAT PROCESSING
HAS BEEN INITIATED

説明: DDF 中断処理が、CANCEL キーワードに指定さ
れた期間内に正常に完了しなかったため、 DDF はアク
ティブなすべてのデータベース・アクセス・スレッド
(DBATS) を取り消します。STOP DDF コマンドについ
ては、DB2 コマンド解説書 を参照してください。

システムの処置: 処理は正常に続行されます。

説明: 現在の DDF 状態は、START DDF 処理の開始
を許可しません。

csect-name WAIT TIME EXPIRED, DDF
RESUME PROCESSING INITIATED

システムの処置: DDF 再開処理が開始されました。

説明: DDF 中断処理は、正常に完了しました。DDF
は、すべてのインバウンド活動を中断しました。

DSNL067I

コマンドは実行されません。

説明: DDF 中断処理が、WAIT キーワードに指定され
た期間内に正常に完了しなかったため、DDF 再開処理
が開始されました。 STOP DDF コマンドについては、
DB2 コマンド解説書 を参照してください。

csect-name CURRENT DDF STATE
DOES NOT PERMIT STOP DDF
MODE(SUSPEND)

システムの処置:

csect-name WAIT OR CANCEL
REQUIRES KEYWORD SUSPEND

処理は正常に続行されます。
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STATUS=status

DSNL082I
| STOPDF
強制的に停止した。最後に異常停止。″Stop
|
DDF Mode(Force)″ コマンドなど。
|
| STOPDQ
静止により停止した。最後に正常に停止。″Stop
|
DDF Mode(Quiesce)″ コマンド、または DDF
|
が開始されていないなど。
|
| STOPGF
強制的に停止中。現在異常停止中。″Stop DDF
|
Mode(Force)″ コマンドなど。
|
| SUSPND
中断。現在中断されている。″Stop DDF
|
Mode(Suspend)″ コマンドなど。
|
| SUSPNG
中断中。現在中断中である。″Stop DDF
|
Mode(Suspend)″ コマンドなど。
|
| NOINIT 初期化されていない。DDF が構成されていな
い。DSNTIPR インストール・パネルで ″DDF
|
STARTUP OPTION″ 値に ″NO″ が指定されて
|
いる。
|
| システムの処置: 処理は正常に続行されます。
| DSNL082I

LOCATION LUNAME GENERICLU

| 説明: このメッセージは、DISPLAY DDF コマンドの
| 結果として出されます。このメッセージは、後に続く
| DSNL083I メッセージの列見出しを表示します。
| システムの処置: 処理は正常に続行されます。
| DSNL083I
|
|
|
|

location luname genericlu

説明: このメッセージは、DISPLAY DDF コマンドの
結果として出されます。このメッセージは、 DSNL082I
メッセージによって記述される見出しの列値を提供しま
す。

| location
DSNTIPR インストール・パネルの中の ″DB2
|
LOCATION NAME″ 値によって定義される
|
DDF のロケーション名。また、これは、ロ
|
グ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティ
|
リティーの DDF ステートメントの中の
|
「LOCATION」値によって定義される、BDSD
|
DDF レコードのロケーション値です。値
|
「NONE」は、ロケーション名が構成されてい
|
ないことを示しています。
|
|
|
|
|

| luname
DDF LU 名。DSNTIPR インストール・パネル
|
の「DB2 NETWORK LUNAME」値から LU
|
名を判別することができます。また、ログ・イ
|
ンベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリティ
|
ーの DDF ステートメントの「LUNAME」値に
|
よって定義されている BSDS DDF レコードの
|
LU 名値からも LU NAME を判別することが
|
できます。値「-NONE」は、 LU 名が構成さ
|
れていないことを示しています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|

LU 名が構成されている場合は、このフィール
ドには、ネットワーク ID、区切り文字、およ
び LU 名で構成された、完全修飾 LU 名が入
ります。ネットワーク ID は、DDF が開始さ
れると、VTAM から判別することができま
す。ネットワーク ID「-NONE」は、 DDF が
まだ開始されていないこと、または VTAM の
初期化が失敗していることを示しています。

|
|
|
|

この情報は、 DDF が開始されると、メッセー
ジ DSNL004I にも表示されます。追加の情報
については、DSNL004I メッセージを参照して
ください。

| genericlu
DDF 総称 LU 名。総称 LU 名は、DSNTIPR
|
インストール・パネルの「DB2 GENERIC
|
LUNAME」値、および、ログ・インベントリー
|
変更 (DSNJU003) ユーティリティーの DDF ス
|
テートメントの中の「GENERIC」値によって定
|
義される BSDS DDF レコードの総称 LU 名値
|
から判別されます。値「-NONE」は、総称 LU
|
名が構成されていないことを示しています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|

総称 LU 名が構成されていると、このフィール
ドには、ネットワーク ID、区切り文字、およ
び総称 LU 名で構成された、完全修飾総称 LU
名が入ります。ネットワーク ID は、DDF が
開始されると、VTAM から判別することがで
きます。ネットワーク ID「-NONE」は、 DDF
がまだ開始されていないこと、または VTAM
の初期化が失敗していることを示しています。

|
|
|
|

この情報は、DDF が開始されると、メッセー
ジ DSNL004I にも表示されます。追加の情報
については、DSNL004I メッセージを参照して
ください。

| システムの処置: 処理は正常に続行されます。

この情報は、DDF が開始されたときに、メッ
セージ DSNL004I にも表示されます。追加の
情報については、DSNL004I メッセージを参照
してください。
第 12 章 DB2 メッセージ

381

DSNL084I
| DSNL084I

IP-ADDRESS TCPPORT RESPORT

| 説明: このメッセージは、DISPLAY DDF コマンドの
| 結果として出されます。このメッセージは、後に続く
| DSNL085I メッセージの列見出しを表示します。
| システムの処置: 処理は正常に続行されます。
| DSNL085I
|
|
|
|

ip-address tcpport resport

説明: このメッセージは、DISPLAY DDF コマンドの
結果として出されます。このメッセージは、DSNL084I
メッセージによって記述される見出しの列値を提供しま
す。

| ip-address
DDF の IP アドレス。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

DDF 開始処理中、listener ポートが定義されて
いる場合、DDF は GetHostID (USS BPX1HST
マクロ) ソケット呼び出しを出して、その IP
アドレスを判別します。値「-NONE」は、
DDF が TCP/IP ネットワーク・プロトコル
(tcpport を参照) を使用するよう構成されてい
ないこと、DDF がまだ開始されていないこ
と、または、TCP/IP の初期設定が失敗してい
ることを示しています。

|
|
|
|
|
|
|

この情報は、DDF が開始されると、メッセー
ジ DSNL004I にも表示されます。追加情報に
ついては、DSNL004I メッセージを参照してく
ださい。
resport
2 フェーズ・コミット再同期 (resync) listener
TCP/IP ポート番号。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

再同期 listener ポートは、DSNTIP5 インスト
ール・パネルの「RESYNC PORT」値、および
BSDS レコードの再同期ポート値から判別され
ます。ログ・インベントリー変更 (DSNJU003)
ユーティリティーの DDF ステートメントの中
の「RESPORT」値は、 BSDS DDF レコード
の再同期ポート値を定義します。値 0 は、再
同期 listener ポートが指定されていないこと、
および、 DDF が TCP/IP ネットワーク・プロ
トコルを使用するよう構成されていないことを
示しています。

|
|
|
|

この情報は、DDF が開始されると、メッセー
ジ DSNL004I にも表示されます。追加情報に
ついては、DSNL004I メッセージを参照してく
ださい。

|

システムの処置: 処理は正常に続行されます。

tcpport
SQL listener TCP/IP ポート番号。

| DSNL086I

|
|
|
|
|
|
|

SQL listener ポートは、DSNTIP5 インストー
ル・パネルの「DRDA PORT」値、および
BSDS DDF レコードのポート値から判別され
ます。ログ・インベントリー変更 (DSNJU003)
ユーティリティーの DDF ステートメントの中
の「PORT」値は、BSDS DDF レコードのポー
ト値を定義します。

| 説明: このメッセージは、DISPLAY DDF コマンドの
| 結果として出されます。このメッセージは、DDF に関
| 連した TCP/IP ドメイン・ネームを表示します。

|
|
|
|

v 0 の値は、SQL listener ポートが指定されて
いないこと、および、DDF が TCP/IP ネッ
トワーク・プロトコルを使用するよう構成さ
れていないことを示しています。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

v 「NONE」の値は、DB2 がこのポート上の接
続を受け入れないことを示しています。 こ
れは、 DSNZPARM に定義された
DSN6SYSP MAXDBAT インストール・パラ
メーターに 0 を指定したことが原因かもし
れません。詳しくは、 DB2 インストレーシ
ョン・ガイドの DSNTIPE インストール・パ
ネルの DB2「MAX REMOTE ACTIVE」の
指定を参照してください。現在の「MAX
REMOTE ACTIVE」値は、「DISPLAY DDF
DETAIL」報告書に含まれている DSNL090I
メッセージの「MDBAT」値の中にもありま
す。
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domain-type DOMAIN=domain-name

| domain-type
表示されるドメイン・ネームのタイプ。次のい
|
ずれかです。
|
|
|
|
|
|
|
|

SQL

|
|
|
|
|
|
|
|

RESYNC
このドメイン・ネームは、リモート・
パートナーからのインバウンド 2 フ
ェーズ・コミット再同期要求を受け入
れるために使用されます。メッセージ
DSNL085I の resport 値は、インバウ
ンド接続の受け入れに使用されている
ポート番号を示します。

|
|

通常、SQL と RESYNC のドメイン・ネームは
同じになります。ただし、データ共用環境で

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

このドメイン・ネームは、リモート・
パートナーからのインバウンド SQL
要求を受け入れるために使用されま
す。メッセージ DSNL085I の tcport
値は、インバウンド接続の受け入れに
使用されているポート番号を示しま
す。

DSNL090I
|
|
|
|

は、SQL ドメイン・ネームは RESYNC ドメイ
ン・ネームと異なります。詳しくは、「DB2 デ
ータ共用: 計画および管理」を参照してくださ
い。

| domain-name
ドメイン・タイプと関連したドメイン・ネー
|
|
ム。値「-NONE」は、TCP/IP を使用するよう
に構成されていないこと、または TCP/IP の初
|
期化が失敗したことを示します。
|
|
|
|
|
|

この情報は、DDF が開始されると、メッセー
ジ DSNL519I またはメッセージ DSNL004I (あ
るいはその両方) にも表示されます。追加情報
については、DSNL519I と DSNL004I の両メ
ッセージを参照してください。

| システムの処置: 処理は正常に続行されます。
| DSNL090I
|
|
|
|
|

DT=dt CONDBAT=condbat
MDBAT=mdbat

説明: このメッセージは、DISPLAY DDF DETAIL コ
マンドの結果として出されます。このメッセージは、
DDF と関連するいくつかのシステム・パラメーター情
報を表示します。

| dt
|
|

DDF スレッド値。これは DSNTIPR インスト
ール・パネルに指定された ″DDF THREADS″
値を示しています。

|
|

v A - DDF は DDF THREADS ACTIVE で構
成されています

|
|

v I - DDF は DDF THREADS INACTIVE で
構成されています

| condbat
DSNTIPE インストール・パネルの ″MAX
|
REMOTE CONNECTED″ 値によって決められ
|
る、インバウンド接続の最大数。
|
| mdbat DSNTIPE インストール・パネルの ″MAX
REMOTE ACTIVE″ 値によって決められる、デ
|
ータベース・アクセス・スレッドの最大数。こ
|
れは、実質的に、アクティブな スロット の最
|
大数を決めます。これはつまり、SQL を実行
|
することのできる、アクティブな並行データベ
|
ース・アクセス・スレッドの最大数です。
|
| システムの処置: 処理は正常に続行されます。
| DSNL092I
|

ADBAT=adbat QUEDBAT=quedbat
IN1DBAT=in1dbat CONQUED=conqued

|
|

説明: このメッセージは、DISPLAY DDF DETAIL コ
マンドの結果として出されます。

|

adbat

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ドの現在の数。この値は、新しいデータベー
ス・アクセス・スレッドが作成されたり、アク
ティブになると増加します。この値は、データ
ベース・アクセス・スレッドが終了したり、非
アクティブになると減少します。この値が
DSNL090I メッセージに示された mdbat 値に
達するか超えると、新規あるいは非アクティブ
(タイプ 1) のデータベース・アクセス・スレッ
ド、あるいは、新規または非アクティブ (タイ
プ 2) の接続は、キューに入れなければなりま
せん。

| quedbat
この値は、MAXDBAT に達すると常に加算さ
#
れる累積カウンターを反映しています。このメ
#
ッセージが出されたとき、quedbat の値は、
#
mdbat 値に到達したために中断されたデータベ
#
ース・アクセス・スレッドの累積数に等しい値
#
です。 mdbat 値と adbat 値については、メッ
#
セージ DSNL090I を参照してください。ま
#
た、quedbat カウンターはこの DB2 サブシス
#
テムの再始動時にのみリセットされることに注
#
意してください。
#
| in1dbat
タイプ 1 の非アクティブ・スレッドの現在の
|
数。DSNL090I メッセージに指定された ″dt″
|
値が、DDF INACTIVE サポートが使用可能に
|
なっていることを示している場合にのみ適用さ
|
れます。ここで反映されるデータベース・アク
|
セス・スレッドはすべて、DISPLAY THREAD
|
TYPE(INACTIVE) コマンド報告書でも見るこ
|
とができます。
|
| conqued
キューに入っており、サービスを待機中の接続
|
要求の現在の数。DSNL090I メッセージに指定
|
された ″dt″ 値が、DDF INACTIVE サポートが
|
使用可能になっていることを示している場合に
|
のみ適用されます。
|
|
|
|
|
|

これらの接続は、新しく接続された接続や、ク
ライアントから新しい要求が到着した非アクテ
ィブの接続を表すことができます (DSNL093I
メッセージの in2cons 値の中で示された接
続)。

|
|
|
|
|
|

データベース・アクセス・スレッドの最大数に
達し (adbat 値が DSNL090I の mdbat 値と同
等またはより大になる)、要求に応答可能な、切
断されたデータベース・アクセス・スレッドが
ない (DSNL093I dscdbat 値を参照) 場合、また
は DDF が中断されたり中断中である

アクティブなデータベース・アクセス・スレッ
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DSNL093I
|
|
|

(DSNL081I status 値を参照) 場合には、これら
の要求にサービスを提供することはできませ
ん。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

DDF が中断中であったり、または中断してい
る場合 (DSNL081I status 値を参照) には、
DDF が開始 (再開) されるまで、これらの
conqued 接続は処理されません。adbat 値が
DSNL090I mdbat 値と同等またはより大の場
合、これらの conqued 接続は、別のアクティ
ブなデータベース・アクセス・スレッドが終了
するか、非アクティブになって自分のスロット
を解放するまでは処理されません (in1dbat また
は DSNL093I の in2cons 値を参照)。

| システムの処置: 処理は正常に続行されます。
| DSNL093I

DSCDBAT=dscdbat IN2CONS=in2cons

|
|

説明: このメッセージは、DISPLAY DDF DETAIL コ
マンドの結果として出されます。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

dscdbat
切断されたデータベース・アクセス・スレッド
の現在の数。 DSNL090I メッセージに指定さ
れた dt 値が、DDF INACTIVE サポートが使
用可能になっていることを示している場合にの
み、適用されます。これは、実質上、 DBAT
プール・スレッドの数です。DBAT プール・ス
レッドは、待機接続要求 (DSNL092I conqued
値を参照) にサービスできるデータベース・ア
クセス・スレッドです。ここで示されているデ
ータベース・アクセス・スレッドは、
DSNL092I の adbat 値でも説明されています。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

切断された DBAT は、一定期間、DDL に関連
する割り振り期間ロックを保持します。これら
の切断された DBAT は、STOP DDF MODE
SUSPEND コマンドを使って終了することがで
きます。それにより、保持されている割り振り
期間ロックが解放されます。 SUSPEND モー
ドを指定して DDF を停止することにより、現
在の接続や新しい接続に影響を与えずに、これ
らの切断された DBAT を終了することができ
ます。ただし、現在または新しいこれらの接続
は、DDF が開始 (再開) されるまでは処理され
ません。また DBAT は、一定期間使用されな
い場合にも切断されます。それにより、割り振
り期間ロックが解放されます。これは、
DSNTIP5 インストール・パネルの ″POOL
THREAD TIMEOUT″ にある DBAT プール・
スレッド・タイムアウト値を調整することによ
って実行できます。
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

in2cons

|

システムの処置: 処理は正常に続行されます。

タイプ 2 の非アクティブ接続の現在の数。
DSNL090I メッセージに指定された dt 値が、
DDF INACTIVE サポートが使用可能になって
いることを示している場合にのみ、適用されま
す。この値は、クライアントが作業単位を終了
(コミットまたはロールバック) し、 DB2 が接
続の状態を ″タイプ 2″ の非アクティブに変え
た後のクライアントとの接続を示します。 つ
まり、DBAT は接続から分離されて接続は非ア
クティブになり、 DBAT は新しいクライアン
ト接続や、既存のクライアント接続での新しい
要求に応答できるようになります。この値は
DSNL092I in1dbat 値には含まれていません。
接続上のクライアント・システムから新しい要
求が到着すると、その接続は DSNL092I の
conqued 値に移動されます。ここで反映される
接続はすべて、DISPLAY THREAD
TYPE(INACTIVE) コマンド報告書でも見るこ
とができます。

| DSNL099I
|

csect DISPLAY DDF REPORT
COMPLETE

| 説明: このメッセージは、DISPLAY DDF 報告書が正
| 常に完了したことを示します。
| システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNL200I

DISPLAY LOCATION REPORT
FOLLOWS-

説明: このメッセージは、-DISPLAY LOCATION コマ
ンドの報告書出力の表題です。この表題は、このコマン
ドで生成される他のメッセージに先立って表示されま
す。このメッセージの後には、メッセージ DSNL201I
および DSNL202I が続きます。報告書に関して出され
る最後のメッセージは、メッセージ DSNL205I です。
システムの処置: -DISPLAY LOCATIONコマンドは、
正常に続行されます。
DSNL201I

LOCATION PRDID LINKNAME
REQUESTERS SERVERS CONVS

説明: -DISPLAY LOCATION コマンドによって生成さ
れるロケーション・リスト用の列見出しが表示されてい
ます。見出しの定義は、次のとおりです。
見出し 説明
LOCATION
リモート・システムに関連するロケーション
名。
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DSNL202I
ションのデータにアクセスしているすべてのデ
ータベース・アクセス・スレッドが含まれま
す。

PRDID そのロケーションにあるデータベース・プロダ
クトを識別します。
LINKNAME
リモート・ロケーションに関連する VTAM LU
名。
REQUESTERS
リモート・ロケーションからのデータを要求し
ている、このシステムのエージェントの数。
SERVERS
リモート・ロケーションへのサーバーとして作
動している、このシステムのエージェントの
数。
CONVS
このシステムとリモート・ロケーションの間で
使用中の会話の総数。
これらの項目についての詳細は、メッセージ DSNL202I
を参照してください。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
システムの処置:
DSNL202I

処理は正常に続行されます。

LOCATION PRDID LINKNAME
REQUESTERS SERVERS CONVS

説明: このメッセージは、リモート・ロケーションとこ
の DB2 サブシステム間の通信の状況をリストしていま
す。 通信状況に関する情報は、次のように表示されま
す。
項目

説明

LOCATION
リモート・システムの 16 バイトの名前。
PRDID ロケーションにあるデータベース・プロダクト
を nnnvvrrm の形式で示します。
v nnn - データベース・プロダクトを識別しま
す。例: DSN=DB2
v vv - プロダクトのバージョン。
v rr - プロダクトのリリース。
v m - プロダクトの修正レベル。
LINKNAME
リモート・ロケーションに関連する VTAM LU
名またはドット 10 進 IP アドレス。

SERVERS
リモート・ロケーションのエージェントに関す
るデータにアクセスする、このシステムのデー
タベース・アクセス・スレッドのカウント。
CONVS
2 つのシステム間の会話の合計数。カウントに
は、接続スレッドおよびデータベース・スレッ
ドの両方が含まれます。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNL203I

L203-SYSTASK SESSID A ST TIME

説明: このメッセージは、他のロケーションと通信する
DB2 システム・スレッドのリストの見出しとなってい
ます。 DISPLAY LOCATION コマンドの DETAIL キ
ーワードが使用された場合に、メッセージ DSNL202I
が出されるたび、その後にこのメッセージが続きます。
このメッセージの後には 1 つまたは複数の DSNL204I
メッセージが出され、リモート・システムと通信してい
る DB2 システム・スレッドおよびその会話情報が表示
されます。この見出しに含まれる項目は、次のとおりで
す。
SYSTASK
DB2 システム・スレッドを記述する見出し
SESSID
関連する会話 ID の見出し
A

関連する活動標識の見出し

ST

関連する状況標識の見出し

TIME

関連するタイム・スタンプの見出し

これらの項目の説明については、メッセージ DSNL204I
を参照してください。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、このメッセージを識
別する L203 が、メッセージ・テキストに組み込まれて
います。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。

REQUESTERS
リモート・ロケーションのデータにアクセスす
るこのシステムのスレッドのカウント。このカ
ウントには、リモート・ロケーションに関連す
るすべての接続スレッドと、リモート・ロケー
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DSNL204I
DSNL204I

VTAM は、セッション ID 全体を DB2 に
提供するわけではありません。 セッション
ID の最初の 2 桁が正しくありません。し
たがって、このメッセージで提示されたセ
ッション ID は、VTAM コマンドでは受け
入れられません。完全なセッション ID を
入手するには、 VTAM DISPLAY
NET,ID=db2-luname,SCOPE=ACT コマンド
を使用してください。 DISPLAY NET コマ
ンドは、DB2 論理装置のすべてのセッショ
ン (SID) をリストします。 DISPLAY NET
の出力を走査して、完全な SID を入手して
ください。

L204-SYSTASK SESSID ACTIVE
STATUS TIME

説明: このメッセージは、DISPLAY LOCATION コマ
ンドで明細表示が指定されたときに、リモート・ロケー
ションに関する DSNL203I メッセージの後に出されま
す。そのロケーションと通信している DB2 システム・
スレッドが所有している会話ごとに、このメッセージが
表示されます。このメッセージでは、DB2 システム・
スレッドに関連する会話についての明細情報がリストさ
れます。
systask
DB2 システム・スレッドを、次のように記述
します。

2. TCP/IP ネットワーク接続の場合は、この列
には、 'local:remote' の形式のストリングが
入ります。ここで、

v SYSCON-x
ここで、x = は、
O

’アウトバウンド’ DB2 システム会
話を管理するシステム・スレッド。

I

’インバウンド’ DB2 システム会話
を管理するシステム・スレッド。

DB2 は、システム指示アクセスを用いて他
の DB2 ロケーションと通信するとき、リモ
ート DB2 ロケーションに対して ’システム
会話’ を確立します。 DB2 は、これらの会
話を内部的に使用します。作成される会話
は、片方向です。すなわち、DB2 は、リモ
ート・ロケーションに情報を送信するのにあ
る会話を使用し、リモート・ロケーションか
ら情報を受信するのに別の会話を使用しま
す。 ’アウトバウンド’(送信用) 会話を管理
するために、1 つの DB2 システム・スレッ
ドが作成され、また ’インバウンド’(受信用)
会話を管理するために別の DB2 システム・
スレッドが作成されます。

local -ローカル DB2 システムの TCP/IP
ポート番号を指定する
remote -リモート・パートナーの TCP/IP
ポート番号を指定する
active

次のいずれかです。
V

その会話は、VTAM または TCP/IP
内でアクティブです。

W

その会話は、機能を完了したことが
VTAM または TCP/IP から通知され
るのを待って、 DB2 内で延期されて
います。
上記以外の場合は、ブランク。

status

会話の状況。
A

割り振り中の会話。

C

会話割り振りに先立って、パートナー
(CNOS) とセッション限界を折衝中。

D

割り振り解除中の会話。

R

受信中。

S

送信中。

v RESYNC
前のスレッド・エラーまたは通信エラーに直
面した作業単位を再同期させるために使用さ
れる会話。リモート・システムとの再同期を
必要とする各スレッドが、それぞれ 1 つの
項目で表されます。
sessid この列には、次の 2 つの可能な値が示されま
す。
1. VTAM ネットワークの接続の場合、この列
には、会話が実行されているセッションの
VTAM 定義のセッション・インスタンス
ID が入ります。セッション ID が適当でな
い場合は、このフィールドにはゼロが入り
ます。
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これ以外の場合は、ブランク。
time

会話で最後に送信または受信されたメッセージ
のタイム・スタンプ (yydddhhmmssth)。

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、このメッセージを識
別する L204 が、メッセージ・テキストに組み込まれて
います。
システムの処置:
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コマンドの処理が続行されます。

DSNL205I
DSNL205I

DISPLAY LOCATION REPORT
COMPLETE

DSNL400E

説明: このメッセージは、メッセージ DSNL200I、
DSNL201I、および DSNL202I の後に出され、
-DISPLAY LOCATION 報告書が正常に完了したことを
示しています。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
システムの処置:
DSNL206I

処理は正常に続行されます。

csect-name named-command COMMAND
INVALID, DDF NOT STARTED

説明: 分散データ機能 (DDF) が始動される前に、
'named-command' コマンドが出されました。
'named-command' コマンドが正常に実行されるのは、
DDF が作動している場合に限られます。
システムの処置:
DSNL207I

処理は正常に続行されます。

DISPLAY LOCATION NO LOCATIONS
FOUND

説明: -DISPLAY LOCATION コマンドが、指定された
ロケーション・リストに関連するどのロケーションも見
つけることができません。すべてのロケーションが指定
されていた場合は、分散活動がありません。
システムの処置:

処理は正常に完了しました。

説明: DB2 には、’luwid=token’ で識別された作業論理
単位に参加する責任があります。 ’location’ で識別され
た調整プログラムによる解決で、ヒューリスティック・
ダメージが起こったことを示しています。この作業論理
単位を表す DB2 スレッドは、以前に RECOVER
INDOUBT コマンドを使用して解決されていました。と
られた処置は、このスレッドを打ち切ることでした。そ
の後、調整プログラムとの通信が再確立され、調整プロ
グラムがこのスレッドをコミットしたことが解決で示さ
れています。
v アプリケーションには、コミットが成功したと伝えら
れています。
v 調整プログラム側で更新されたリソースはすべて、コ
ミットされています。
v この DB2 側で更新されたリソースはロールバックさ
れています。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。

ユーザーの処置: ロケーション・リストが指定されてい
た場合は、必要であれば、LOCATION(*) パラメーター
を指定した -DISPLAY LOCATION コマンドをもう一度
出して、すべてのロケーションについての情報を表示し
てください。
DSNL208I

DISPLAY LOCATION TERMINATED
WITH MAX LINES

説明: このメッセージは、-DISPLAY LOCATION 報告
書が切り捨てられたことを示しています。この報告書
は、MVS コンソールからのコマンドに応答して生成さ
れたもので、生成された応答メッセージが、254 を超え
ていました。 254 の応答メッセージだけが戻されま
す。

INDOUBT THREAD RESOLUTION
WITH COORDINATOR location SHOWS
HEURISTIC DAMAGE FOR luwid=token
- REMOTE COMMIT VERSUS LOCAL
ABORT. INFORMATION RECORDED
IN TRACE RECORD WITH IFCID=207
AND IFCID SEQUENCE
NUMBER=seq-no1 AND IN TRACE
RECORD WITH IFCID=203 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no2

v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
seq-no1
207 トレース・レコードに関連する IFCID シ
ーケンス番号。シーケンス番号は 16 進形式で
印刷されます。シーケンス番号がゼロである場
合は、IFCID 207 がアクティブでなかったか、
常駐トレース表の宛先としてのみアクティブで
あったかのいずれかです。 IFCID 207 は、統
計クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4
のデフォルト宛先は、SMF です。このトレー
ス・レコードは、ヒューリスティック・ダメー
ジ条件が検出されたとき書き込まれ、そのダメ
ージ条件に関する情報を含んでいます。

システムの処置: コマンド処理は完了します。切り捨て
られた報告書が、MVS コンソールに書き出されます。
ユーザーの処置: 特定のロケーションまたはロケーショ
ン・リストを指定して、 -DISPLAY LOCATION 要求を
出し直してください。
seq-no2

203 トレース・レコードに関連する IFCID シ
第 12 章 DB2 メッセージ
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ーケンス番号。シーケンス番号は 16 進形式で
印刷されます。シーケンス番号がゼロである場
合は、IFCID 203 がアクティブでなかったか、
常駐トレース表の宛先としてのみアクティブで
あったかのいずれかです。 IFCID 203 は、統
計クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4
のデフォルト宛先は、SMF です。このトレー
ス・レコードは、打ち切るかコミットするかの
発見的手法による決定が行われたとき書き込ま
れ、ダウンストリーム参加プログラムの名前を
含め、決定に関する情報を含んでいます。
システムの処置: 警告 A004 が生成されます。
IFCID=207 のトレース・レコードが書き込まれます。調
整プログラムとの未確定の解決が完了しました。
システム・プログラマーの応答: 統計クラス 4 の宛先
を判別し、SEQUENCE NUMBER=’seq-no1’ をもつトレ
ース・レコードを見つけて印刷してください。データベ
ース管理者に連絡してください。
データベース管理者の処置: ダメージを修正してくださ
い。これは簡単な作業ではありません。発見的手法の処
置の時間のために、RECOVER INDOUBT コマンドで打
ち切られたデータが、たくさんのアプリケーションによ
って使用されている (読み取り / 書き込みされている)
可能性があります。また、ダメージを修正するには、こ
れらのアプリケーションの効果を逆行させるようなこと
も行わなければならないかもしれません。使用できるツ
ールには、次のものがあります。

DSNL401E

説明: DB2 は、’luwid=token’ で識別された作業論理単
位に参加する責任があります。 ’location’ で識別された
調整プログラムによる解決で、ヒューリスティック・ダ
メージが起こったことを示しています。この作業論理単
位を表す DB2 スレッドは、以前に RECOVER
INDOUBT コマンドを用いて解決されています。とられ
た処置は、スレッドをコミットすることでした。その
後、調整プログラムとの通信が再確立され、調整プログ
ラムがこのスレッドを打ち切ったことが解決で示されて
います。
v アプリケーションには、コミットが失敗したと伝えら
れています。
v 調整プログラム側で更新されたリソースは、すべてロ
ールバックされています。
v この DB2 側で更新されたリソースは、コミットされ
ています。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。

v 統計トレース・クラス 4 に、IFCID 207 トレース・
レコードが入っています。このレコードには、このメ
ッセージで示された LUWID をもつ作業論理単位に
関して書き込まれた最初の DB2 ログ・レコードの
RBA が含まれています。
v DSN1LOGP ユーティリティーを使用すると、この作
業論理単位およびこの作業論理単位に関連するいずれ
かのダウンストリーム参加ロケーションによって変更
された表スペースを識別する要約報告書が入手できま
す。

INDOUBT THREAD RESOLUTION
WITH COORDINATOR location SHOWS
HEURISTIC DAMAGE FOR luwid=token
- REMOTE ABORT VERSUS LOCAL
COMMIT. INFORMATION RECORDED
IN TRACE RECORD WITH IFCID=207
AND IFCID SEQUENCE
NUMBER=seq-no1 AND IN TRACE
RECORD WITH IFCID=203 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no2

v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
seq-no1
207 トレース・レコードに関連する IFCID シ
ーケンス番号。シーケンス番号は 16 進形式で
印刷されます。シーケンス番号がゼロである場
合は、IFCID 207 がアクティブでなかったか、
常駐トレース表の宛先としてのみアクティブで
あったかのいずれかです。 IFCID 207 は、統
計クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4
のデフォルト宛先は、SMF です。このトレー
ス・レコードは、ヒューリスティック・ダメー
ジ条件が検出されたとき書き込まれ、そのダメ
ージ条件に関する情報を含んでいます。

v DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) を使用する
と、このメッセージで示された LUWID をもつ作業
論理単位に関して書き込まれた最初の DB2 ログ・レ
コードの RBA が表示されます。この情報は、RESET
INDOUBT コマンドで除去されないかぎり、DISPLAY
THREAD 報告書にも表示されます。
これ以上の支援が必要であれば、IBM サポート担当員
に連絡してください。

seq-no2
203 トレース・レコードに関連する IFCID シ
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ーケンス番号。シーケンス番号は 16 進形式で
印刷されます。シーケンス番号がゼロである場
合は、IFCID 203 がアクティブでなかったか、
常駐トレース表の宛先としてのみアクティブで
あったかのいずれかです。 IFCID 203 は、統
計クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4
のデフォルト宛先は、SMF です。このトレー
ス・レコードは、打ち切るかコミットするかの
発見的手法による決定が行われたとき書き込ま
れ、ダウンストリーム参加プログラムの名前を
含め、決定に関する情報を含んでいます。
システムの処置: 警告 A004 が生成されます。
IFCID=207 のトレース・レコードが書き込まれます。調
整プログラムとの未確定の解決が完了しました。
システム・プログラマーの応答: 統計クラス 4 の宛先
を判別してください。 SEQUENCE NUMBER=’seq-no1’
をもつトレース・レコードを見つけ、印刷してくださ
い。データベース管理者に連絡してください。
データベース管理者の処置: ダメージを修正してくださ
い。これは簡単な作業ではありません。発見的手法によ
る処置の時間のために、RECOVER INDOUBT コマンド
でコミットされたデータが、たくさんのアプリケーショ
ンによって使用されている (読み取り / 書き込みにされ
ている) 可能性があります。また、ダメージを修正する
には、これらのアプリケーションの効果を逆行させるよ
うなことも行わなければならないかもしれません。使用
できるツールには、次のものがあります。
v 統計トレース・クラス 4 に、IFCID 207 トレース・
レコードが入っています。このレコードには、このメ
ッセージで示された LUWID をもつ作業論理単位に
関して書き込まれた最初の DB2 ログ・レコードの
RBA が含まれています。
v DSN1LOGP ユーティリティーを使用すると、この作
業論理単位およびこの作業論理単位に関連するいずれ
かのダウンストリーム参加ロケーションによって変更
された表スペースを識別する、要約報告書が入手でき
ます。
v DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) を使用する
と、このメッセージで示された LUWID をもつ作業
論理単位に関して書き込まれた最初の DB2 ログ・レ
コードの RBA が表示されます。この情報は、RESET
INDOUBT コマンドで除去されないかぎり、DISPLAY
THREAD 報告書にも表示されます。
これ以上の支援が必要であれば、IBM サポート担当員
に連絡してください。

DSNL402I

INDOUBT THREAD RESOLUTION
WITH PARTICIPANT location SHOWS
HEURISTIC DAMAGE FOR luwid=token
- REMOTE COMMIT VERSUS LOCAL
ABORT. INFORMATION RECORDED
IN TRACE RECORD WITH IFCID=207
AND IFCID SEQUENCE
NUMBER=seq-no

説明: DB2 には、’luwid=token’ で識別された作業論理
単位に関する調整プログラム責任があります。参加プロ
グラムとの解決で、ヒューリスティック・ダメージが起
こったことが示されています。 ’location’ で識別された
参加プログラムは、’luwid=token’ で識別された未確定の
スレッドを手操作で解決しました。とられた処置は、ス
レッドをコミットすることでした。これは、調整プログ
ラムによる打ち切り決定とは矛盾しています。
v アプリケーションには、コミットが失敗したと伝えら
れています。
v 参加プログラムで更新されたリソースは、すべてコミ
ットされています。
v この DB2 側で更新されたリソースはロールバックさ
れています。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 207 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 207 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: 警告 A004 が生成されます。
IFCID=207 のトレース・レコードが書き込まれます。参
加プログラムとの未確定の解決は完了します。
システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: ’location’ のデータベース管
理者に、LUWID=’luwid’ の作業論理単位に関してヒュ
ーリスティック・ダメージが起こったことを伝えてくだ
さい。 DB2 は、この作業論理単位の調整プログラムで
第 12 章 DB2 メッセージ
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あり、’luwid’ によって行われたデータベース更新を打
ち切る決定を行いました。 ’location’ では、’luwid’ によ
って行われた更新を COMMIT する発見的手法による決
定が行われていました。
ヒューリスティック・ダメージに関する情報は、
RESET INDOUBT コマンドを用いて除去されないかぎ
り、 DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) 報告書にも
表示されます。
DSNL403I

INDOUBT THREAD RESOLUTION
WITH PARTICIPANT location SHOWS
HEURISTIC DAMAGE FOR luwid=token
- REMOTE ABORT VERSUS LOCAL
COMMIT. INFORMATION RECORDED
IN TRACE RECORD WITH IFCID=207
AND IFCID SEQUENCE
NUMBER=seq-no

説明: DB2 には、’luwid=token’ で識別された作業論理
単位に関する調整プログラム責任があります。参加プロ
グラムとの解決で、ヒューリスティック・ダメージが起
こったことが示されています。 ’location’ で識別された
参加プログラムは、’luwid=token’ で識別された未確定の
スレッドを手操作で解決しました。とられた処置は、こ
のスレッドを打ち切ることでした。これは、調整プログ
ラムによるコミット決定と矛盾しています。
v アプリケーションには、コミットが成功したと伝えら
れています。
v 参加プログラムで更新されたリソースは、すべてロー
ルバックされています。
v この DB2 側で更新されたリソースは、コミットされ
ています。
location
リレーショナル・データベース名 (ロケーショ
ン名)、 SNA LU 名 (<luname>)、または参加
プログラムのドット 10 進 IP アドレス。
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 207 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 207 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: 警告 A004 が生成されます。 IFCID
207 のトレース・レコードが書き込まれます。参加プロ
グラムとの未確定の解決は完了します。
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システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: ’location’ のデータベース管
理者に、LUWID=’luwid’ の作業論理単位に関してヒュ
ーリスティック・ダメージが起こったことを伝えてくだ
さい。 DB2 は、この作業論理単位の調整プログラムで
あり、 ’luwid’ によって行われたデータベース更新を
COMMIT する決定を行いました。 ’location’ では、
’luwid’ によって行われた更新をバックアウト (ABORT)
する発見的手法による決定が行われていました。
ヒューリスティック・ダメージに関する情報は、
RESET INDOUBT コマンドを用いて除去されないかぎ
り、 DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) 報告書にも
表示されます。
DSNL404E

PROTOCOL ERROR DURING
INDOUBT THREAD RESOLUTION
WITH COORDINATOR location
LUWID=luwid=token INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=206 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: DB2 には、’luwid=token’ で識別された作業論理
単位への参加責任があります。この作業論理単位に関連
する DB2 スレッドが、未確定です。 ’location’ で識別
された調整プログラムとの未確定解決の際に、プロトコ
ル・エラーが発生しました。
location
調整プログラムのリレーショナル・データベー
ス名 (ロケーション名) または論理装置名 (<
luname>) のいずれか。
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 206 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 206 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: 未確定スレッドは、未確定のままで
す。警告 A003 が生成されます。 IFCID=206 のトレー
ス・レコードが書き込まれます。
システム・プログラマーの応答: これは、おそらく調整
プログラム側での (DB2 参加プログラム側の場合もあ
る) APAR 可能なエラーです。必要となる DB2 情報
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は、書き込まれた統計クラス 4 トレース・レコードに
含まれています。統計クラス 4 の宛先を判別してくだ
さい。 SEQUENCE NUMBER=’seq-no’ をもつトレー
ス・レコードを見つけ、印刷してください。

DSNL405I

データベース管理者に連絡してください。
データベース管理者の処置: DB2 は、未確定のスレッド
を自動的に解決することはありません。未確定のスレッ
ドは、手操作で解決する必要があります。調整プログラ
ム側で行われたコミットか打ち切りかの決定を判別し、
この参加 DB2 でも同じ決定を行えるようにしなければ
なりません。
調整プログラム・ロケーションのデータベース管理者に
連絡をとり、 LUWID=luwid をもつスレッドがコミット
されたのか打ち切られたのかを判別してください。
調整プログラム・システムが別の DB2 である場合は、
DB2 調整プログラム側で以下のステップをとり、コミ
ットまたは打ち切り決定を判別することができます。
1. 調整プログラム DB2 システムが実行されており、
この (参加) ロケーションでエラーが検出された後に
DB2 条件付き再始動が実行されていなければ、 DB2
調整プログラム側のデータベース管理者に、以下の
DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) コマンドの 1
つを出してもらってください。
v LOCATION キーワードを使用し、ローカル DB2
の名前を指定した、 -DISPLAY THREAD
TYPE(INDOUBT)。
v -DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT)
LUWID(luwid)。
LUWID=luwid をもつスレッドが表示の中に含まれて
いれば、コミットか打ち切りかの決定も示されてい
ます。 LUWID=luwid をもつスレッドが表示の中に
ない場合、このスレッドは打ち切られています。
2. DB2 調整プログラムが停止しているか、または条件
付き再始動がそこで実行されている場合は、 DB2
調整プログラム側のデータベース管理者に、
SUMMARY(ONLY) FILTER LUWID(luwid) を指定し
て、DSN1LOGP を実行するように依頼してくださ
い。 DSN1LOGP からの出力に、コミットか打ち切
りかの決定が含まれています。
この (参加) ロケーションで RECOVER INDOUBT コマ
ンドを使用して、未確定のスレッドを解決してくださ
い。

THREAD luwid=token PLACED IN
INDOUBT STATE BECAUSE OF
COMMUNICATION FAILURE WITH
COORDINATOR location.INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=209 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: ’location’ で識別された調整プログラムとの 2 フ
ェーズ・コミット・プロトコルの実行中に、通信が失敗
しました。プロトコルのフェーズ 1 が完了し、スレッ
ドはコミットまたは打ち切りの準備ができています。
このスレッドは未確定状態に置かれ、DISPLAY
THREAD TYPE(INDOUBT) 報告書に現れます。自動的
な未確定の解決のために、調整プログラムとの通信の再
確立が定期的に試みられます。成功した場合は、メッセ
ージ DSNL407 または DSNL415 が書き出されます。
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 209 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 209 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: 警告 A006 が生成されます。
IFCID=209 のトレース・レコードが書き込まれます。
オペレーターの応答: DSNL405 メッセージで指定され
た LUWID に関して、適切な時間内にメッセージ
DSNL407 または DSNL415 が現れない場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 通信障害の原因を判別
し、問題を修正してください。 DB2 は定期的に、通信
を再確立しようと試みます。適切な時間内に問題を修正
できない場合は、データベース管理者に連絡してくださ
い。未確定のスレッドを手操作で解決して、ロックされ
たリソースを解放することが必要になるかもしれませ
ん。
データベース管理者の処置: このスレッドで保持されて
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いるロックを解放する必要がある場合は、手操作 (つま
り、発見的手法による処置) によってこのスレッドを解
決するために、次のような処置をとってください。
v LUWID=luwid をもつスレッドがコミットされたのか
打ち切られたのかを判別するために、このメッセージ
で示された調整プログラム ’location’ のデータベース
管理者に連絡をとって、正しい決定がコミットか打ち
切りかを判別してください。
調整プログラム・システムが別の DB2 である場合
は、DB2 調整プログラム側で以下のステップをと
り、コミットまたは打ち切り決定を判別することがで
きます。
1. 調整プログラム DB2 システムが実行されてお
り、この (参加) ロケーションでエラーが検出され
た後に DB2 条件付き再始動が実行されていなけ
れば、 DB2 調整プログラム側のデータベース管
理者に、以下の DISPLAY THREAD
TYPE(INDOUBT) コマンドの 1 つを出してもらっ
てください。
– LOCATION キーワードを使用し、ローカル
DB2 の名前を指定した、 -DISPLAY THREAD
TYPE(INDOUBT)。
– -DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT)
LUWID(luwid)。
LUWID=luwid をもつスレッドが表示の中に含まれ
ていれば、コミットか打ち切りかの決定も示され
ています。 LUWID=luwid をもつスレッドが表示
の中にない場合、このスレッドは打ち切られてい
ます。
2. DB2 調整プログラムが停止しているか、または条
件付き再始動がそこで実行されている場合は、
DB2 調整プログラム側のデータベース管理者に、
SUMMARY(ONLY) FILTER LUWID(luwid) を指
定して、DSN1LOGP を実行するように依頼してく
ださい。 DSN1LOGP からの出力に、コミットか
打ち切りかの決定が含まれています。
v RECOVER INDOUBT コマンドを使用して、このスレ
ッドをコミットするか、打ち切ってください。
DSNL406I

THREAD luwid=token AT PARTICIPANT
location MAY BE INDOUBT BECAUSE
OF A COMMUNICATION FAILURE.DB2
COMMITTED THE
THREAD.INFORMATION RECORDED
IN TRACE RECORD WITH IFCID=209
AND IFCID SEQUENCE
NUMBER=seq-no

説明: ’location’ で識別された参加プログラムとの 2 フ
ェーズ・コミット・プロトコルの実行中に、通信が失敗
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しました。参加プログラムとのプロトコルのフェーズ 1
は完了しており、コミットまたは打ち切りの準備ができ
ています。このスレッドをコミットする決定が行われま
したが、この時点で参加プログラムと通信することがで
きなくなりました。参加プログラムは、未確定です。
DB2 は、参加プログラムとの未確定解決に責任が生じ
ました。この責任は、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) 報告書に現れます。自動的な未確定解決を
図るために、参加プログラムとの通信を再確立する試み
が定期的に行われます。成功した場合は、メッセージ
DSNL423 が書き込まれます。
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 209 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 209 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: 警告 A006 が生成されます。
IFCID=209 のトレース・レコードが書き込まれます。
オペレーターの応答: メッセージ DSNL406 で指定さ
れた LUWID に関して、適切な時間内にメッセージ
DSNL423 が現れない場合は、システム・プログラマー
に連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 通信障害の原因を判別
し、問題を修正してください。 DB2 は定期的に、通信
を再確立しようと試みます。適切な時間内に問題を修正
できない場合は、データベース管理者に連絡してくださ
い。参加プログラムで、未確定状態を手操作で解決し、
ロックされたリソースを解放することが必要になるかも
しれません。
データベース管理者の処置: LUWID=luwid をもつ作業
単位が ’location’ で未確定である場合は、 ’location’ で
の未確定スレッドの手操作解決を助けるために、
LUWID=luwid をもつ作業論理単位がコミットされたこ
とを、そのロケーションのデータベース管理者に知らせ
てください。
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AUTOMATIC RESOLUTION OF
luwid=token WITH COORDINATOR
location RESULTED IN COMMIT

説明: 示された未確定の作業論理単位が、調整プログラ
ム・ロケーションとの通信によって、自動的に解決され
ました。このスレッドを未確定として報告するメッセー
ジ DSNL405 が前に出されていた場合には、自動解決後
に、このメッセージが出されます。 DDF または DB2
のある再始動でメッセージ DSNL405 が出されていて
も、自動解決が DDF または DB2 の別の再始動で行わ
れた場合には、このメッセージは出されません。
luwid=token
スレッドを示すグローバル作業論理単位 ID お
よびローカル・トークン。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
システムの処置:
DSNL408I

処理は正常に続行されます。

INDOUBT THREAD RESOLUTION
WITH COORDINATOR location SHOWS
HEURISTIC DAMAGE AT
PARTICIPANT location FOR luwid=token
- COORDINATOR COMMIT VERSUS
PARTICIPANT ABORT.INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=207 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: DB2 は、COORDINATOR ’location’ の調整プロ
グラムに関して、 luwid=token で識別された作業論理単
位への参加責任と、 PARTICIPANT ’location’ の参加プ
ログラムに関して、同じ作業論理単位の調整プログラム
責任があります。ヒューリスティック・ダメージが起こ
りました。
v アプリケーションには、コミットが成功したと伝えら
れています。
v 調整プログラム側およびこの DB2 側で更新されたリ
ソースは、すべてコミットされています。
v 参加プログラム側で更新されたリソースは、ロールバ
ックされています。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)

v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 207 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 207 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: 警告 A004 が生成されます。
IFCID=207 のトレース・レコードが書き込まれます。調
整プログラムとの未確定の解決が完了しました。
システム・プログラマーの応答: 統計クラス 4 の宛先
を判別してください。 SEQUENCE NUMBER=’seq-no’
をもつトレース・レコードを見つけ、印刷してくださ
い。データベース管理者に連絡してください。
データベース管理者の処置: 調整プログラム ’location’
および参加プログラム ’location’ のデータベース管理者
に、この問題を知らせてください。
参加プログラムのダメージを修正するのは、簡単な作業
ではありません。ヒューリスティック手法による処置以
降、手操作によって打ち切られたデータは、たくさんの
アプリケーションによって使用されている (読み取り /
書き込みされている) 可能性があります。また、ダメー
ジを修正するには、これらのアプリケーションの効果を
逆行させるようなことも行わなければならないかもしれ
ません。 DB2 で使用可能な次のような情報が、問題の
修正に役立つかもしれません。
v 統計トレース・クラス 4 に、IFCID 207 トレース・
レコードが入っています。このレコードには、このメ
ッセージで示された LUWID をもつ作業論理単位に
関して書き込まれた最初の DB2 ログ・レコードの
RBA が含まれています。
v DSN1LOGP ユーティリティーを使用すると、ローカ
ル DB2 のこの作業論理単位ならびにこの作業論理単
位に関連するいずれかのダウンストリーム参加ロケー
ションによって変更された表スペースを識別する、要
約報告書を入手できます。この情報は、参加プログラ
ムのダメージには直接の関係はありませんが、問題の
有効範囲を判別するのに便利です。
v DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) を使用する
と、このメッセージで示された LUWID をもつ作業
論理単位に関して書き込まれた最初の DB2 ログ・レ
コードの RBA が表示されます。この情報は、RESET
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INDOUBT コマンドで除去されないかぎり、DISPLAY
THREAD 報告書にも表示されます。
これ以上の支援が必要であれば、IBM サポート担当員
に連絡してください。
DSNL409I

INDOUBT THREAD RESOLUTION
WITH COORDINATOR location SHOWS
HEURISTIC DAMAGE AT
PARTICIPANT location FOR luwid=token
- COORDINATOR ABORT VERSUS
PARTICIPANT COMMIT.INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID 207 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: DB2 は、COORDINATOR ’location’ の調整プロ
グラムに関して、 luwid=token で識別された作業論理単
位への参加責任と、 PARTICIPANT ’location’ の参加プ
ログラムに関して、同じ作業論理単位の調整プログラム
責任があります。ヒューリスティック・ダメージが起こ
りました。
v アプリケーションには、コミットが失敗したと伝えら
れています。
v 調整プログラム側およびこの DB2 側で更新されたリ
ソースはすべて、ロールバックされています。
v 参加プログラム側で更新されたリソースは、コミット
されています。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。

をもつトレース・レコードを見つけ、印刷してくださ
い。データベース管理者に連絡してください。
データベース管理者の処置: 調整プログラム ’location’
および参加プログラム ’location’ のデータベース管理者
に、この問題を知らせてください。
参加プログラムのダメージを修正するのは、簡単な作業
ではありません。ヒューリスティック手法による処置以
降、手操作によってコミットされたデータは、たくさん
のアプリケーションによって使用されている (読み取り
/ 書き込みされている) 可能性があります。また、ダメ
ージを修正するには、これらのアプリケーションの効果
を逆行させるようなことも行わなければならないかもし
れません。次の情報が、DB2 で使用可能であり、問題
を修正する際に役立つかもしれません。
v 統計トレース・クラス 4 に、IFCID 207 トレース・
レコードが入っています。このレコードには、このメ
ッセージで示された LUWID をもつ作業論理単位に
関して書き込まれた最初の DB2 ログ・レコードの
RBA が含まれています。
v DSN1LOGP ユーティリティーを使用すると、ローカ
ル DB2 のこの作業論理単位ならびにこの作業論理単
位に関連するいずれかのダウンストリーム参加ロケー
ションによって変更された表スペースを識別する、要
約報告書を入手できます。この情報は、参加プログラ
ムのダメージには直接の関係はありませんが、問題の
有効範囲を判別するのに便利です。
v DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) を使用する
と、このメッセージで示された LUWID をもつ作業
論理単位に関して書き込まれた最初の DB2 ログ・レ
コードの RBA が表示されます。この情報は、RESET
INDOUBT コマンドで除去されないかぎり、DISPLAY
THREAD 報告書にも表示されます。
これ以上の支援が必要であれば、IBM サポート担当員
に連絡してください。

seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 207 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 207 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: 警告 A004 が生成されます。
IFCID=207 のトレース・レコードが書き込まれます。調
整プログラムとの未確定の解決が完了しました。
システム・プログラマーの応答: 統計クラス 4 の宛先
を判別してください。 SEQUENCE NUMBER=’seq-no’
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WARM START CONNECTION BY
PARTNER location REJECTED.
PARTNER CHANGED AT LEAST 1 OF
- OUR LOG NAME
oldourname(newourname), THEIR LOG
NAME oldtheirname(newtheirname),
PA_SUPPORT oldpa(newpa),
FLAG_BYTE_SENT oldfb(newfb),
CCLUNAME_SENT oldccls(newccls),
AND INDOUBT THREADS REQUIRE
RESOLUTION.SEE IFCID=205 TRACE
RECORD WITH IFCID SEQUENCE
NUMBER=seq-no.

説明: パートナーとのウォーム・スタート接続を行う試
みが拒否されました。これは、パートナーが、通信が失
われたとき使用されていたものとは異なる同期点パラメ
ーター・セットを指定していたためです。 DB2 は、調
整プログラムまたは参加プログラムとして、このパート
ナーに関連する未確定のスレッドについての知識をもっ
ています。パートナーが元の同期点パラメーターを用い
て再始動できれば、このエラーは回復可能である可能性
があります。これが可能でない場合、パートナーは、
DB2 とのコールド・スタート接続を実行しなければな
りません。
location
接続が失敗したロケーション (’location’)。パー
トナーのリレーショナル・データベース名
(location-name) または論理装置名 (<luname>)
のいずれか。
oldourname
この DB2 サブシステムのログ名。パートナー
がログ名交換を開始しなかった場合、この値は
ヌルになります。
newourname
パートナーが記憶しており、試みられたウォー
ム・スタート接続で送信してきた、この DB2
サブシステムのログ名。パートナーがログ名交
換を開始しなかった場合、この値はヌルになり
ます。
oldtheirname
DB2 が記憶している最後の接続のときパート
ナーによって使用されたログ名。
newtheirname
試みられたウォーム・スタート接続でパートナ
ーによって使用されたログ名。
oldpa

DB2 が記憶している最後の接続のとき使用さ
れた同期点プロトコル (PA - 推定打ち切り、
PN - 推定なし)。

newpa パートナーが記憶している最後の接続のとき使
用された同期点プロトコル (PA - 推定打ち切
り、PN - 推定なし)。
oldfb

DB2 が記憶している最後の接続のときの PS
ヘッダー・バイト 2 の使用 (F - フラグ・バイ
トとして使用、N - フラグ・バイトとして使用
していない)。

newfb

パートナーが記憶している最後の接続のときの
PS ヘッダー・バイト 2 の使用 (F - フラグ・
バイトとして使用、N - フラグ・バイトとして
使用していない)。

oldccls
DB2 が記憶している最後の接続のときに同期
点プロトコルの一部として、会話相関子の
LUNAME が交換されたかどうか。 (E - 交換
された、N - 交換されなかった)。
newccls
パートナーが記憶している最後の接続のときの
同期点プロトコルの一部として、会話相関子の
LUNAME が交換されたかどうか (E - 交換さ
れた、N - 交換されなかった)。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 0205 がアクティブでなかったか、
常駐トレース表の宛先としてのみアクティブで
あったかのいずれかです。 IFCID 205 は、統
計クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4
のデフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: パートナーとの接続は拒否されます。
警告 A002 が生成されます。 DB2 は、未確定に関する
知識を保持します。
システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: パートナー ’location’ のデ
ータベース管理者に連絡をとり、パートナーが、このシ
ステムと同じ同期点パラメーター (’oldourname’、
’oldtheirname’、 ’oldpa’、 ’oldfb’、 ’oldccls’) を使用し
てウォーム・スタートできるかどうかを判別してくださ
い。これが可能であれば、次に接続を試みると成功しま
す。
これが可能でない場合は、次の 2 つの解決策がありま
す。
v パートナー ’location’ に、この DB2 サブシステムと
のコールド・スタート接続を実行してもらう。
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v LOCATION パラメーターおよび FORCE オプション
を指定した、RESET INDOUBT コマンドを使用し
て、パートナーとの次回の接続がコールド・スタート
接続となるようにする。
DSNL411E

COLD START CONNECTION BY
COORDINATOR location ACCEPTED.
INDOUBT THREADS NEED MANUAL
RESOLUTION.INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=204 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: DB2 には、未確定のスレッドへの参加責任があ
ります。調整プログラムから、コールド・スタートを実
行し、未確定のスレッドについての知識をすべて失った
ことが、DB2 に通知されました。この DB2 の未確定の
スレッドは、RECOVER INDOUBT コマンドを使用して
手操作で解決しなければなりません。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 0204 がアクティブでなかったか、
常駐トレース表の宛先としてのみアクティブで
あったかのいずれかです。 IFCID 204 は、統
計クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4
のデフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: パートナーとの接続は受け入れられま
す。警告 A001 が生成されます。 IFCID=204 のトレー
ス・レコードが書き込まれます。
システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: DB2 は、’location’ が調整
プログラムである 1 つまたは複数の未確定スレッドに
関する参加プログラムです。 ’location’ の DBMS が、
コールド・スタートを実行しました。 DB2 参加プログ
ラムは、調整プログラム・リカバリー・ログが失われた
か損傷を受けたため、未確定スレッドの解決を達成でき
ないと想定しています。おそらく、調整プログラム側に
矛盾のあるデータがあります。調整プログラム
’location’ に関連する未確定スレッドのリストは、未確
定タイプのスレッドに対する DISPLAY THREAD コマ
ンドを使用して表示することができますが、その際、コ
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マンドに LOCATION(’location’) パラメーターを含めて
ください。
ヒューリスティック判定 (つまり、作業論理単位をコミ
ットするか打ち切るかの決定) は、他の参加プログラム
と一致させなければなりません。他の参加プログラムが
存在するかどうかを判別するのは、簡単ではありませ
ん。この情報は、調整プログラムがコールド・スタート
を実行した場合でも、調整プログラム・リカバリー・ロ
グ内で使用可能である可能性があります。調整プログラ
ムが DB2 である場合は、おそらく、DSN1LOGP ユー
ティリティーを実行して要約報告書を作成することがで
きます。これが可能であれは、次の情報が作成されま
す。
v スレッドの LUWID。
v スレッドを識別するために IMS または CICS によっ
て使用される NID。
v すべての参加プログラムの名前。
v 調整プログラムも参加プログラムである場合は、アッ
プストリームの調整プログラムの名前。この状況が起
こる可能性があるのは、アプリケーション・リクエス
ターがアプリケーション指示アクセスを使用して
DB2 AS にアクセスしており、次に、 DB2 AS がシ
ステム指示アクセスを使用して別の DB2 サーバーに
アクセスしている場合です。 (このシナリオでは、ロ
ーカル DB2 は 3 番目のシステムである可能性があ
ります。)
この DB2 参加プログラムでは、ロケーションのコール
ド・スタートによって調整されたすべての未確定スレッ
ドを、RECOVER INDOUBT コマンドを用いて解決しな
ければなりません。ロックされたデータは、解決される
までは使用することができません。このコマンドによっ
てすでに解決されているスレッドは破棄されます。まだ
解決されていないスレッドは、このコマンドによって解
決された後に破棄されます。
作業論理単位に対する RECOVER INDOUBT コマンド
を使用して行われたコミットか打ち切りかの決定は、す
べてのダウンストリーム参加プログラム (もしあれば)
に伝搬されます。
DSNL412I

PROTOCOL ERROR DETECTED IN
SYNCPOINT REQUEST/RESPONSE
FROM COORDINATOR location
LUWID=luwid=token.INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=208 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: DB2 は、’luwid=token’ で識別された作業論理単
位への参加プログラムです。 ’location’ で識別された調
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整プログラムとの SNA 同期点交換の間に、プロトコ
ル・エラーが発生しました。プロトコル・エラーは、次
のカテゴリーの 1 つにソートされます。
v 不明の SNA ps ヘッダーが受信された。
v SNA ps ヘッダーが間違った順序で受信された。
v SNA ps ヘッダーを渡すのに、無効な LU6.2 verb 順
序が使用された。
v 調整プログラムから、DB2 によって伝送された ps
ヘッダーでプロトコル違反を検出したことを示す、
DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC) が受信された。
location
調整プログラムのリレーショナル・データベー
ス名 (ロケーション名) または論理装置名 (<
luname>) のいずれか。
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 208 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 208 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
コミット決定の前にプロトコル・エラーが検出された場
合は、 DB2 システムの作業単位が未確定である可能性
があります。 DB2 は、このような未確定スレッドを自
動的に解決することはありません。
コミット決定後にプロトコル・エラーが検出された場
合、作業単位はコミットまたは打ち切り処理を完了して
います。
システムの処置: 警告 A005 が生成されます。
IFCID=208 のトレース・レコードが書き込まれます。
システム・プログラマーの応答: これは、おそらく調整
プログラム側での (DB2 側の場合もある)、APAR 可能
なエラーです。必要となる DB2 情報は、統計クラス 4
トレース・レコードに含まれています。統計クラス 4
の宛先を判別してください。 SEQUENCE
NUMBER=’seq-no’ をもつトレース・レコードを見つ
け、印刷してください。
データベース管理者は、未確定スレッドを手操作で解決
する必要があるかもしれません。
データベース管理者の処置: 未確定タイプのスレッドに
対する DISPLAY THREAD コマンドを使用し、コマン
ドに LUWID(’token’) パラメーターを指定して、’luwid’
が未確定かどうかを判別してください。このスレッドが

未確定である場合は、RECOVER INDOUBT コマンドを
使用して手操作で解決しなければなりません。調整プロ
グラム側で行われたコミットか打ち切りかの決定を判別
し、 DB2 側でも同じ決定を行えるようにしてくださ
い。
調整プログラム・ロケーションのデータベース管理者に
連絡をとり、 LUWID=luwid をもつスレッドがコミット
されたのか打ち切られたのかを判別してください。
調整プログラム・システムが別の DB2 である場合は、
DB2 調整プログラム側で以下の処置をとり、コミット
または打ち切りの決定を判別することができます。
1. 調整プログラム DB2 システムが実行されており、
この (参加) ロケーションでエラーが検出された後に
DB2 条件付き再始動が実行されていなければ、 DB2
調整プログラム側のデータベース管理者に、以下の
DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) コマンドの 1
つを出してもらってください。
v LOCATION キーワードを使用し、ローカル DB2
の名前を指定した、 -DISPLAY THREAD
TYPE(INDOUBT)。
v -DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT)
LUWID(luwid)。
LUWID=luwid をもつスレッドが表示の中に含まれて
いれば、コミットか打ち切りかの決定も示されてい
ます。 LUWID=luwid をもつスレッドが表示の中に
ない場合、このスレッドは打ち切られています。
2. DB2 調整プログラムが停止しているか、または条件
付き再始動がそこで実行されている場合は、 DB2
調整プログラム側のデータベース管理者に、
SUMMARY(ONLY) FILTER LUWID(luwid) を指定し
て、DSN1LOGP を実行するように依頼してくださ
い。 DSN1LOGP からの出力に、コミットか打ち切
りかの決定が含まれています。
DSNL413I

PROTOCOL ERROR DETECTED IN
SYNCPOINT REQUEST/RESPONSE
FROM PARTICIPANT location
LUWID=luwid=token.INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=208 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: DB2 は、’luwid=token’ で識別された作業論理単
位の調整プログラムです。 ’location’ で識別された参加
プログラムとの SNA 同期点交換の間に、プロトコル・
エラーが発生しました。プロトコル・エラーは、次のカ
テゴリーの 1 つにソートされます。
v 不明の SNA ps ヘッダーが受信された。
v SNA ps ヘッダーが間違った順序で受信された。
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v SNA ps ヘッダーを渡すのに、無効な LU6.2 verb 順
序が使用された。
v 参加プログラムから、DB2 によって伝送された ps
ヘッダーでプロトコル違反を検出したことを示す、
DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC) が受信された。
location
参加プログラムのリレーショナル・データベー
ス名 (location-name)。
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 208 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 208 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
コミット決定の前にプロトコル・エラーが検出された場
合は、作業単位はバックアウトされます。
コミット決定後にプロトコル・エラーが検出された場
合、作業単位の結果は変更されません。この場合、リモ
ート参加プログラムは未確定となることがあります。
DB2 は、プロトコル・エラーが検出された後の、パー
トナー 'location' での未確定スレッドを自動的に解決す
ることはありません。
システムの処置: 警告 A005 が生成されます。
IFCID=208 のトレース・レコードが書き込まれます。
システム・プログラマーの応答: これは、おそらく参加
プログラム側での (DB2 調整プログラム側の場合もあ
る)、 APAR 可能なエラーです。必要となる DB2 情報
は、統計クラス 4 トレース・レコードに含まれていま
す。統計クラス 4 の宛先を判別してください。
SEQUENCE NUMBER=’seq-no’ をもつトレース・レコ
ードを見つけ、印刷してください。
データベース管理者に連絡してください。参加プログラ
ムで、未確定スレッドを手操作で解決することが必要に
なるかもしれません。
データベース管理者の処置: DB2 調整プログラムは、参
加プログラムのスレッドの状況を知りません。 DB2 調
整プログラムは、それが未確定であると想定し、RESET
INDOUBT コマンドで除去されるまで、未確定参加プロ
グラムの知識を維持します。参加プログラムでこのスレ
ッドが未確定になっている場合は、手操作で (ヒューリ
スティック手法による手段を使用して)、このスレッドを
解決しなければなりません。ローカル DB2 (調整プログ
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ラム) のスレッドの状況は、未確定タイプのスレッドに
対する DISPLAY THREAD コマンドを使用し、コマン
ドに LUWID(’token’) パラメーターを指定して、判別す
ることができます。
’participant’ ロケーションも DB2 である場合は、参加プ
ログラムで RECOVER INDOUBT コマンドを使用し
て、未確定スレッドを解決することができます。
DSNL414E

PROTOCOL ERROR DURING
INDOUBT THREAD RESOLUTION
WITH PARTICIPANT location
LUWID=luwid=token INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=206 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: DB2 には、’luwid=token’ で識別された作業論理
単位に関する調整プログラム責任があります。この作業
論理単位に関連する DB2 スレッドは、コミットされる
か、または打ち切られます。 ″location’ で識別された参
加プログラムとの未確定解決時に、プロトコル・エラー
が発生しました。
参加プログラムでのスレッドは、未確定のままです。
DB2 は、未確定スレッドを自動的に解決するそれ以上
の試みを拒否します。
location
参加プログラムのリレーショナル・データベー
ス名 (location-name)。
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 206 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 206 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: 警告 A003 が生成されます。
IFCID=206 のトレース・レコードが書き込まれます。
システム・プログラマーの応答: これは、おそらく参加
プログラム側での (DB2 調整プログラム側の場合もあ
る)、 APAR 可能なエラーです。必要となる DB2 情報
は、統計クラス 4 トレース・レコードに含まれていま
す。統計クラス 4 の宛先を判別してください。
SEQUENCE NUMBER=’seq-no’ をもつトレース・レコ
ードを見つけ、印刷してください。
データベース管理者に連絡してください。参加プログラ
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ムで、未確定スレッドを手操作で解決することが必要に
なるかもしれません。
データベース管理者の処置: DB2 調整プログラムは、
RESET INDOUBT コマンドで除去されるまで、未確定
参加プログラムについての知識を維持します。このスレ
ッドが参加プログラムで未確定となっている場合は、手
操作で (ヒューリスティック手法による手段で) 解決し
なければなりません。ローカル DB2 (調整プログラム)
のスレッドの状況は、未確定タイプのスレッドに対する
DISPLAY THREAD コマンドを使用し、コマンドに
LUWID(’token’) パラメーターを指定して、判別するこ
とができます。
参加プログラムが別の DB2 である場合は、RECOVER
INDOUBT コマンドを使用して、未確定スレッドを解決
することができます。
DSNL415I

AUTOMATIC RESOLUTION OF
luwid=token WITH COORDINATOR
location RESULTED IN ABORT

説明: 示された未確定の作業論理単位が、調整プログラ
ム・ロケーションとの通信によって、自動的に解決され
ました。このスレッドを未確定として報告するメッセー
ジ DSNL405 が前に出されていた場合には、自動解決後
に、このメッセージが出されます。 DDF または DB2
のある再始動でメッセージ DSNL405 が出されていて
も、自動解決が DDF または DB2 の別の再始動で行わ
れた場合には、このメッセージは出されません。
luwid=token
スレッドを示すグローバル作業論理単位 ID お
よびローカル・トークン。

location
パートナーのリレーショナル・データベース名
(location-name) または論理装置名 (<luname>)
のいずれか。
システムの処置: 接続は行われません。
システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: パートナー ’location’ が
DB2 とのコールド・スタート接続を許可しないかぎ
り、 DB2 は、パートナー ’location’ を接続することは
できません。パートナー ’location’ のデータベース管理
者に連絡してください。
これ以上の支援が必要であれば、IBM サポート担当員
に連絡してください。
DSNL417E

csect-name COLD START DETECTED
AT COORDINATOR LOCATION location
FOR INDOUBT THREAD WITH
luwid=token.MANUAL RESOLUTION IS
REQUIRED.INFORMATION RECORDED
IN TRACE RECORD WITH IFCID=204
and IFC SEQUENCE NUMBER=seq-no.

説明: DB2 には、識別された未確定スレッドに対する
再同期責任があります。 パートナーのロケーション
は、コールド・スタートの操作を実行したため、この未
確定スレッドに関する情報をすべて失ったことを DB2
に通知しました。 この未確定スレッドは、 RESET
INDOUBT コマンドの前に RECOVER INDOUBT コマ
ンドで手操作で解決しなければなりません。
location

location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
システムの処置:
DSNL416I

処理は正常に続行されます。

COLD START CONNECTION
REJECTED BY PARTNER location

説明: DB2 が、パートナー・ロケーションとのコール
ド・スタート接続を試みました。パートナーが、この接
続の試みを拒否しました。 DB2 が、パートナーによる
コールド・スタート接続を拒否することはありません。

フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
luwid=token
スレッドを識別する作業論理単位 ID およびロ
ーカル・トークン。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 0204 がアクティブでなかったか、
常駐トレース表の宛先としてのみアクティブで
あったかのいずれかです。 IFCID 204 は、統
計クラス 4 のメンバーです。このクラスのデ
フォルト宛先は SMF であり、パートナーのコ
ールド・スタートに関する情報を含みます。
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システムの処置: 警告 A001 が生成されます。
IFCID=204 のトレース・レコードが書き込まれます。
システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: DB2 は、’location’ が調整
プログラムである 1 つまたは複数の未確定スレッドに
関する参加プログラムです。 ’location’ の DBMS が、
コールド・スタートを実行しました。 DB2 参加プログ
ラムは、調整プログラム・リカバリー・ログが失われた
か損傷を受けたため、未確定スレッドの解決を達成でき
ないと想定しています。調整プログラムに、矛盾したデ
ータがある場合があります。調整プログラム ’location’
に関連する未確定スレッドのリストは、未確定タイプの
スレッドに対する DISPLAY THREAD コマンドを使用
して表示することができますが、その際、コマンドに
LOCATION(’location’) パラメーターを含めてください。
ヒューリスティック判定 (つまり、作業論理単位をコミ
ットするか打ち切るかの決定) は、他の参加プログラム
と一致させなければなりません。他の参加プログラムが
存在するかどうかを判別するのは、簡単ではありませ
ん。この情報は、調整プログラムがコールド・スタート
を実行した場合でも、調整プログラム・リカバリー・ロ
グ内で使用可能である可能性があります。調整プログラ
ムが DB2 である場合は、おそらく、DSN1LOGP ユー
ティリティーを実行して要約報告書を作成することがで
きます。これが可能であれは、次の情報が作成されま
す。
v スレッドの LUWID。
v スレッドを識別するために IMS または CICS によっ
て使用される NID。
v すべての参加プログラムの名前。
v 調整プログラムも参加プログラムである場合は、アッ
プストリームの調整プログラムの名前。この状況が起
こる可能性があるのは、アプリケーション・リクエス
ターがアプリケーション指示アクセスを使用して
DB2 AS にアクセスしており、次に、 DB2 AS がシ
ステム指示アクセスを使用して別の DB2 サーバーに
アクセスしている場合です。 (このシナリオでは、ロ
ーカル DB2 は 3 番目のシステムである可能性があ
ります。)
この DB2 参加プログラムでは、ロケーションのコール
ド・スタートによって調整されたすべての未確定スレッ
ドを、RECOVER INDOUBT コマンドを用いて解決しな
ければなりません。ロックされたデータは、解決される
までは使用することができません。このコマンドによっ
てすでに解決されているスレッドは破棄されます。まだ
解決されていないスレッドは、このコマンドによって解
決された後に破棄されます。

400

作業論理単位に対する RECOVER INDOUBT コマンド
を使用して行われたコミットか打ち切りかの決定は、す
べてのダウンストリーム参加プログラム (もしあれば)
に伝搬されます。
DSNL418E

csect-name COLD START DETECTED
AT PARTICIPANT LOCATION location
FOR INDOUBT THREAD WITH
luwid=token. POSSIBLE DAMAGE.
INFORMATION RECORDED IN TRACE
RECORD WITH IFCID=204 and IFC
SEQUENCE NUMBER=seq-no.

説明: DB2 には、識別された未確定スレッドに対する
調整プログラム責任があります。パートナーのロケーシ
ョンは、コールド・スタートの操作を実行したため、こ
の未確定スレッドに関する情報をすべて失ったことを
DB2 に通知しました。 参加プログラムに障害がある場
合があります。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 0204 がアクティブでなかったか、
常駐トレース表の宛先としてのみアクティブで
あったかのいずれかです。 IFCID 204 は、統
計クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4
のデフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: 警告 A001 が生成されます。
IFCID=204 のトレース・レコードが書き込まれます。
システム・プログラマーの応答: データベース管理者に
連絡してください。
データベース管理者の処置: DB2 は、’location’ の 1 つ
または複数の未確定作業論理単位に関して、未確定スレ
ッド解決の責任をもつ調整プログラムです。 ’location’
の DBMS が、コールド・スタートを実行しました。
DB2 は、参加プログラムのリカバリー・ログが失われ
たか損傷を受けたため、未確定スレッド解決を実行でき
ないと想定しています。おそらく、矛盾したデータが参
加プログラムに存在しています。最小限度でも、参加プ
ログラムは、障害発生時に未確定であったスレッドの最
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終結果を完全には反映しない可能性があります。パート
ナー ’location’ に関連する未確定スレッドのリストは、
未確定タイプのスレッドに対する DISPLAY THREAD
コマンドを使用し、コマンドに LOCATION(’location’)
パラメーターを指定して、表示することができます。
未確定参加プログラムに関する情報は、RESET
INDOUBT コマンドで除去されないかぎり、 DISPLAY
THREAD TYPE(INDOUBT) 報告書にも現れます。
DSNL419I

PARTNER location HAS RESOLVED
WARM START STATUS AND
CONNECTION IS ACCEPTED

説明: パートナーとのウォーム・スタート接続が試みら
れ、成功しました。前に行われたパートナーとのウォー
ム・スタート接続の試みは、パートナーが正しくないロ
グ名を指定したため、DSNL410I メッセージで拒否され
ました。
location
パートナーのリレーショナル・データベース名
(location-name) または論理装置名 (<luname>)
のいずれか。
システムの処置:
続行されます。
DSNL420I

接続が成功しました。 通常の処理が

COLD START CONNECTION BY
PARTICIPANT location ACCEPTED.
POSSIBLE DAMAGE. INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=204 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: DB2 は、参加プログラムの未確定スレッドに関
して調整プログラム責任があり、参加プログラムと接続
したところですが、参加プログラムは、前のコールド・
スタートのために未確定スレッドに関するすべての知識
を失っています。参加プログラムに障害がある場合があ
ります。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 0204 がアクティブでなかったか、
常駐トレース表の宛先としてのみアクティブで
あったかのいずれかです。 IFCID 204 は、統

計クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4
のデフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: パートナーとの接続は受け入れられま
す。警告 A001 が生成されます。 IFCID=204 のトレー
ス・レコードが書き込まれます。
システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: DB2 は、’location’ の 1 つ
または複数の未確定作業論理単位に関して、未確定スレ
ッド解決の責任をもつ調整プログラムです。 ’location’
の DBMS が、コールド・スタートを実行しました。
DB2 は、参加プログラムのリカバリー・ログが失われ
たか損傷を受けたため、未確定スレッド解決を実行でき
ないと想定しています。おそらく、矛盾したデータが参
加プログラムに存在しています。最小限度でも、参加プ
ログラムは、障害発生時に未確定であったスレッドの最
終結果を完全には反映しない可能性があります。パート
ナー ’location’ に関連する未確定スレッドのリストは、
未確定タイプのスレッドに対する DISPLAY THREAD
コマンドを使用し、コマンドに LOCATION(’location’)
パラメーターを指定して、表示することができます。
未確定参加プログラムに関する情報は、RESET
INDOUBT コマンドで除去されないかぎり、 DISPLAY
THREAD TYPE(INDOUBT) 報告書にも現れます。
DSNL421I

SNA XLN PROTOCOL VIOLATION BY
PARTNER location.INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=0236 AND IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: DB2 が、示されたロケーションにいるパートナ
ーとの SNA 交換ログ名 (XLN) 交換で、プロトコル違
反を検出しました。
location
無効な XLN メッセージを送信したパートナー
のリレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名) または論理装置名 (< luname>) のいず
れか。
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 0236 がアクティブでなかったか、
常駐トレース表の宛先としてのみアクティブで
あったかのいずれかです。 IFCID 236 は、統
計クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4
のデフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: リモート・システムとの接続の試み
は、失敗に終わります。 DB2 は、IFCID 0236 のトレ
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ース・レコードを書き込みます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマーの応答: リモート・システムの
システム・プログラマーに連絡してください。無効な
XLN メッセージは、IFCID 0236 トレース・レコードに
記録されています。リモート・システムで、無効な
XLN メッセージが出される原因となったシステム論理
エラーを訂正しなければなりません。
DSNL422I

WARM START CONNECTION BY
PARTNER location REJECTED
BECAUSE THE PARTNER
REMEMBERS OUR LOG NAME
INCORRECTLY.OUR LOG NAME IS
name1 AND THE PARTNER
REMEMBERS IT AS name2

説明: パートナーとのウォーム・スタート接続の試み
が、拒否されました。パートナーが、このシステムのロ
グ名を name2 として指定していたためです。このシス
テムのログ名は、ローカル DB2 の LUNAME である
name1 です。パートナーがこのシステムのログ名を
name1 として再始動することができれば、このエラーは
回復可能であるかもしれません。これが可能でない場
合、パートナーは、DB2 とのコールド・スタート接続
を実行しなければなりません。

v パートナー ’location’ に、この DB2 サブシステムと
のコールド・スタート接続を実行してもらう。
v LOCATION パラメーターおよび FORCE オプション
を指定した、RESET INDOUBT コマンドを使用し
て、パートナーとの次回の接続がコールド・スタート
接続となるようにする。
DSNL423I

説明: 識別された未確定の作業論理単位が、参加ロケー
ションとの通信を介して自動的に解決されました。以前
にこのスレッドを未確定として報告するメッセージ
DSNL406 が出されていた場合には、自動解決の後で、
このメッセージが出されます。 DDF または DB2 のあ
る再始動でメッセージ DSNL406 が出されていても、自
動解決が DDF または DB2 の別の再始動で行われた場
合には、このメッセージは出されません。
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)

location
接続が失敗したロケーション (’location’)。パー
トナーのリレーショナル・データベース名
(location-name) または論理装置名 (<luname>)
のいずれか。

v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNL424I

name1 このシステムが記憶している、このシステムの
ログ名。
name2 パートナーが記憶しており、ウォーム・スター
ト接続の試みでこのシステムに送信してきた、
このシステムのログ名。
システムの処置: パートナーとの接続は拒否されます。
DB2 は、未確定に関する知識を保持します。
システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: パートナー ’location’ のデ
ータベース管理者に連絡をとり、パートナーが、この
DB2 の LUNAME として指定されたログ名を用いてウ
ォーム・スタートを実行できるかどうかを判別してくだ
さい。これが可能であれば、次に接続を試みると成功し
ます。
これが可能でない場合は、次の 2 つの解決策がありま
す。
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AUTOMATIC RESOLUTION OF
luwid=token WITH PARTICIPANT
location RESULTED IN COMMIT

AUTOMATIC RESOLUTION OF
luwid=token WITH PARTICIPANT
location RESULTED IN ABORT

説明: 識別された未確定の作業論理単位が、参加ロケー
ションとの通信によって自動的に解決されました。以前
にこのスレッドを未確定として報告するメッセージ
DSNL425 が出されていた場合には、自動解決の後で、
このメッセージが出されます。 DDF または DB2 のあ
る再始動でメッセージ DSNL425 が出されていても、自
動解決が DDF または DB2 の別の再始動で行われた場
合には、このメッセージは出されません。
luwid=token
スレッドを示すグローバル作業論理単位 ID お
よびローカル・トークン。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
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v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
システムの処置:
DSNL425I

処理は正常に続行されます。

THREAD luwid=token AT PARTICIPANT
location MAY BE INDOUBT BECAUSE
OF A COMMUNICATION FAILURE.DB2
ABORTED THE
THREAD.INFORMATION RECORDED
IN TRACE RECORD WITH IFCID=209
AND IFCID SEQUENCE
NUMBER=seq-no

説明: ’location’ で識別された参加プログラムとの 2 フ
ェーズ・コミット・プロトコルの実行中に、通信が失敗
しました。参加プログラムとのプロトコルのフェーズ 1
は完了しており、コミットまたは打ち切りを準備してい
ます。このスレッドを打ち切る決定が行われましたが、
この時点で参加プログラムに通信できなくなりました。
参加プログラムは、未確定です。
DB2 は、参加プログラムとの未確定解決に責任が生じ
ました。この責任は、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) 報告書に現れます。自動的な未確定解決を
図るために、参加プログラムとの通信を再確立する試み
が定期的に行われます。成功した場合は、メッセージ
DSNL424 が書き込まれます。
luwid=token
スレッドを識別するグローバル作業論理単位
ID およびローカル・トークン。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 シーケンス番号は 16 進形式で印
刷されます。シーケンス番号がゼロである場合
は、IFCID 209 がアクティブでなかったか、常
駐トレース表の宛先としてのみアクティブであ
ったかのいずれかです。 IFCID 209 は、統計
クラス 4 のメンバーであり、統計クラス 4 の
デフォルト宛先は、SMF です。
システムの処置: 警告 A006 が生成されます。
IFCID=209 のトレース・レコードが書き込まれます。
オペレーターの応答: メッセージ DSNL406 で指定さ
れた LUWID に関して、適切な時間内にメッセージ

DSNL424 が現れない場合は、システム・プログラマー
に連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 通信障害の原因を判別
し、問題を修正してください。 DB2 は定期的に、通信
を再確立しようと試みます。適切な時間内に問題を修正
できない場合は、データベース管理者に連絡してくださ
い。参加プログラムで、未確定状態を手操作で解決し、
ロックされたリソースを解放することが必要になるかも
しれません。
データベース管理者の処置: LUWID=luwid をもつ作業
単位が ’location’ で未確定である場合は、 ’location’ で
の未確定スレッドの手操作解決を助けるために、
LUWID=luwid をもつ作業論理単位が打ち切られたこと
を、そのロケーションのデータベース管理者に知らせて
ください。
DSNL429I

INCONSISTENT DDF LOG DATA, THE
FIRST CONNECTION WITH EACH
REMOTE LOCATION WILL BE A
COLD START CONNECTION

説明: DB2 が、再始動操作中に、DB2 ログ内で矛盾を
検出しました。ログに矛盾があり、信頼できないので、
DB2 は、次に各パートナー LU との接続が試みられる
ときには、その LU とのコールド・スタート接続を実行
します。 DB2 が、調整プログラムまたは参加プログラ
ムとして、未確定解決の責任がある場合、このメッセー
ジの後に出される可能性のあるメッセージ DSNL438 ま
たは DSNL439 (あるいは両方) で示されるように、この
情報は失われます。これは、次のことを意味します。
v リモート参加プログラムに調整プログラム責任をもつ
ことに関連して DB2 が維持していたすべての情報
は、除去されます。これらのリモート参加プログラム
では、DB2 が調整プログラムとなっていた未確定ス
レッドがあれば、それらを手操作で解決しなければな
りません。未確定のリモート・システムごとに、
DSNL439I メッセージが出されます。
v リモート調整プログラムに参加プログラム責任をもつ
ことに関連して DB2 が維持していたすべての情報
が、除去されます。リモート調整プログラムをもつデ
ータベース・アクセス・スレッドごとに、 DSNL438I
メッセージが出されます。データベース・アクセス・
スレッドが再始動の終わりに未確定のままである場
合、そのスレッドは手操作で解決しなければなりませ
ん。 -DISPLAY THREAD (*) TYPE(INDOUBT)
LOCATION (*) コマンドを使用すると、手操作解決
を必要とする未確定スレッドをリストした報告書が得
られます。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。
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DSNL432I
システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: DSNL438I および
DSNL439I メッセージを参照して、とるべき処置を判別
してください。
DSNL432I

DDF IS COORDINATOR FOR nnnn
THREADS WITH mmmm INDOUBT
REMOTE PARTNERS

説明: このメッセージは、DDF の始動時または停止時
に、この DB2 が 1 つまたは複数のパートナーに関し
て 1 つまたは複数の未確定スレッドの調整プログラム
責任をもつと DDF が判断したときに、出されます。こ
れは、要約状況メッセージです。
DB2 が調整プログラムとなっている未確定ス
レッドの数。

nnnn

mmmm
スレッドが未確定となっているリモート・パー
トナーの数。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

オペレーターの応答: このメッセージが、DDF の始動
の結果として出された場合は、処置は不要です。このメ
ッセージが、DDF 停止の結果として出された場合は、
データベース管理者に連絡してください。
データベース管理者の処置: このメッセージが、DDF 停
止の結果として出された場合、DB2 は、パートナー・
ロケーションとの自動再同期を実行してすべての未確定
作業単位を解決するのに必要なすべての情報を維持して
います。 START DDF コマンドを出して、この処理を
開始してください。
このメッセージが、DDF 始動の結果として出された場
合は、DDF が自動再同期を開始しています。
DSNL433I

DDF IS PARTICIPANT FOR nnnn
INDOUBT THREADS WITH mmmm
REMOTE PARTNERS

説明: このメッセージは、DDF の始動時または停止時
に、この DB2 が 1 つまたは複数のパートナーに関し
て 1 つまたは複数の未確定スレッドの参加プログラム
責任をもつと DDF が判断したときに、出されます。こ
れは、要約状況メッセージです。
DB2 が参加プログラムとなっている未確定ス
レッドの数。

nnnn

オペレーターの応答: このメッセージが、DDF の始動
の結果として出された場合は、処置は不要です。このメ
ッセージが、DDF 停止の結果として出された場合は、
データベース管理者に連絡してください。
データベース管理者の処置: このメッセージが、DDF 停
止の結果として出された場合、DB2 は、パートナー・
ロケーションとの自動再同期を実行してすべての未確定
作業単位を解決するのに必要なすべての情報を維持して
います。 START DDF コマンドを出して、この処理を
開始してください。
自動再同期を実行したくない場合でも、DB2 が参加プ
ログラムとなっており、かつロックされたデータベー
ス・リソースを保有している未確定作業単位を解決する
ことができます。このためには、未確定タイプのスレッ
ドに対する DISPLAY THREAD コマンドを使用して、
これらのスレッドをリストする表示を作成します。次
に、RECOVER INDOUBT コマンドを使用して、これら
の作業単位をコミットするか打ち切るかしてください。
データが矛盾することのないように、この手操作による
解決について、それぞれの未確定作業単位に対する調整
プログラム責任をもっている各ロケーションのデータベ
ース管理者と調整してください。 DB2 のいずれかの未
確定作業単位が、参加ロケーションの調整プログラム責
任ももつ場合は、参加ロケーションのデータベース管理
者にコミットか打ち切りかの決定を知らせ、それぞれが
同じ決定を行えるようにしなければなりません。
DSNL434E

説明: ローカル VTAM のリリース・レベルが、DB2
に必要な最低リリース・レベルよりも古いレベルです。
DB2 が VTAM OPEN マクロを出すと、VTAM のリリ
ース・レベルが DB2 に戻されます。 DB2 は、VTAM
のリリース・レベルを調べ、DB2 に必要な機能をロー
カル VTAM システムが提供するかどうかを判別しま
す。
システムの処置:
に終わります。

システム・プログラマーの応答: DB2 システムと互換
性のある VTAM のリリースをインストールしてくださ
い。必要な VTAM リリース・レベルは、DB2 プログラ
ム・ディレクトリーにより識別されます。

調整プログラム責任をもつリモート・パートナ
ーの数。

404

DDF を START させる試みは、失敗

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
てください。

mmmm

システムの処置:

DDF NOT STARTED - INCORRECT
VTAM RELEASE LEVEL

処理は正常に続行されます。
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DSNL438I
DSNL438I

説明: ’luwid’ で識別された作業論理単位に関するリモ
ート調整プログラム・ロケーションとの再同期に関連す
る情報がこのメッセージに表示されていますが、 DB2
によってこの情報が除去されつつあります。この分散作
業論理単位に関する自動的な未確定解決の責任は、実行
することができなくなりました。
この状況は、次のいずれかの場合に起こる可能性があり
ます。
v DB2 条件付き再始動 (DB2 コールド・スタート以
外。つまり、STARTRBA=ENDRBA を指定した DB2
条件付き再始動) が実行されている。
v DB2 再始動処理中に、DB2 ログで矛盾が検出された
(DSNL429I メッセージで示されている)。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
luwid

urid

s

この作業論理単位を識別するグローバル作業論
理単位 ID。
リカバリー単位 ID。これは、ログ・レコード
の DB2 リカバリー・ログの RBA で、作業論
理単位の先頭位置を示します。これは、再始動
時にこの作業論理単位を処理するのに必要な最
も早い RBA です。
この作業論理単位の再始動状況。 DB2 が停止
したとき、作業論理単位は、次のいずれかの状
態にありました。
A

DB2 はまだ調整プログラムからコミ
ットまたは打ち切りの決定を受信して
いません。

RESYNC STATUS PURGED FOR
COORDINATOR location.LUWID=luwid,
URID=urid, STATUS=s INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=235 and IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

INABORT: 作業論理単位は、打ち切り
の『完了必須』フェーズにありました
が、打ち切りはまだ完了していませ
ん。

C

INCOMMIT: 作業論理単位は、コミッ
トの『完了必須』フェーズにありまし
たが、コミットはまだ完了していませ
ん。

D

INDOUBT: 作業論理単位はコミットの
第 1 フェーズを完了しましたが、

F

INFLIGHT: 作業論理単位はまだコミ
ットの第 1 フェーズを完了しておら
ず、バックアウトすべきです。

U

UNKNOWN: 条件付き再始動のため、
作業論理単位の状況が DB2 には知ら
されていません。

seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 トレース・レコードは、統計クラ
ス 4 に書き込まれますが、これは DB2 のイ
ンストール時に、デフォルトとして SMF に対
して開始されます。 トレース・レコードにア
クセスできるようにするためには、統計クラス
4 を永続宛先 (SMF または GTF) に対して開
始しなければなりません。シーケンス番号は
16 進数で印刷されます。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

システム・プログラマーの応答: データベース管理者に
連絡してください。
データベース管理者の処置: DB2 によって除去された再
同期情報が、このメッセージに記録されています。
’location’ の調整プログラムによって行われた正しいコ
ミットまたは打ち切りの決定を判別するには、次のよう
に状況コードを使用してください。
A

正しい決定は、この作業論理単位を打ち切るこ
とです。

C

正しい決定は、この作業論理単位をコミットす
ることです。

D

’location’ のデータベース管理者に連絡して、
正しい決定を判別してください。

F

正しい決定は、この作業論理単位を打ち切るこ
とです。

U

’location’ のデータベース管理者に連絡して、
正しい決定を判別してください。

DSNL439I

RESYNC STATUS PURGED FOR
PARTICIPANT location.LUWID=luwid,
URID=urid, STATUS=s INFORMATION
RECORDED IN TRACE RECORD
WITH IFCID=235 and IFCID
SEQUENCE NUMBER=seq-no

説明: ’luwid’ で識別された作業論理単位に関してリモ
ート参加ロケーションとの再同期に関連する情報がこの
メッセージに表示されていますが、DB2 によってこの
情報が除去されつつあります。この分散作業論理単位に
第 12 章 DB2 メッセージ
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DSNL440I
ス 4 に書き込まれますが、これは DB2 のイ
ンストール時に、デフォルトとして SMF に対
して開始されます。 トレース・レコードにア
クセスできるようにするためには、統計クラス
4 を永続宛先 (SMF または GTF) に対して開
始しなければなりません。シーケンス番号は
16 進数で印刷されます。

関する自動的な未確定解決の責任は、実行することがで
きなくなりました。
この状況は、次のいずれかの場合に起こる可能性があり
ます。
v DB2 条件付き再始動 (DB2 コールド・スタート以
外。つまり、STARTRBA=ENDRBA を指定した DB2
条件付き再始動) が実行されている。
v DB2 再始動処理中に、DB2 ログで矛盾が検出された
(DSNL429I メッセージで示されている)。
location
フィールドには次のいずれかが入ります。
v リレーショナル・データベース名 (ロケーシ
ョン名)
v VTAM LU 名 (<luname>)
v ドット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
luwid

この作業論理単位を識別するグローバル作業論
理単位 ID。

urid

リカバリー単位 ID。これは、ログ・レコード
の DB2 リカバリー・ログの RBA で、作業論
理単位の先頭位置を示します。これは、再始動
時にこの作業論理単位を処理するのに必要な最
も早い RBA です。

s

この作業論理単位の再始動状況。 DB2 が停止
したとき、作業論理単位は、次のいずれかの状
態にありました。
A

INABORT: 作業論理単位は、打ち切り
の『完了必須』フェーズにありました
が、打ち切りはまだ完了していませ
ん。

C

INCOMMIT: 作業論理単位は、コミッ
トの『完了必須』フェーズにありまし
たが、コミットはまだ完了していませ
ん。

D

F

U

INDOUBT: 作業論理単位はコミットの
第 1 フェーズを完了しましたが、
DB2 はまだ調整プログラムからコミ
ットまたは打ち切りの決定を受信して
いません。
INFLIGHT: 作業論理単位はまだコミ
ットの第 1 フェーズを完了しておら
ず、バックアウトすべきです。
UNKNOWN: 条件付き再始動のため、
作業論理単位の状況が DB2 には知ら
されていません。

seq-no トレース・レコードに関連する IFCID シーケ
ンス番号。 トレース・レコードは、統計クラ

406

システムの処置: 処理は正常に続行されます。
システム・プログラマーの応答: データベース管理者に
連絡してください。
データベース管理者の処置: DB2 によって除去された再
同期情報が、このメッセージに記録されています。正し
いコミットまたは打ち切りの決定を、’location’ のデー
タベース管理者に知らせるときは、状況コードを次のよ
うに使用してください。
A

この作業論理単位を打ち切ります。

C

この作業論理単位をコミットします。

D

同じ ’luwid’ および ’urid’ に関して作成される
DSNL438I メッセージを参照して、調整プログ
ラム ’location’ を判別してください。 ’location’
のデータベース管理者に連絡して、正しい決定
を判別してください。

F

この作業論理単位を打ち切ります。

U

同じ ’luwid’ および ’urid’ に関する DSNL438I
メッセージがある場合は、上記の ’D’ と同様
に行ってください。そのようなメッセージがな
い場合は、DSN1LOGP 要約報告書により提供
される DB2 ログに関する情報を利用できるか
もしれません。利用できる情報がない場合は、
IBM サポート担当員に連絡してください。

DSNL440I

csect-name RESET INDOUBT
COMMAND SPECIFICATION IN
ERROR

説明: RESET INDOUBT コマンドが出されましたが、
キーワードまたはキーワード・パラメーター値の指定に
誤りがあります。
システムの処置: 未確定情報は除去されません。システ
ム処理は正常に続行されます。
ユーザーの処置: RESET INDOUBT コマンド指定に、
次のいずれかのエラーがあります。
v RESET INDOUBT が、他のキーワードを指定されず
に出されている。次のキーワードのうち、少なくとも
1 つを指定しなければなりません。 LUNAME、
IPADDR、 LOCATION、または LUWID。
v RESET INDOUBT が、LUWID および LOCATION
の両方を指定して出されているが、 LOCATION キー

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNL441I
ワード・パラメーター値のリストが指定されている。
LUWID および LOCATION キーワードの両方を指定
するときは、 1 つの LOCATION キーワード・パラ
メーター値しか指定することができません。
v RESET INDOUBT の少なくとも 1 つの LOCATION
キーワード・パラメーター値が、 '<' で始まっている
が、'>' で終わっていないか、あるいは括弧で囲まれ
た値の長さが 1 〜 8 文字でなかった。 LOCATION
キーワード・パラメーター値を <luname> 形式で指定
するときは、 luname 値を '<' と '>' で囲まなければ
ならず、また長さは 1 〜 8 文字でなければなりませ
ん。
v RESET INDOUBT が、無効なキーワード・パラメ ー
ター値を指定して出された。指定された IPADDR が
適切なドット 10 進形式であること、 IPADDR とポ
ートの間がコロンで区切られていること、およびポー
ト番号が有効であるかどうかを検査してください。
必要であれば、DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT)
コマンドを出して、すべての未確定スレッドに関する情
報 (LOCATION、LUWID、および LUNAME 値を含む)
を表示してください。 RESET INDOUBT コマンド指定
を訂正し、出し直してください。
DSNL441I

KEYWORD ’LUWID’ PARAMETER
VALUE parmvalue FORMAT IN ERROR

説明: LUWID パラメーターを指定した RESET
INDOUBT コマンドが出されましたが、指定されたパラ
メーター値 (parmvalue) が、LUWID には無効な形式で
す。 LUWID パラメーターの正しい形式は、2 通りあり
ます。 1 つの形式は、トークンと呼ばれるもので、1
〜 5 桁の 10 進数です。もう 1 つの形式は、
’netid.luname.luwunique.comseq’ です。ここで、
netid

1〜8 文字のネットワーク ID。

luname
1〜8 文字の論理装置名。
luwunique
12 桁の 16 進数。
comseq
4 桁の 16 進数。
2 番目の形式の場合、すべてのフィールドはピリオド
(.)。
システムの処置: 指定された作業論理単位に関する未確
定情報は、システムから除去されません。
ユーザーの処置: 除去したい作業単位未確定情報の正し
い LUWID 値を判別するには、 DISPLAY THREAD
TYPE(INDOUBT) コマンドを出して、未確定情報が存在
するすべての作業単位を表示してください。次に、正し

い LUWID パラメーター値を指定して、RESET
INDOUBT コマンドを出し直してください。
DSNL442I

QUALIFYING INDOUBT INFORMATION
FOR LOCATION location NOT FOUND

説明: -RESET INDOUBT LOCATION(’location’) コマ
ンドが出されましたが、DB2 は、指定されたロケーシ
ョンに関する未確定情報をもっていません。
location
RESET INDOUBT コマンドの LOCATION キ
ーワードの後に指定された値。
システムの処置: 未確定情報は除去されません。システ
ム処理は正常に続行されます。
ユーザーの処置: -DISPLAY THREAD(*)
TYPE(INDOUBT) LOCATION(*) コマンドを使用して、
DB2 が未確定情報をもっているロケーションをリスト
してください。正しいロケーションを判断した上で、コ
マンドを出し直してください。
DSNL443I

QUALIFYING INDOUBT INFORMATION
FOR LUWID=value NOT FOUND

説明: ’value’ が luwid または luwid を表すローカル・
トークンのいずれかである、 -RESET INDOUBT
LUWID(’value’) コマンドが出されました。 DB2 が、指
定された luwid またはトークンに関する未確定情報をも
っていないか、または DB2 は未確定情報をもっている
が、この情報は LUWID オプションを指定した RESET
INDOUBT コマンドでは除去することができないか、の
いずれかです。
value

RESET INDOUBT コマンドの LUWID キーワ
ードに指定されたグローバル作業論理単位 ID
またはローカル・トークン。

システムの処置: 未確定情報は除去されません。システ
ム処理は正常に続行されます。
ユーザーの処置: -DISPLAY THREAD(*)
TYPE(INDOUBT) LOCATION(*) コマンドを使用して、
DB2 に認識されている未確定情報をリストしてくださ
い。 -DISPLAY THREAD 出力に、指定の luwid に関
する情報が含まれていなければ、それがメッセージが出
された理由です。 -DISPLAY THREAD 出力に、指定の
luwid に関する情報が含まれている場合、この情報は、
LUWID オプションを指定した -RESET INDOUBT コマ
ンドを使用して除去することができません。 -DISPLAY
THREAD 出力によって作成される、指定の luwid に関
係する各メッセージの説明を参照して、どのように処理
したらよいかを判別してください。正しい luwid または
トークンを判別した後、コマンドを出し直してくださ
い。
第 12 章 DB2 メッセージ
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DSNL444I
DSNL444I

QUALIFYING INDOUBT INFORMATION
FOR LOCATION location HAS BEEN
PURGED

説明: 示されたロケーションに関する未確定情報を除去
するために出された -RESET INDOUBT
LOCATION(’location’) コマンドが正常に完了し、未確定
情報が除去されました。
location
RESET INDOUBT コマンドの LOCATION キ
ーワードの後に指定された、リレーショナル・
データベース名 (location-name) または論理装
置名 (<luname>) のいずれか。
システムの処置: 指定された未確定情報は、除去されま
す。システム処理は正常に続行されます。
DSNL445I

QUALIFYING INDOUBT INFORMATION
FOR LUWID value HAS BEEN
PURGED

説明: 指定された luwid に関する未確定情報を除去す
るために出された -RESET INDOUBT LUWID(’value’)
コマンドが正常に完了しました。未確定情報は除去され
ました。
処理されていた -RESET INDOUBT
LUWID(value) コマンドの LUWID キーワード
に指定されていた値。

value

システムの処置:
DSNL446I

システム処理は正常に続行されます。

COLD START WILL BE PERFORMED
WITH nettype netvalue

説明: コールド・スタートを強制するために出された
-RESET INDOUBT LUNAME(’luname’) FORCE または
-RESET INDOUBT IPADDR(’ipaddr’) FORCE コマンド
が正常に終了しました。次の ’luname’ または ’ipaddr’
との接続はコールド・スタートになります。
nettype
リモート・システムへのアクセスに使用するネ
ットワークのタイプです。これには 2 つの可
能な値があります。
LU --

リモート・システムへの接続に
VTAM を使用することを示します。

IPADDR -リモート・システムへの接続に
TCP/IP を使用することを示します。
netvalue
リモート・ロケーションのネットワーク・アド
レス。
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v nettype が LU の場合は、 netvalue はリモー
ト・ロケーションの VTAM LU 名を指定し
ます。
v nettype が IPADDR の場合は、 netvalue
は、リモート・ロケーションのドット 10 進
IP アドレスを指定します。
システムの処置: システム処理は正常に続行されます。
DSNL447I

CANNOT DELETE ENTRY ’value’
BECAUSE THERE IS AN INDOUBT
THREAD TO BE RESOLVED FIRST

説明:
LUNAME(value)、IPADDR(value)、LOCATION(value)、
または LUWID(value) を指定して -RESET INDOUBT
コマンドが出されました。 ’value’ は、DB2 が参加プロ
グラムの未確定解決責任、調整プログラムの未確定解決
責任、またはその両方の責任をもつ作業論理単位を示す
LU 名、IP アドレス、ロケーション、または LUWID
(またはそのトークン) のいずれかです。
システムの処置: 再同期責任情報は、除去されません。
システム処理は正常に続行されます。
ユーザーの処置: この項の情報を使用して、正しい処置
を判別してください。次に、適切なコマンドを出して、
その処置を実行してください。
おそらく、この問題の原因としては、-RESET
INDOUBT コマンドが間違ったパラメーターを使用して
出されたこと、または正しくない ’value’ が指定された
ことの 2 つが考えられます。 -DISPLAY THREAD(*)
TYPE(INDOUBT) LOCATION(*) コマンドを使用して、
DB2 に認識されている未確定情報を表示してくださ
い。
1. 参加プログラムまたは調整プログラムの未確定解決
のスレッドを除去することが目的であった場合は、
-DISPLAY THREAD 出力を調べて、除去するスレッ
ドのロケーション名または名前を判別してくださ
い。次に、FORCE オプションを指定した -RESET
INDOUBT LUNAME(luname) コマンドまたは
FORCE オプションを指定した -RESET INDOUBT
IPADDR(ipaddr) コマンドを使用して、このスレッド
を除去してください。
FORCE オプションを指定して使用するアップストリ
ーム調整プログラムの LU 名、または IP アドレス
および再同期ポートを判別するには、 -DISPLAY
THREAD 出力の DSNV408I メッセージから調整プ
ログラム情報を調べてください。調整プログラム情
報に関するトークンは 2 つあり、コロン (「:」) で
区切られています。
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DSNL448I
v 最初のトークンは、SNA 接続の場合はパートナ
ー・ロケーション名または ″<luname>″、TCP/IP
接続の場合はドット 10 進 IP アドレス
(nnn.nnn.nnn.nnn) です。

表示された値) が正しくない場合は、正しい値を判別
し、正しい値を使用してコマンドを出し直してくだ
さい。

v 2 番目のトークンは、 SNA 接続の場合はパート
ナー LU 名、TCP/IP 接続の場合は再同期ポート
番号です。

DSNL448I

FORCE オプションを指定して使用するダウンストリ
ーム参加プログラムの LU 名、または IP アドレス
および再同期ポートを判別するには、メッセージ
DSNV450I および DSNV446I からロケーション名を
調べてください。参加プログラムのロケーションに
関するトークンは 2 つまたは 3 つあり、コロン
(「:」) で区切られています。

説明: コールド・スタートを強制するために -RESET
INDOUBT LUNAME(’luname’) FORCE または -RESET
INDOUBT IPADDR(’ipaddr’) FORCE コマンドが出され
ましたが、 DB2 とパートナー ’luname’ または ’ipaddr’
の間にまだネットワーク接続が存在します。このパート
ナーに関する情報は除去されないため、コールド・スタ
ートは実行されません。

v 最初のトークンはパートナー・ロケーション名で
す。

nettype

v 2 番目のトークンは、SNA 接続の場合はパートナ
ー LU 名、 TCP/IP 接続の場合はドット 10 進 IP
アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn) です。
v 2 番目のトークンが IP アドレスの場合には 3 番
目のトークンもあります。この場合、3 番目のト
ークンはパートナーの再同期ポート番号です。
詳細については、DB2 コマンド解説書 にある
-RESET INDOUBT コマンドの説明を参照してくだ
さい。
FORCE オプションを指定すると、 DB2 は、このコ
マンドに指定された luname または ipaddr に関して
未確定解決の責任に関する情報をすべて除去してし
まうことに注意してください。
自動解決を妨げるようなエラーがないときに、
FORCE パラメーターを使用して参加プログラムの未
確定情報を除去する場合は、注意が必要です。通常
は、RECOVER INDOUBT コマンドの使用後に、調
整プログラムとの自動解決により、ヒューリスティ
ック・ダメージが起こったかどうかが判別されま
す。調整プログラムとの自動解決が達成される前に
RESET INDOUBT が使用されると、ダメージが起こ
ったかどうかの検出ができなくなります。
自動解決を妨げるようなエラーがないときに、
FORCE パラメーターを使用して調整プログラムの未
確定情報を除去する場合は、注意が必要です。この
情報が除去されると、未確定の参加プログラムは、
未確定作業論理単位を解決するのに、ヒューリステ
ィック判定処理を使用することを強制されることに
なります。
2. -DISPLAY THREAD 出力を調べてください。コマン
ドに指定された値 (および DSNL447I メッセージに

UNABLE TO FORCE COLD START
WITH nettype netvalue, SESSION STILL
EXISTS

リモート・システムへのアクセスに使用するネ
ットワークのタイプです。これには 2 つの可
能な値があります。
LU --

リモート・システムへの接続に
VTAM を使用することを示します。

IPADDR -リモート・システムへの接続に
TCP/IP を使用することを示します。
netvalue
リモート・ロケーションのネットワーク・アド
レス。
v nettype が LU の場合は、 netvalue はリモー
ト・ロケーションの VTAM LU 名を指定し
ます。
v nettype が IPADDR の場合は、 netvalue
は、リモート・ロケーションのドット 10 進
IP アドレスを指定します。
システムの処置: システム処理は正常に続行されます。
ユーザーの処置: SNA の場合は、VTAM コマンドの
DISPLAY NET を使用して、 2 つの論理装置間にセッ
ションが存在するかどうかを判別することができます。
VTAM コマンドの VARY NET,TERM を使用してセッ
ションを終了し、 RESET INDOUBT を行えるようにし
てください。 TCP/IP の場合は、IP アドレスへの接続
をすべて終了します。正しい luname または ipaddr を
判別してからコマンドを再実行してください。
DSNL449I

DB2 HAS NO INFORMATION
RELATED TO LUNAME luname

説明: -RESET INDOUBT LUNAME(’luname’) FORCE
コマンドが出されましたが、 DB2 には、指定された
’luname’ に関する知識がありません。
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DSNL450I
luname
VTAM に定義された調整プログラムまたは参
加プログラムの論理装置名。
システムの処置: 情報は除去されません。システム処理
は正常に続行されます。
ユーザーの処置: 次のようにして、正しい LU 名を判
別してください。
v -DISPLAY THREAD(*) TYPE(INDOUBT)
LOCATION(*) コマンドを使用して、 DB2 が未確定
責任をもつロケーションを判別してください。
v SYSIBM.LOCATIONS 表に照会を出して、ロケーショ
ン名と LU 名を相関させます。 LINKNAME 列に、
LOCATION 列のロケーション名に関連する LU 名が
入っています。
次に、正しい LU 名を指定して、コマンドを出し直して
ください。
DSNL450I

DDF THREAD luwid=token IS
BETWEEN PHASE 1 AND PHASE 2
OF COMMIT.THREAD IS NOW AN
INDOUBT THREAD AS A RESULT OF
CANCEL REQUEST.

説明: 示された DDF スレッドは、準備済み状態にあ
り、コミット調整プログラムからのコミットまたはバッ
クアウトの決定を待っていました。このスレッドは、こ
の状態では取り消すことができません。しかし、この結
果として、このスレッドはアクティブ状態から外され、
未確定状態に置かれました。調整プログラムとの会話
は、割り振り解除されています。これで、このスレッド
は未確定となり、未確定スレッドに関する表示スレッド
報告書に現れます。このスレッドによって保持されてい
たリソースは、引き続き保持されます。未確定状態の自
動解決が定期的に試みられます。未確定解決が起こる
と、このスレッドによって保持されていたリソースは解
放されます。
luwid=token
スレッドを示すグローバル作業論理単位 ID お
よびローカル・トークン。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

オペレーターの応答: このスレッドの取り消しの目的
が、このスレッドが保持しているリソースを解放するこ
とであった場合は、データベース管理者に連絡してくだ
さい。
データベース管理者の処置: 調整プログラムとの自動解
決の前に、未確定スレッドが保持しているリソースを解
放するには、 RECOVER INDOUBT コマンドを使用す
ると、手操作でコミットまたは打ち切りの決定を行うこ
とができます。最初に、DISPLAY THREAD コマンドを
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出して、問題のスレッドが含まれるような未確定スレッ
ドの報告書を作成してください。この報告書から、調整
プログラムの名前を判別してください。調整プログラ
ム・システムに連絡をとり、コミットまたは打ち切りの
決定が行われたかどうかを調べてください。
DSNL451I

QUALIFYING INDOUBT INFORMATION
FOR LUNAME luname NOT FOUND

説明: -RESET INDOUBT LUNAME(’luname’) コマンド
が出されましたが、DB2 は、指定された LU 名に関す
る未確定情報をもっていません。
luname
VTAM に定義された調整プログラムまたは参
加プログラムの論理装置名。
システムの処置: 未確定情報は除去されません。システ
ム処理は正常に続行されます。
ユーザーの処置: -DISPLAY THREAD(*)
TYPE(INDOUBT) LOCATION(*) コマンドを使用して、
DB2 が未確定情報をもっているロケーションをリスト
してください。特定の LUNAME に関連する項目には、
’<luname>’ の形式のロケーション名があります。
RECOVER INDOUBT への入力ストリングとして
’luname’ (括弧で囲まない) を使用してください。
正しい LU 名を判別してから、コマンドを出し直してく
ださい。
DSNL452I

QUALIFYING INDOUBT INFORMATION
FOR LUNAME luname HAS BEEN
PURGED

説明: 指定された LU 名に関する未確定情報を除去す
るために出された、 -RESET INDOUBT
LUNAME(’luname’) コマンドが、正常に終了しました。
未確定情報は除去されました。
luname
処理されていた -RESET INDOUBT
LUNAME(luname) コマンドの LUNAME キー
ワードに指定されていた LU 名。
システムの処置: 指定された未確定情報は、除去されま
す。システム処理は正常に続行されます。
DSNL453I

csect QUALIFYING INDOUBT
INFORMATION FOR IP ADDRESS
ipaddr NOT FOUND

説明: -RESET INDOUBT IPADDR(’ipaddr’) コマンドが
出されましたが、 DB2 には、指定された IP アドレス
に関する未確定情報がありません。
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DSNL454I
csect

メッセージを出した DB2 モジュールの
CSECT 名。

ロケーションに関する項目は、LOCATION フィール
ドで ″nnn.nnn.nnn.nnn″ を指定します。

ipaddr 調整プログラムまたは参加プログラムのドット
10 進 IP アドレス。

正しい ipaddr を指定し、コマンドを再実行してくださ
い。

システムの処置: 未確定情報は除去されません。システ
ム処理は正常に続行されます。

DSNL500I

ユーザーの処置: -DISPLAY THREAD(*)
TYPE(INDOUBT) LOCATION(*) コマンドを使用して、
DB2 が未確定情報をもっているロケーションをリスト
してください。 TCP/IP に関する項目には、LOCATION
フィールドに ″nnn.nnn.nnn.nnn″ の形式のストリングが
あります。
正しい ipaddr を判別してから、コマンドを再実行して
ください。
DSNL454I

csect QUALIFYING INDOUBT
INFORMATION FOR IP ADDRESS
ipaddr HAS BEEN PURGED

説明: 指定された IP アドレスに関する未確定情報を除
去するために出された -RESET INDOUBT
IPADDR(’ipaddr’) コマンドが正常に終了しました。未確
定情報は除去されました。
csect

メッセージを出した DB2 モジュールの
CSECT 名。

ipaddr 処理中の -RESET INDOUBT IPADDR(ipaddr)
コマンドの IPADDR キーワードに指定された
IP アドレス。
システムの処置: 指定された未確定情報は、除去されま
す。システム処理は正常に続行されます。
DSNL455I

csect DB2 HAS NO INFORMATION
RELATED TO IP ADDRESS ipaddr

説明: -RESET INDOUBT IPADDR(’ipaddr’) FORCE コ
マンドが出されましたが、 DB2 には、指定された
’ipaddr’ に関する情報がありません。
csect

メッセージを出した DB2 モジュールの
CSECT 名。

ipaddr 調整プログラムまたは参加プログラムのドット
10 進 TCP/IP アドレス。
システムの処置: 情報は除去されません。システム処理
は正常に続行されます。
ユーザーの処置: 次のようにして、正しい LU 名を判
別してください。

CONVERSATION FAILED TO
LOCATION=locname
RESOURCE=luname.modename.convid.sessid
RTNCD=global vtam primary return code
FDBK2=global vtam secondary return code
RCPRI=appc-specific primary return code
RCSEC=appc-specific secondary return
code SENSE=sna sense code

説明: VTAM 戻りコードが会話障害を示すために、拡
張プログラム間通信 (APPC) の会話が失敗したか、ある
いは会話を割り振ることができません。 VTAM 戻りコ
ードは、「VTAM for MVS/ESA Programming for LU
6.2」に定義されています。
先頭に 00 が付いている SNA センス・コードは、DB2
理由コードです。 VTAM が DB2 に戻す、より一般的
な SNA センス・コードについては、 1511 ページの
『第 6 部 SNA コード』 を参照してください。
戻りコード以外の変数は、次のとおりです。
変数

説明

locname リモート・システムに関連するロケーション
名。
luname

リモート・ロケーションに関連する VTAM LU
名。

modename
会話を割り振るために DB2 が使用したログオ
ン・モード。
convid

会話が割り振られたときに VTAM が DB2 に
与えた会話 ID。

sessid

会話が割り振られたときに VTAM が DB2 に
与えたセッション ID。

システムの処置: 会話に関する通信が中断されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 障害の分析について
は、「VTAM for MVS/ESA Programming for LU 6.2」
を、また理由コードについては 859 ページの『第 4 部
DB2 コード』を参照してください。

v -DISPLAY THREAD(*) TYPE(INDOUBT)
LOCATION(*) コマンドを使用して、 DB2 が未確定
責任をもつロケーションを判別してください。TCP/IP
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DSNL501I
DSNL501I

CNOS PROCESSING FAILED FOR LU
luname AND MODE modename
RTNCD=global vtam return code
FDBK2=global vtam secondary return code
RCPRI=appc-specific primary return code
RCSEC=appc-specific secondary return
code SENSE=vtam sense code

説明: LU およびモードに関して、指定されたロケーシ
ョンとの間でしきい値の折衝を試みているときに、障害
が発生しました。 VTAM 戻りコードは、「VTAM for
MVS/ESA Programming for LU 6.2」で説明されていま
す。先頭に 00 が付いている VTAM センス・コード
は、DB2 理由コードです。
変数は、次のとおりです。
変数

説明

『第 6 部 SNA コード』 を参照してください。
変数は、次のとおりです。
変数

説明

locname リモート・システムに関連するロケーション
名。
luname

リモート・ロケーションに関連する VTAM LU
名。

modename
会話を割り振るために DB2 が使用したログオ
ン・モード。
convid

会話が割り振られたときに VTAM が DB2 に
与えた会話 ID。

sessid

会話が割り振られたときに VTAM が DB2 に
与えたセッション ID。

システムの処置:

luname
リモート・ロケーションに関連する VTAM LU
名。
modename
会話を割り振るために DB2 が使用したログオ
ン・モード。
システムの処置: リモート・ロケーションとの間でしき
い値が折衝されるまで、リモート・ロケーションへの通
信はすべて失敗に終わります。
オペレーターの応答:
てください。

DSNL502I

オペレーターの応答:
てください。

SYSTEM CONVERSATION FAILED TO
LOCATION locname
RESOURCE=luname.modename.convid.sessid
RTNCD=global vtam primary return code
FDBK2=global vtam secondary return code
RCPRI=appc-specific primary return code
RCSEC=appc-specific secondary return
code SENSE=sna sense code

DSNL504I

先頭に 00 が付いている SNA センス・コードは、DB2
理由コードです。 VTAM が DB2 に戻す、より一般的
な SNA センス・コードについては、 1511 ページの
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csect-name RESOURCE UNAVAILABLE
REASON=reason TYPE=type
LOCATION=location NAME=name

説明: 要求された機能は、現在利用できないリソースを
必要としています。理由コード、タイプ、ロケーショ
ン、および名前で、そのリソースが識別されています。
オペレーターの応答: 理由、タイプ・コード、ロケーシ
ョン、および名前をメモしておいてください。
問題判別: リソースが使用不能である理由は、理由コー
ドで示されています。このメッセージで表示される理由
コードは、 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』 に記
述されています。リソース・タイプ・コードの説明につ
いては、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 の表 3
を参照してください。
DSNL510I

説明: VTAM からゼロ以外の戻りコードが戻されたた
め、システム会話が失敗したか、またはシステム会話を
割り振ることができません。 VTAM 戻りコードは、
「VTAM for MVS/ESA Programming for LU 6.2」に定義
されています。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害の分析について
は、「VTAM for MVS/ESA Programming for LU 6.2」
を、また理由コードについては 859 ページの『第 4 部
DB2 コード』を参照してください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害の分析について
は、「VTAM for MVS/ESA Programming for LU 6.2」
を、また理由コードについては 859 ページの『第 4 部
DB2 コード』を参照してください。

会話に関する通信は、許されません。

csect-name CONVLIMIT NEGOTIATED
FROM x TO y WITH LOCATION
locname FOR LU luname AND MODE
modename

説明: リモート・サブシステムとのモードに関して、会
話の最大しきい値が変更されます。このしきい値は、
CNOS 要求がリモート・サブシステムから受信される
か、またはリモート・サブシステムに送信された場合に
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す。理由コードの値については、「OS/390
UNIX システム・サービス プログラミング: ア
センブラー呼び出し可能サービス解説書」に説
明があります。

変更される可能性があります。その場合、しきい値を決
めるのは VTAM です。
x

y

CONVLIMIT の最新の値。指定されたモード名
について、拡張プログラム間通信
(APPC)/VTAM で示されたロケーションに対し
て、処理した最後の CNOS 要求の前に使用し
たもの。
示されたロケーションに対して示されたモード
名の現在の CONVLIMIT 値。

システムの処置:

会話に関する通信が中断されます。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

locname
CNOS 要求をローカル DB2 サブシステムに送
信した、あるいはローカル DB2 サブシステム
から CNOS 要求を受信した、リモート・シス
テムに関連するロケーション名。

システム・プログラマーの応答: エラーの説明について
は、「OS/390 UNIX システム・サービス プログラミン
グ: アセンブラー呼び出し可能サービス解説書」を参照
してください。

luname

問題判別: 「システム・プログラマーの応答」を参照し
てください。

CONVLIMIT を変更されたリモート・ロケーシ
ョンに関連する VTAM LU 名。

DSNL512I
modename
CONVLIMIT を変更された指定ロケーションの
ログオン・モード。

説明: DB2 および TCP/IP 間の通信の確立に使用した
TCP/IP ソケット呼び出しが失敗しました。

システムの処置: リモート・サブシステムに対するモー
ドの会話の最大しきい値に達すると、会話要求はキュー
に入れられます。
DSNL511I

csect TCP/IP CONVERSATION FAILED
TO LOCATION locname IPADDR=ipaddr
PORT=port SOCKET=socket RETURN
CODE=’rc’X REASON CODE=’reason’X

説明: TCP/IP ソケット呼び出しが、 rc および reason
によって識別されるエラー条件で失敗しました。
変数
csect

locname
リモート・システムに関連するロケーション
名。
ipaddr ドット 10 進形式のリモート・システムの IP
アドレス。
port

リモート・システムが使用する TCP/IP ポー
ト。

socket エラーを戻した TCP/IP ソケット呼び出し。
rc

TCP/IP が報告したエラー状態。戻りコードの
値については、「OS/390 UNIX システム・サー
ビス プログラミング: アセンブラー呼び出し可
能サービス解説書」に説明があります。

変数

説明

csect

メッセージを出した DB2 モジュールの
CSECT 名。

socket

失敗した TCP/IP ソケット呼び出しの名前。

rc

TCP/IP が報告した戻りコード。戻りコードの
値については、「OS/390 UNIX システム・サー
ビス プログラミング: アセンブラー呼び出し可
能サービス解説書」に説明があります。

reason

TCP/IP が報告した理由コード。結果コードの
値については、「OS/390 UNIX システム・サー
ビス プログラミング: アセンブラー呼び出し可
能サービス解説書」に説明があります。

|
|
|

説明
メッセージを出した DB2 モジュールの
CSECT 名。

csect TCP/IP socket FAILED WITH
RETURN CODE='rc'X AND REASON
CODE='reason'X

|
|
|

| システムの処置: DB2 は、TCP/IP 通信を確立するため
| に、周期的にソケット呼び出しを再試行します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: エラーの説明について

| は、「OS/390 UNIX システム・サービス プログラミン
| グ: アセンブラー呼び出し可能サービス解説書」を参照
してください。
v socket=SETRLIMIT で reason code=1148033C の場合
には、DB2 をスーパーユーザーとして定義してくだ

reason TCP/IP 戻りコードに関連する詳細を提供しま
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さい。DDF をスーパーユーザーにする手順について
は、DB2 インストレーション・ガイド を参照してく
ださい。

| v socket=TCPKEEPALIVE の場合、DB2 はこのソケッ
|
ト呼び出しを DB2 パラメーター・モジュール (通
|
常、DSNZPARM) に指定された TCP/IP KeepAlive 値
の結果として出します。DSNTIP5 インストール・パ
|
|
ネルの TCP/IP KEEPALIVE 値によってこの値を指定
することができます。別の方法でこの値を指定するに
|
は、 DB2 パラメーター・モジュールを構築するため
|
に使用される DSN6FAC マクロの TCPKPALV 値を
|
使用します。
|
|
|
|
|
|
|
|

この場合、処理は続行され、DB2 はソケット呼び出
しを再試行しません。DB2 が使用する TCP/IP スタ
ックに、この機能に必要なサポートが入っていること
を確認してください。入っていない場合には、DB2
パラメーター・モジュールを変更して、DB2 が
TCP/IP スタック値を上書きしないようにしてくださ
い。
v socket=GETHOSTBYADDR(ip-address) の場合、DB2
は TCP/IP GetHostByAddr ソケット呼び出しを行っ
て、指定された IP アドレスのドメイン・ネームを判
別します。ただし、呼び出しが失敗し、DB2 はドメ
イン・ネームを判別できません。DB2 は周期的にソ
ケット呼び出しを再試行します。
DDF 初期化中、DB2 はまず GetHostID ソケット呼
び出しを行って IP アドレスを判別します。戻された
IP アドレスが、選択した TCP/IP スタックの TCP/IP
プロファイルの HOME ステートメントにリストされ
た最初の IP アドレスです。この IP アドレスを検査
してください。DDF が新しい IP アドレスを獲得す
るためには、DDF を停止して、再始動しなければな
りません。
注: 戻された IP アドレスは、複数の TCP/IP スタッ
クがある場合、選択された TCP/IP スタックによ
って異なります。DB2 では、 OS/390
OpenEdition ソケットが必要で、OpenEdition がど
の TCP/IP スタックを使用するかを決定します。
OS/390 Open Editon は、ユーザーが BPXTCAFF
ユーティリティーを使って特定の TCP/IP スタッ
クを選択する方法を提供します。BPXTCAFF に
ついては、 UNIX System Services Planning,
SC28-1890 を参照してください。
DB2 はこの IP アドレスを使って GetHostByAddr ソ
ケット呼び出しを実行して、関連するドメイン・ネー
ムを判別します。DB2 が OS/390 OpenEdition 非同期
ソケット・インターフェースを使用しているため、
GetHostByAddr ソケット呼び出しは、OS/390 リゾル
バーによって処理されます。このリゾルバーは、DDF
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で使用できるリゾルバー構成情報を使用します。選択
した TCP/IP スタックのこの情報が DDF に正しく指
定されるまでは、OS/390 リゾルバーは DDF のドメ
イン・ネームを判別できません。 OS/390 アプリケー
ション (たとえば、DDF) の「リゾルバー構成ファイ
ル」の検索順序は、 OS/390 オペレーティング・シス
テムの適切なレベルの通信サーバーの、IP 構成マニ
ュアルの中にあります。
問題判別: 「システム・プログラマーの応答」を参照し
てください。
DSNL513I

csect TCP/IP GETHOSTBYNAME
FAILED WITH ERRNO=errno FOR
DOMAIN domain

説明: TCP/IP ドメイン・ネームを IP アドレスに変換
しようとしたときに、DB2 が、 TCP/IP gethostbyname
ソケット呼び出しのエラーを検出しました。
変数

説明

csect

メッセージを出した DB2 モジュールの
CSECT 名。

errno

TCP/IP が報告したエラー状態。errno の値につ
いては、「IBM TCP/IP for MVS: Application
Programming Reference」に説明があります。

domain
DB2 が IP アドレスに変換しようとしている
TCP/IP ドメイン・ネーム。 DB2 は、
SYSIBM.IPNAMES 通信データベース表の
IPADDR 列から domain の値を獲得します。
システムの処置: IPADDR 列で指定された domain を
含む SYSIBM.IPNAMES 内の行が無効です。 DDF の
始動中にこのエラーが発生した場合は、
SYSIBM.IPNAMES 内の行は無視されます。 SQL ステ
ートメントの実行中にこのエラーが発生した場合は、
SQL ステートメントは失敗して、 SYSIBM.IPNAMES
行に関連するロケーションは TCP/IP 通信に使用できな
くなります。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: エラーの説明について
は、「IBM TCP/IP for MVS: Application Programming
Reference」を参照してください。 SYSIBM.IPNAMES
内の IPADDR 列の値を訂正するか、TCP/IP で domain
を登録してください。
問題判別: 「システム・プログラマーの応答」を参照し
てください。
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ビス プログラミング: アセンブラー呼び出し可
能サービス解説書」に説明があります。

csect-name TCP/IP SERVICE serv IS
NOT DEFINED

reason TCP/IP が報告した理由コード。理由コードの
値については、「OS/390 UNIX システム・サー
ビス プログラミング: アセンブラー呼び出し可
能サービス解説書」に説明があります。

説明: TCP/IP getservbyname ソケット呼び出しが、
serv に一致する定義を見つけることができませんでし
た。
変数

説明

serv

DB2 が TCP/IP ポート番号に変換しようとす
る TCP/IP サービス名。 DB2 は、
SYSIBM.LOCATIONS 通信データベース表の
PORT 列からサービス名を獲得します。

システムの処置: 着信 DRDA 要求に使用された
TCP/IP ポートに対してこのエラーが発生した場合は、
DRDA ポート番号を使用している別の DB2 サブシステ
ムをすでに所有している CEC 上で DB2 を再始動させ
たためにエラーが発生したと考えられます。 DB2 は、
定期的に TCP/IP ポート番号の活動化の試行を続けま
す。

システムの処置: PORT 列に指定されたサービス名を
含む SYSIBM.LOCATIONS 内の行が無効です。関連す
る LOCATION を TCP/IP 通信に使用することはできま
せん。 SQL ステートメントの実行中にこのエラーが発
生した場合は、SQL ステートメントは失敗します。
ユーザーの処置:
ださい。

このエラーが DRDA 再同期ポートに対して発生した場
合は、 DB2 は、STOP DDF MODE(FORCE) と同等の
内部処理を呼び出します。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答:
てください。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

システム・プログラマーに通知し

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

システム・プログラマーの応答: serv によって指定さ
れた値が誤っている場合は、 SYSIBM.LOCATIONS 内
の PORT 列の値を訂正してください。

システム・プログラマーの応答: エラーの説明について
は、「OS/390 UNIX システム・サービス プログラミン
グ: アセンブラー呼び出し可能サービス解説書」を参照
してください。

serv によって指定された値が正しい場合は、TCP/IP で
サービス名を登録してください。

TCP/IP インスタンスに DB2 の TCP/IP ポート番号を
定義するか、ログ項目変更ユーティリティーを使用して
DB2 が使用する TCP/IP ポート番号を訂正してくださ
い。

TCP/IP サービス名では大文字と小文字が区別されるた
め、 SYSIBM.LOCATIONS 内の PORT 列は TCP/IP に
定義されたサービス名と正確に一致していなければなり
ません。

問題判別: 「システム・プログラマーの応答」を参照し
てください。

問題判別: 「システム・プログラマーの応答」を参照し
てください。

| DSNL516I
DSNL515I

csect TCP/IP BIND FOR PORT port
FAILED WITH RETURN CODE=’rc’X
AND REASON CODE=’reason’X

説明: TCP/IP インスタンスに TCP/IP ポート番号を登
録しようとしたときに、 DB2 が、TCP/IP バインド・
ソケット呼び出しに関するエラーを検出しました。
変数

説明

csect

メッセージを出した DB2 モジュールの
CSECT 名。

port

DB2 が TCP/IP インスタンスに登録しようと
する TCP/IP ポート番号。

rc

TCP/IP が報告した戻りコード。戻りコードの
値については、「OS/390 UNIX システム・サー

|
|
|
|
|
|

csect-name LANGUAGE ENVIRONMENT
SERVICES NOT AVAILABLE.CEEPIPI
ROUTINE CANNOT BE LOADED

|

説明: DB2 は、言語環境プログラム・サービスを必要
とする機能を処理するために、言語環境プログラム・イ
ンターフェース・モジュール (CEEPIPI) をロードしなけ
ればなりません。これらの 言語環境プログラム・サー
ビスは、TCP/IP ソケット呼び出し、暗号化と復号など
を行うために必要です。 CEEPIPI モジュールが
STEPLIB データ・セットや LPA ライブラリーなどのア
クセス可能なデータ・セットに含まれていない場合、
DDF は言語環境プログラムを使用できません。

|
|

システムの処置: DDF 始動は続行されますが、DDF ユ
ーザーは、言語環境プログラム・サービスを必要とする
DB2 機能を使用できません。
システム・プログラマーの応答: 言語環境プログラム・
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| ライブラリーを、 DDF STEPLIB 連結または LPA ライ
| ブラリーに追加してください。言語環境プログラム・ラ
イブラリーが DDF STEPLIB 連結にある場合は、 APF
で許可されていなければなりません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている診断項目 1 を集めてください。
DSNL517I

csect-name CEEPIPI func SERVICE
FAILED WITH RETURN CODE=rc

説明: DB2 は、言語環境プログラム CEEPIPI サービ
スを使用して、特定の TCP/IP ソケット呼び出しを出し
ます。言語環境プログラムの戻りコード 'rc' は、示され
ている言語環境プログラム機能呼び出しでは予期されて
いなかったものです。
func

DB2 によって要求される機能。 表示される可
能性のある値は、以下のとおりです。
add_entry(module-name)
言語環境プログラム PIPI の表に動的
に項目を追加します。 module-name
は、PIPI 表に追加できなかったモジュ
ールの名前です。

|
|
|

call_sub
既存の 言語環境プログラムの実行時
環境を使用して、TCP/IP ソケット呼
び出しを出すプログラムを実行しま
す。
del_sub
言語環境プログラム PIPI の表から動
的に項目を削除します。
init_sub
言語環境プログラムのサブ実行時環境
を作成します。
term

rc

言語環境プログラムの実行時環境を終
了させます。

CEEPIPI から受け取った戻りコード。

システムの処置: LE/370 要求を出すのに失敗します。
DDF の始動中にこのメッセージが出された場合は、
DDF の始動は続行されます。
SQL ステートメントの実行中にこのメッセージが出さ
れた場合は、 -904 の SQLCODE が呼び出し側のアプ
リケーションに戻されます。

| システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
| 照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている診断項目 1 を集めてください。

| OS/390 および VM 版 プログラミング・ガイド」内の
| CEEPIPI からの言語環境プログラムの戻りコードを参照
| してください。
|
|
|
|
|
|

DB2 によって要求された機能が add-entry(module-name)
だった場合には、モジュールの誤ったリンク・エディッ
トが未解決の参照を作成することがあります。リンク・
エディット問題が存在するかどうかを判別するには、
OS/390 AMBLIST ユーティリティーを、LISTLOAD と
OUTPUT=XREF を指定して実行してください。
DSNL518I

説明: DB2 は、言語環境プログラム CEEPIPI call_sub
サービスを使用して特定の TCP/IP ソケット呼び出しを
実行します。 TCP/IP ソケットの実行中に、CEEPIPI イ
ンターフェースが、発生した障害を示す情報を戻しまし
た。
erc

言語環境プログラムのエンクレーブの戻りコー
ド。

fi

1 つまたは 2 つのメッセージ ID を含む。 メ
ッセージ ID は、言語環境プログラムの条件ト
ークンから構成されます。
メッセージ ID は、以下のように構成されま
す。
v 単一メッセージ: Msg_No と組み合わされた
Facility_Id。
v 2 個のメッセージ: Class_Code と組み合わさ
れた Facility_Id、および、Cause_Code と組
み合わされた Facility_Id。

システムの処置: SQL ステートメントは失敗し、
SQLCODE -904 が戻されます。
システム・プログラマーの応答: 言語環境プログラム・
エンクレーブの戻りコードおよび条件トークンについて
は、「OS/390 言語環境プログラム OS/390 および VM
版 プログラミング・ガイド」に記載されています。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。 4.
DSNL519I

csect TCP/IP SERVICES AVAILABLE
FOR DOMAIN domainAND PORT tcpport

説明: DB2 が、DDF の始動処理中に TCP/IP の障害を
検出しました。この障害の原因を示すメッセージは
DSNL515I です。障害が検出されると、DDF は定期的
に TCP/IP を再初期設定し、リモート接続が行えるよう
にします。このメッセージは、再初期設定に成功した場
合に出されます。

| 追加情報については、「OS/390 言語環境プログラム
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csect-name LE/370 ENCLAVE FAILED
WITH RETURN CODE=erc AND
FEEDBACK=fi
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変数

説明

変数

説明

csect

メッセージを出した DB2 モジュールの
CSECT 名。

port

着信 DRDA SQL 接続要求を受け入れるために
この DB2 サブシステムが使用する TCP/IP ポ
ート番号。

着信 DRDA 接続要求を受け入れるためにこの
DB2 サブシステムが使用する TCP/IP ドメイ
ン・ネーム。

rport

着信した 2 フェーズ・コミット再同期要求を
受け入れるためにこの DB2 サブシステムが使
用する TCP/IP ポート番号。

domain

システムの処置: DDF の始動が異常終了します。

tcpport
着信 DRDA 接続要求を受け入れるためにこの
DB2 サブシステムが使用する TCP/IP ポート
番号。
システムの処置: DB2 TCP/IP ポート番号は、着信
DRDA 接続要求を受け入れるために使用することができ
ます。
DSNL520I

csect TCP/IP SERVICES AVAILABLE
FOR RESPORT port

説明: DB2 が、DDF の始動処理中に TCP/IP の障害を
検出しました。この障害の原因を示すメッセージは
DSNL515I です。この障害が検出されると、DDF は定
期的に TCP/IP を再初期設定して、 TCP/IP 再同期を行
えるようにしようとします。このメッセージは、再初期
設定に成功した場合に出されます。

DSNL522I

csect-name REQUIRED TCP/IP
SUPPORT NOT AVAILABLE

説明: TCP/IP アクセスを行う必要があるが、必要な
TCP/IP インターフェースがこのシステムで使用できな
いことが DB2 BSDS によって示されました。必要な
TCP/IP インターフェースは、OS/390 リリース 3 に付
属しています。
システムの処置: DDF の始動が異常終了します。
システム・プログラマーの応答:
とってください。

次のいずれかの処置を

v OS/390 リリース 3 以降をインストールして、必要な
TCP/IP インターフェースを使用可能にする。

変数

説明

csect

メッセージを出した DB2 モジュールの
CSECT 名。

port

着信した再同期接続要求を受け取るためにこの
DB2 サブシステムが使用する TCP/IP ポート
番号。

システムの処置: DB2 TCP/IP ポートは、着信した再同
期接続要求を受け入れるために使用することができま
す。
DSNL521I

システム・プログラマーの応答: ログ・インベントリー
変更ユーティリティー (DSNJU003) を使用して、 DB2
が使用する TCP/IP ポート番号を訂正してください。

csect-name INVALID DDF BSDS
VALUES DETECTED
(PORT=port,RESPORT=rport).

説明: DB2 が、BSDS の DDF レコード内で、TCP/IP
ポート番号として無効な値を検出しました。有効な
TCP/IP ポート番号は、次の規則に従っていなければな
りません。
v PORT がゼロ以外の数である場合、RESPORT もゼロ
以外の数でなければならない。
v RESPORT がゼロ以外の数である場合、PORT もゼロ
以外の数でなければならない。
v PORT および RESPORT には、同じ値が指定されて
いてはならない。

v ログ・インベントリー変更ユーティリティー
(DSNJU003) を使用し、DDF ステートメントで
PORT=0 および RESPORT=0 を指定することによっ
て、DB2 の TCP/IP サポートを非活動化する。
DSNL600I

RESOURCE UNAVAILABLE
CORRELATION ID=correlation-id
CONNECTION ID=connection-id LUW
ID=luw-id=token REASON=reason-code
TYPE=resource-type
LOCATION=location-name
NAME=resource-name

説明: このメッセージは、利用可能ではないリソースを
分散要求が必要とした場合に、要求側のシステムで作成
されます。
'resource-name' および 'resource-type' で識別されたリソ
ースが、示された理由コードのために、'location-name'
では利用不能でした。
correlation-id
リソースのリクエスターに関連するスレッドの
相関 ID。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は 01
〜 28) は、システム・エージェントを示しま
す。
第 12 章 DB2 メッセージ
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connection-id
リクエスターの接続 ID。
luw-id=token
スレッドの作業論理単位 ID。この ID の後に
は '=' 符号と、luw-id を入力として受け入れる
任意の DB2 コマンド内で luw-id の代わりに
使用できるトークンが続きます。
リソース・タイプおよびリソース名の説明については、
453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセージ』 のメッ
セージ DSNT500I を参照してください。
システムの処置:
ません。

この SQL ステートメントは実行でき

オペレーターの応答:
さい。

「問題判別」の項を参照してくだ

問題判別: リソースが利用不能になっている理由は、理
由コードで示されています。理由コードは、 859 ページ
の『第 4 部 DB2 コード』 で説明されています。受信
した理由コードに関して述べられている情報を集めてく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1。
DSNL700I

csect-name CDB RESOURCE
UNAVAILABLE, DEFAULTS MAY BE
USED REASON=reason TYPE=type
NAME=name

説明: このメッセージは、現在使用不能になっている
CDB が、要求された機能に必要であったことを示しま
す。 VTAM および TCP/IP パートナーとの会話の割り
振りまたは会話のしきい値の設定には、デフォルト値が
使用されます。
システムの処置: SYSIBM.MODESELECT 表が使用で
きない場合は、会話の割り振りは、VTAM デフォルト
値を使用して行われます。 SYSIBM.LUMODES 表が使
用できない場合は、VTAM デフォルト値を会話しきい
値に使用することができます。 SYSIBM.LOCATIONS、
SYSIBM.IPNAMES、SYSIBM.LULIST、または
SYSIBM.LUNAMES 表が使用できない場合は、リモート
LOCATION に会話を割り振ることはできません。
オペレーターの応答: REASON コード、TYPE コー
ド、および NAME をメモしておいてください。収集さ
れたデータの説明については、「問題判別」の項を参照
してください。
問題判別: リソースが使用できない理由は、理由コード
によって示されています。このメッセージで表示される
理由コードは、 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』
に記述されています。メッセージ DSNT500I に定義さ
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れた表を使用して、このメッセージが示すリソースの
TYPE を検索してください。
DSNL701I

CDB OBJECT object-name DOES NOT
EXIST

説明: 通信データベース (CDB) に、object-name が含
まれていません。正しくない object-name として、デー
タベース名、表スペース名、または表名が指定されてい
る可能性があります。
システムの処置:
されます。

分散データ機能 (DDF) の終了が開始

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 障害の原因を判別し、
必要なオブジェクトを定義した上で、-START DDF コ
マンドを実行してください。
問題判別: 通信データベース (CDB) の定義を印刷して
ください。
DSNL702I

CDB TABLE table-name DOES NOT
HAVE PROPER COLUMN
DEFINITIONS, COLUMN column-name IS
MISSING OR INCORRECTLY DEFINED

説明: 通信データベース (CDB) は、'tablename' に
'column-name' の定義を必要とします。現行の定義が抜
けているか、あるいは間違っています。
システムの処置:
されます。

分散データ機能 (DDF) の終了が開始

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 障害の原因を判別し、
必要な列を定義した上で、-START DDF コマンドを出
してください。
問題判別: 通信データベース (CDB) の定義を印刷して
ください。
DSNL703I

CDB TABLE table-name DOES NOT
HAVE PROPER INDEX DEFINITIONS,
INDEX index-name IS MISSING OR
INCORRECTLY DEFINED

説明: 通信データベース (CDB) は、table-name に索引
名を必要とします。現行の定義が抜けているか、あるい
は間違っています。
システムの処置:
す。
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分散データ機能 (DDF) は終了しま

DSNL704I
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 必要な索引を定義
し、-START DDF コマンドを実行してください。 DB2
インストレーション・ガイド の第 3 部を参照してくだ
さい
問題判別: 通信データベース (CDB) の定義を印刷して
ください。
DSNL704I

CDB OBJECT object-name DOES NOT
HAVE PROPER REFERENTIAL
CONSTRAINT DEFINITIONS

DSNL706I

csect-name AN ERROR HAS
OCCURRED IN DDF EXIT ROUTINE
routine

説明: DB2 による DDF 出口経路指定の呼び出しに続
いてエラーが発生しました。
変数 『routine』 は、出口経路指定の名前 (DSNLHLIx)
で、DB2 によって呼び出されます。
システムの処置: システムは失敗したデータベース・ア
クセス・エージェントを異常終了します。

説明: 通信データベース (CDB) は、'object-name' に参
照制約の定義を必要とします。現行の定義が抜けている
か、あるいは間違っています。
システムの処置: 分散データ機能 (DDF) の終了が開始
されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害の原因を判別し、
抜けている参照制約を定義した上で、-START DDF コ
マンドを出してください。 DB2 インストレーション・
ガイド の第 3 部を参照してください
問題判別: 通信データベース (CDB) の定義を印刷して
ください。
DSNL705I

CDB IS UNAVAILABLE OR
INCORRECTLY DEFINED

説明: 分散データ機能の始動時に、必要な CDB が利
用不能であったか、または間違って定義されていまし
た。
システムの処置:

DDF の終了が開始されます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前に
出された CDB 障害の原因を示すメッセージ
(DSNL700I、 DSNL701I、 DSNL702I、 DSNL703I、ま
たは DSNL704I) を参照してください。障害の原因を判
別し、エラー状態を修正した上で、-START DDF コマ
ンドを実行してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1。
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第 13 章 DSNM... メッセージ
DSNM... メッセージはすべて、IMS マスター端末オペレーター (MTO) および該当する MVS コンソール
に送信されます。
DSNM001I

IMS/TM xxxx CONNECTED TO
SUBSYSTEM yyyy

説明: これは、通知のみを目的としたメッセージです。
このメッセージで 'xxxx' として示された IMS/TM シス
テムの制御領域が、メッセージで 'yyyy' として示され
た DB2 サブシステムに、正常に接続されました。この
メッセージは、IMS/TM のマスター端末オペレーターに
送られます。
システムの処置: IMS/TM トランザクションは、DB2
リソースにアクセスすることができます。
DSNM002I

IMS/TM xxxx DISCONNECTED FROM
SUBSYSTEM yyyy RC=rc

説明: 'xxxx' で示された IMS/TM システムの制御領域
が、RC 理由コード 'rc' が原因で、 'yyyy' で示された
DB2 サブシステムから切り離されました。このメッセ
ージは、IMS/TM のマスター端末オペレーターに送られ
ます。理由コードの値は、次のとおりです。
値

説明

A

IMS/TM が正常終了している (たとえ
ば、/CKPT FREEZE コマンド)。

B

IMS/TM が異常終了している。

C

DB2 が静止の手段がとられたため終了してい
る (たとえば、DB2 静止終了コマンド)。

D

DB2 が異常終了している。

E

IMS/TM と DB2 サブシステムの間の接続が終
了しているが、両方のサブシステムは操作可能
である。

システムの処置: IMS/TM と DB2 間の接続が終了しま
す。 IMS/TM トランザクションは DB2 リソースにア
クセスできなくなります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 理由コード A、C、ま
たは E の場合、これは通知メッセージです。理由コー
ド D は、DB2 サブシステムで重大な問題が発生したこ
と、および SYS1.LOGREC を調べる必要があることを
示しています。理由コード B または D の場合は、障
害のあるサブコンポーネントを判別してください。
DB2 内にエラーがあると思われる場合は、問題の判別
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

および報告について、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 理由コードが B および D の場合は、
SYS1.LOGREC またはダンプ情報、あるいはその両方を
使用することができます。
DSNM003I

IMS/TM xxxx FAILED TO CONNECT
TO SUBSYSTEM yyyy RC=rc

説明: ('xxxx' で示された) IMS/TM システムの制御領
域を、 ('yyyy' で示された) DB2 サブシステムに接続で
きません。このメッセージは、IMS/TM マスター端末オ
ペレーターに送られます。戻りコードの 'rc' は、障害の
理由を示します。
値

説明

00

DB2 サブシステムが操作可能になっていな
い。ただし、通知メッセージはキューに入れら
れているので、この DB2 サブシステムが始動
されると、自動的に IMS/TM に接続されま
す。

04

IMS/TM と DB2 サブシステムを接続する試み
が失敗した。

システムの処置: IMS/TM トランザクションは、DB2
リソースにアクセスできません。
オペレーターの応答: 戻りコードが 00 の場合は、DB2
サブシステムを始動させてください。戻りコードが 04
の場合には、システム・プログラマーに通知してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 戻りコードが 04 の場
合は、障害分析の手順について、 DB2 ユニバーサル・
データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド
の第 4 部 (第 1 巻)を参照してください。
問題判別: 戻りコード 04 の場合には、障害の理由を示
す、IMS/TM 接続機能スナップ・レコード (code
X'5501FF') が IMS/TM ログに書き込まれます。
DSNM004I

RESOLVE INDOUBT ENTRY(S) ARE
OUTSTANDING FOR SUBSYSTEM
xxxx

説明: IMS/TM サブシステムが未確定の作業単位を解
決しようと試みましたが、 DB2 サブシステム ID'xxxx'
内に '未確定' の項目が残っています。このメッセージ

421

DSNM005I
は、IMS/TM マスター端末オペレーターに送られます。

操作でこれを削除することができます。

システムの処置: DB2 と IMS/TM サブシステムの接続
がアクティブなままになっているので、アプリケーショ
ンは DB2 リソースにアクセスすることができます。

IMS/TM 要求が有効なものである場合 (打ち切りまたは
コミットの場合) は、 IMS/TM ログ内で X'3730' (コミ
ット) または X'3801' (打ち切り) レコードを見つけて、
IMS/TM がその RRE のために行った処置を突き止め、
それと同じ処置を、 DB2 のもとで -RECOVER
INDOUBT コマンドを用いて実行しなければなりませ
ん。また、未確定状態の解決に関する障害分析について
の詳細は、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390
版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻)を
参照してください。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害分析の手順につい
ては、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版お
よび z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻)を参照
してください。 DB2 コマンド (DISPLAY THREAD お
よび RECOVER INDOUBT) を用いて、未確定の作業単
位の表示および解決を行うことができます。
問題判別: 未確定の作業単位の解決を援助するために、
DB2 ログと IMS/TM ログにリカバリー情報がありま
す。各未確定作業単位ごとに、IMS/TM 接続機能スナッ
プ・レコード (code X'5501FE') が IMS/TM ログに書き
込まれます。
DSNM005I

IMS/TM RESOLVE INDOUBT
PROTOCOL PROBLEM WITH
SUBSYSTEM xxxx

説明: DB2 サブシステム ID'xxxx' に、IMS/TM と互換
性のないプロトコルが含まれています。 DB2 の未確定
状態を解決するための処理時に、IMS/TM から不明また
は無効なリカバリー要求 (RRE) を受け取りました。こ
の要求は、DB2 によって拒否され、IMS/TM に保管さ
れています。このメッセージは、IMS/TM のマスター端
末オペレーターに送られます。
システムの処置: DB2 と IMS/TM サブシステムの接続
がアクティブなままになっているので、アプリケーショ
ンは DB2 リソースにアクセスすることができます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: IMS/TM ユーティリ
ティー DFSERA10 を用いて、IMS/TM ログから
IMS/TM 接続機能スナップ・レコード (コード
X'5501FE') を取り出してから、サポート・センターに連
絡してください。
これらのレコードには、IMS/TM から DB2 への完全な
要求が含まれています。要求タイプはオフセット X'01C'
に示されています。これは、4 文字の ID で、以下の語
のいずれかが含まれています。
'SHOW'、'IDBT'、'COMM'、または 'ABRT'。
ログ内で見つかった IMS/TM リカバリー要求 (RRE) が
無効なものである場合 ('COMM' または 'ABRT' でない
場合)、ユーザーはサポート・センターに相談の上、
IMS/TM/CHANGE SUBSYS RESET コマンドを用いて手
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問題判別: DB2 ログと IMS ログに問題の解決を助け
るための、リカバリー情報があります。各未確定作業単
位ごとに、IMS/TM 接続機能スナップ・レコード (code
X'5501FE') が IMS/TM ログに書き込まれます。
DSNM100I

SUBSYSTEM xxxx NOT AVAILABLE

説明: 'xxxx' で示された DB2 サブシステムが操作不能
と見なされたため、 DB2 サブシステムにコマンドを送
る IMS/TM コマンド機能がその機能を実行できませ
ん。
システムの処置: このコマンドでの DB2 サブシステム
への接続は失敗しました。このコマンドは拒否されま
す。
システム・プログラマーの応答: DB2 サブシステムの
操作が可能であり、DB2 内にエラーがあると思われる
場合は、問題の識別および報告について、DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。要求を出した人が、このコマンドを実行するた
めの許可を得ていなかった可能性もあります。 DB2 サ
ブシステムが操作可能でない場合、IMS/TM からの
DB2 コマンドは処理できません。
問題判別: 接続要求が失敗すると、スナップ・レコード
(X'5501FF') が IMS/TM ログに書き込まれます。
DSNM104I

xxxx COMMAND FAILED

説明: 'xxxx' で指定された DB2 コマンドを完了するこ
とができません。
システムの処置: このコマンドは出力メッセージを出さ
ずに終了しました。 IMS/TM 接続機能は、引き続きコ
マンドを受け入れます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: 異常終了のためにコマンドが失敗すると、ス
ナップ・レコード (X'5501FF') が IMS/TM ログに書き
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込まれ、 SYS1.LOGREC 情報が使用可能になります。
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第 14 章 DSNN... メッセージ
DSNN40

THE NUMBER YOU SELECTED IS
NOT A VALID SQL RETURN CODE
NUMBER

説明: DB2 HELP 内の SQL 戻りコード・メニューを
見ていたユーザーが、有効な SQL 戻りコードではない
番号を選択しました。
システムの処置: SQL 戻りコード・メニューが、引き
続き表示されます。
ユーザーの処置: 有効な SQL 戻りコード番号を選択し
て、やり直してください。
オペレーターの応答: 有効な SQL 戻りコード番号を選
択して、やり直してください。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

425

426

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

第 15 章 DSNP... メッセージ
DSNP という接頭部が付いたメッセージには、接続 ID、相関 ID、および作業論理単位 ID が含まれてい
ます。同じ接続 ID、相関 ID、および作業論理単位 ID を含むメッセージ群は、同一のユーザーに関連す
るものです。これにより、DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特定のユーザーに関連す
る活動をグループ化することが可能になります。
DSNP001I

csect - data-set-name IS WITHIN nk
BYTES OF AVAILABLE
SPACE.RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: このメッセージは、スペース不足が切迫している
ことを警告するものです。データ・スペース・マネージ
ャー (DSM) の拡張機能 CSECT 'DSNPmmmm' が、 '上
限'の量 'n' を使用して、スペース不足を検出しました。
理由コード 'rrrrrrrr' は、スペースが得られなかった理由
に関する何らかの情報を示しています。 ( 859 ページの
『第 4 部 DB2 コード』 を参照してください)。
スペースを獲得できない理由を判別するのに役立つ
DSM および VSAM メッセージが、前に出されている
ことがあります。接続 ID、相関 ID、および作業論理単
位 ID は、問題を検出したユーザーまたはアプリケーシ
ョンを示します。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字)
は、システム・エージェントを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。
システムの処置: 現在の要求のために使用できるスペー
スが十分ある場合には、処理が続行されます。そうでな
ければ、続いてメッセージ DSNP007I が出され、現行
の SQL 要求は失敗に終わります。
オペレーターの応答: DSM メッセージは、データベー
ス管理者 (DBA) またはシステム管理者に送られます。
ただし、DBA またはシステム管理者は、MVS SYSLOG
出力を得るために、オペレーターに MVS WRITELOG
オペレーター・コマンド (たとえば、'W A') を出すよう
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

に要求することがあります。この SYSLOG には、スペ
ースを割り振ることができない理由を DBA またはシス
テム管理者が判別する際に役立つ、メディア管理プログ
ラム・メッセージが含まれていることがあります。
システム・プログラマーの応答: メッセージの理由コー
ド (RC)、およびこのメッセージの前にあるアクセス方
式サービスまたは VSAM メッセージから入手できた情
報に基づいて、次のいずれかを試みてください。
v この表スペースまたは索引をこれ以上拡張する予定が
なければ、このメッセージを無視してください。
v この表スペースまたは索引がストレージ・グループ定
義のデータ・セットによって二重書きされており、こ
のデータ・セットが最大 (123) エクステントに達して
いない場合は、 ALTER STOGROUP ステートメント
を使用して、ストレージ・グループにボリューム (最
大 133 ボリュームまで) を追加してください。
v この表スペースまたは索引が、'ユーザー定義' デー
タ・セットによって二重書きされており、そのデー
タ・セットの最大 (123) エクステントに達していない
場合には、 ALTER ADDVOLUMES アクセス方式サ
ービス・コマンドを出して、追加のボリューム (最大
133 ボリュームまで) を指定してください。あるい
は、この表スペースが区分化されておらず、示された
データ・セットの高位割り振り RBA が 2GB
(2,147,483,648) 以上である場合は、次の順次部分に必
要なデータ・セットを定義してください。 (この場
合、実際には、コンソール・メッセージまたは理由コ
ードで、次の部分に必要なデータ・セットが見つから
なかったことが示されるはずです)。
v データ・セットが最大 (123) エクステントに達してい
る場合は、表スペースまたは索引を再編成して、より
大きな 1 次値および 2 次値をもつ 1 つまたは複数
のデータ・セットに編入するようにしてください。こ
の処理は、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390
版および z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻)
に記載されています。
問題判別: コンソール・メッセージ、SYS1.LOGREC
情報、および SYSLOG を調べて、この条件の理由を判
別してください。このメッセージの「オペレーターの応
答」に述べられた方法に従って、この条件の解決を試み
てください。このメッセージが IBM プログラムの問題
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DSNP002I
を示すと思われる場合は、この問題に関して以下の情報
を用意してください。
v このメッセージおよびその前後に出される可能性のあ
る関連メッセージを示す、コンソール・シート。
v (MVS WRITELOG オペレーター・コマンドを介して
入手される) システム・ログ印刷出力。ここには、関
連する VSAM メッセージ / メディア管理プログラ
ム・メッセージが示される可能性があります (通常こ
れが必要になるのは、メディア管理プログラム・サー
ビス問題が起こったことを示すメッセージまたは理由
コードがある場合だけです)。
v 問題となるデータ・セットおよび ICF カタログ自体
の特性を示す、統合カタログ機能 (ICF) カタログ・リ
スト。
v データ・セット、カタログ、VTOC 索引、および
VTOC 自体に使用できるスペースと、データ・セッ
ト・エクステント情報を示す、この要求に関連するパ
ックの VTOC リスト。
v 関連するダンプ。
v 問題発生時点またはその前後の項目を示す
SYS1.LOGREC リスト (ただし、これらの項目が関連
ダンプに示されていない場合)。
v 理由コードによっては、DB2 カタログ表に対する特
定の SQL SELECT 操作の結果が必要になることがあ
ります。( 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』 を参
照してください)。
DSNP002I

csect - DEFINE FAILED FOR
data-set-name RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: RC によって示された理由により、(CSECT
'DSNPmmmm' 内での) データ・セットの定義が失敗し
ました。 ( 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』 を参
照してください)。接続 ID、相関 ID、および作業論理
単位 ID (LUW-ID) は、問題を検出したユーザーまたは
アプリケーションを示しています。 '0nn' で始まる相関
ID ('nn' は数字) は、システム・エージェントを示して
います。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
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定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。
システムの処置: データ・スペース・マネージャー
(DSM) は、現在の SQL 要求に関連する処置を終了させ
ます。高レベルの機能が、現行の SQL 要求またはこの
要求を出したリカバリー単位を終了させることがありま
す。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、DB2 メッセージをオペレ
ーター・コンソール以外のコンソールに送るようにする
ことを検討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: 理由コードおよび (表
示されている場合には) 先行のアクセス方式サービス・
メッセージで示された問題を調べ、可能であればそれを
訂正してください。スペース不足条件が存在する場合に
は、メッセージ DSNP001I の説明を参照して、処置を
検討してください。
問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」の項を参照してください。
DSNP003I

csect - RESET FAILED FOR
data-set-name.RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: DB2 ユーティリティーによって呼び出されたデ
ータ・スペース・マネージャー (DSM) のリセット機能
が、RC で示された理由により、CSECT 'DSNPmmmm'
において失敗しました。 ( 859 ページの『第 4 部 DB2
コード』 を参照してください)。接続 ID、相関 ID、お
よび作業論理単位 ID (LUW-ID) は、問題を検出したユ
ーザーまたはアプリケーションを示しています。 '0nn'
で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、システム・エージェ
ントを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。したがって、
いくつかの DSNP 接頭部付きメッセージを走査して、
特定のユーザーに関係する活動をグループ化することが
可能になります。
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DSNP004I
システムの処置: DSM は、現行の SQL 要求に関連す
る処置を終了させます。高レベルの機能が、現行の
SQL 要求またはこの要求を出したリカバリー単位を終
了させることがあります。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、DB2 メッセージをオペレ
ーター・コンソール以外のコンソールに送るようにする
ことを検討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: 理由コードおよび (表
示されている場合には) 先行の DB2、アクセス方式サー
ビス、または VSAM のメッセージで示された問題を調
べ、可能であればそれを訂正してください。

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: DB2 は、現行の SQL 要求に関連す
る処置を終了させます。 DB2 は、現行の SQL 要求ま
たは要求を出したリカバリー単位を終了させる場合があ
ります。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、DB2 メッセージをオペレ
ーター・コンソール以外のコンソールに送るようにする
ことを検討する必要があります。

アクセス方式サービスを使用して、このデータ・セット
をいったん削除してから、再定義することが必要になる
場合があります。その前に、バックアップ・コピーを作
成することを考慮してください。 (DB2 ユーティリティ
ーを使用してコピーを作ってください。一般には、DB2
データベース・サービスのデータ・セットに対しては、
VSAM ユーティリティーは機能しません)。

システム・プログラマーの応答: 理由コードおよび (表
示されている場合には) 先行のアクセス方式サービス・
メッセージで示された問題を調べ、可能であればそれを
訂正してください。データ・セットを検査し、相応の理
由がある場合は、アクセス方式サービスを直接使用して
それを削除してください。その前に、バックアップ・コ
ピーを作成することを考慮してください。 (DB2 ユーテ
ィリティーを使用してコピーを作ってください。一般に
は、 DB2 データ・セットに対しては VSAM ユーティ
リティーは機能しません)。

問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。

問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。

DSNP004I

DSNP005I

csect - DELETE FAILED FOR
data-set-name. RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: RC で示された理由により、CSECT
'DSNPmmmm' において削除が失敗しました。 ( 859 ペ
ージの『第 4 部 DB2 コード』 を参照してください)。
接続 ID、相関 ID、および作業論理単位 ID (LUW-ID)
は、問題を検出したユーザーまたはアプリケーションを
示しています。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字)
は、システム・エージェントを示しています。
LUWID の値はスレッドに割り当てられた
logical-unit-of-work-id とそれに '=' 記号、およびトーク
ン値が続きます。これは、DB2 コマンドで
logical-unit-of-work-id の代わりに使用することができ、
使用すると、 logical-unit-of-work-id の入力として受け入
れられます。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUWID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。

csect - COULD NOT REMOVE EXCESS
VOLUMES FROM CANDIDATE LIST
OF data-set-name
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: ストレージ・グループからデータ・セットの候補
リストにボリュームが入れられましたが、一定のデー
タ・スペース・マネージャー (DSM) 操作の後で、それ
らのボリュームを CSECT 'DSNPmmmm' によって除去
することができません。接続 ID、相関 ID、および作業
論理単位 ID (LUW-ID) は、問題を検出したユーザーま
たはアプリケーションを示しています。 '0nn' で始まる
相関 ID ('nn' は数字) は、システム・エージェントを示
しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
第 15 章 DB2 メッセージ
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DSNP006I • DSNP007I
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。
これは、重大な問題ではありません。ただし、このデー
タ・セットは、その後 (SQL の ALTER STOGROUP コ
マンドにより) ストレージ・グループ内のボリューム・
リストから行われたボリュームの削除を正しく反映しな
くなります。これは、データ・セットの統合カタログ機
能 (ICF) カタログ項目に、依然としてボリューム通し番
号が入っているからです。
必要であれば、SQL SELECT を出すことによって問題
のストレージ・グループを識別し、データ・セット名の
3 番目および 4 番目の修飾子 (データベース名と表スペ
ース名) が示す表スペースまたは索引に関する情報を得
ることができます。
システムの処置:

操作が続行されます。

オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、DB2 メッセージをオペレ
ーター・コンソール以外のコンソールに送るようにする
ことを検討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの前に
出された関連の DSM メッセージおよびアクセス方式サ
ービス・メッセージを探して、追加情報を得てくださ
い。必要であれば、LISTCAT を出した後でアクセス方
式サービスの ALTER REMOVEVOLUMES コマンドを
試みて、統合カタログ機能 (ICF) カタログ内でどのボリ
ュームが 'candidate' として登録されているのか調べてく
ださい。

は、システム・エージェントを示しています。
LUWID の値は、スレッドに割り当てられた論理作業単
位 ID とそれに続く '=' 記号、およびトークン値です。
これは、DB2 コマンドで論理作業単位 ID の代わりに
使用することができ、使用すると、論理作業単位 ID の
入力として受け入れられます。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUWID を持つメッセ
ージは、同じユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: DB2 は、現行の SQL 要求に関連す
る処置を終了させます。 DB2 は、現行の SQL 要求ま
たは要求を出したリカバリー単位を終了させる場合があ
ります。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、DB2 メッセージをオペレ
ーター・コンソール以外のコンソールに送るようにする
ことを検討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。

問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。 (ただし、この場
合には VTOC または SYSLOG 情報は必要にならない
はずです。)

DSNP007I

DSNP006I

説明: データ・スペース・マネージャー (DSM) の
CSECT 'DSNPmmmm' において、拡張が失敗しました。
'data-set-name' は、拡張中のデータ・セットを示してい
ます。 RC は、拡張処理がなぜ失敗したかを示す理由
コードです。 ( 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』
を参照してください)。 '接続 ID'、'相関 ID'、および '
作業論理単位 ID' (LUW-ID) は、問題を検出したユーザ
ーまたはアプリケーションを示しています。'0nn' で始
まる相関 ID ('nn' は数字) は、システム・エージェント
を示しています。

csect - REQUIRED STOGROUP
DEFINED DATA SET NOT
AVAILABLE— data-set-name RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: このデータ・セットの共用オプションの変更に失
敗しました。 RC で示された理由により、このデー
タ・セットにアクセスすることができません。 ( 859 ペ
ージの『第 4 部 DB2 コード』 を参照してください)。
接続 ID、相関 ID、および作業論理単位 ID (LUWID)
は、問題を検出したユーザーまたはアプリケーションを
示しています。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字)
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csect - EXTEND FAILED FOR
data-set-name. RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 'LUW-ID' が '*' でない場合、
値はこのスレッドに割り当てられた '作業論理単位 ID'
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DSNP008I
で、その後に '=' 記号とトークン値が続きます。これ
は、 '作業論理単位 ID' を入力として受け入れるどの
DB2 コマンドでも '作業論理単位 ID' の代わりに使用す
ることができます。
同じ 'connection ID'、'correlation ID'、および 'LUW-ID'
をもつメッセージは、同一ユーザーに関係しています。
このため、DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査
すると、特定のユーザーに関連する活動をグループ化す
ることができます。
システムの処置: DSM は、この拡張要求に関連する処
置を終了させます。拡張が成功しなければ高レベルの機
能が処理を続行できない場合、高レベルの機能が終了す
ることがあります。この場合は、追加のコンソール・メ
ッセージまたは SQL コード、あるいはその両方が作成
されます。それ以外の場合は、レベルの機能は、拡張し
なくても、スペースの必要性を解決することができる可
能性があるので、処理は正常に続行されます。
システム・プログラマーの応答: 以下のソースからの情
報が、障害の原因を判別するのに役立ちます。

オペレーターの応答: この情報については、メッセージ
DSNP001I の「オペレーターの応答」を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: この情報については、
メッセージ DSNP001I の「システム・プログラマーの
応答」を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNP001I については、「問題
判別」を参照してください。
DSNP008I

csect- REQUIRED USER-DEFINED
DATA SET NOT
AVAILABLE—data-set-name RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: データ・スペース・マネージャー (DSM) の
CSECT 'DSNPmmmm' において、ユーザー定義のデー
タ・セットに対する以下の処置の 1 つが失敗しまし
た。

v メッセージ DSNP001I の「システム・プログラマー
応答」を参照。

v 表スペースまたは索引の作成

v コンソール・メッセージと一緒に RC 値を分析す
る。

v SQL ALTER DATABASE ステートメントの処理

v 理由コードは、このメッセージで示されたデータ・セ
ット、または拡張処理に必要な別のデータ・セットに
適用される場合がある。理由コードがデータ・セット
のアクセス障害を示す場合は、コンソール・メッセー
ジに、データ・セット名が示されています。たとえ
ば、RC が 'リソース利用不能' を示す場合、コンソー
ル・メッセージでは、利用不能なリソースが示されま
す。ほとんどの場合、出されるコンソール・メッセー
ジは、DSNT500I です。
v DISPLAY DB...RESTRICT または DISPLAY
UTIL(*)...コマンドの出力から、診断情報を取り出す。
v 結果表スペースでの拡張が失敗した場合は、 DB2 ユ
ニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 5 部 (第 2 巻) の 『データ・
セットのソート』を参照してください。
v SQL 挿入または更新に対する拡張が失敗した場合に
は、問題の識別と報告方法について、DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
v データ・セットを拡大する必要がある場合は、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) にある 『DASD
スペース不足』 を参照してください。
v 拡張機能の操作方法については、 DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガ
イド の第 5 部 (第 2 巻) にある『DASD 使用効率
の改善』を参照してください。

v 表スペースまたは索引の拡張

v SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE を指定し
た REORG TABLESPACE ユーティリティーの処理
'0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、システム・エ
ージェントを示しています。
RC によって示された理由により、1 つまたは複数のデ
ータ・セットにアクセスすることができません。 ( 859
ページの『第 4 部 DB2 コード』 を参照してくださ
い)。接続 ID、相関 ID、および作業論理単位 ID
(LUWID) は、問題を検出したユーザーまたはアプリケ
ーションを示しています。
LUWID の値はスレッドに割り当てられた
logical-unit-of-work-id とそれに '=' 記号、およびトーク
ン値が続きます。これは、DB2 コマンドで
logical-unit-of-work-id の代わりに使用することができ、
使用すると、 logical-unit-of-work-id の入力として受け入
れられます。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUWID を持つメッセ
ージは、同じユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。
メッセージで示されたデータ・セットの名前が元のデー
タ・セットの名前と異なっている (たとえば、'...A001'
ではなく '....A002' である) 場合は、新しいデータ・セ
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DSNP009I • DSNP010I
ットを作成する必要があるかもしれません。異なる名前
が示された場合は、元のデータ・セットがその限度を超
えたことを示します。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: DB2 は、現行の SQL 要求またはユ
ーティリティーに関連する処置を終了させます。DB2
が、現行の SQL 要求やユーティリティー、または要求
を出したリカバリー単位を終了させる場合があります。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、 DB2 メッセージを、オペ
レーター・コンソール以外のコンソールに送るように検
討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: 859 ページの『第 4
部 DB2 コード』にある理由コードを参照してくださ
い。戻りコードの記述では、以下の処置の 1 つを実行
する必要があることが指示されているか、または必要な
ステップが指示されています。
v データ・セットが存在しない場合には、表スペース /
索引の作成またはデータ・セットの拡張を再び試みる
前に、データ・セットを作成してください。
v データ・セットの共用オプションが正しくない場合に
は、アクセス方式サービス (AMS) を用いて、共用オ
プションを修正してください。
v 該当する AMS コマンドは、ALTER
SHAREOPTIONS です。
問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。

data-set-name
操作が実行されていたデータ・セット。
このブロック内のメッセージの接頭部は、通常は IDC
(アクセス方式サービス・メッセージ) です。ただし、
IKJ (動的割り振り) または他のシステム・サブコンポー
ネント ID の場合もあります。中に入っているメッセー
ジの説明については、該当の MVS 資料を参照してくだ
さい。
操作は、 DEFINE CLUSTER、 ALTER
ADDVOLUMES、 ALTER REMOVEVOLUMES、または
DELETE CLUSTER のいずれかです。このメッセージの
後に、1 つまたは複数の他の DSM メッセージが出さ
れ、このアクセス方式サービス要求の障害の結果として
何が起こったかが説明されます。接続 ID、相関 ID、お
よび作業論理単位 ID (LUW-ID) は、問題を検出したユ
ーザーまたはアプリケーションを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
システムの処置: 操作が続行されます。

DSNP009I

THE FOLLOWING ERROR MESSAGES
WERE RECEIVED FOR operation ON
data-set-name

DSNP010I

END OF ERROR
MESSAGES.CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: メッセージ DSNP009I および DSNP010I は、ア
クセス方式サービス (AMS) 操作に対する応答として、
DB2 のサブコンポーネントであるデータ・スペース・
マネージャー (DSM) が受けとる 1 ブロックのメッセー
ジの前と後に出されます。
operation
実行中であった特定のアクセス方式サービス操
作。
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オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、DB2 メッセージをオペレ
ーター・コンソール以外のコンソールに送るようにする
ことを検討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの後に
出される他の DSM メッセージで示される問題を解決す
る際に、この情報を役立ててください。
問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。
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DSNP011I
DSNP011I

csect - MEDIA MANAGER SERVICES
ERROR FOR
data-set-name.MMRC=cccccccc
DSMRC=ffffffff
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: MMRC は、メディア管理プログラム・サービス
から DB2 が受け取った戻りコードです。これらのコー
ドの説明については、該当の MVS 資料を参照してくだ
さい。 DSMRC は、メディア管理プログラム・サービ
スの更新機能または拡張機能のうちのどちらが失敗した
のかを示す、DSM 理由コードです。 ( 859 ページの
『第 4 部 DB2 コード』 を参照してください)。このメ
ッセージは、データ・スペース・マネージャー (DSM)
の CSECT 'DSNPmmmm' から出されます。接続 ID、相
関 ID、および作業論理単位 ID (LUW-ID) は、問題を
検出したユーザーまたはアプリケーションを示していま
す。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、システ
ム・エージェントを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。
システムの処置: DSM は、現行の SQL 要求に関連す
る処置を終了させます。高レベルの機能が、現行の
SQL 要求またはこの要求を出したリカバリー単位を終
了させることがあります。
オペレーターの応答: DSM メッセージは、データベー
ス管理者 (DBA) またはシステム管理者のいずれかに送
られます。ただし、DBA またはシステム管理者は、
MVS SYSLOG 出力を得るために、オペレーターに
MVS WRITELOG オペレーター・コマンド (たとえば、
'W A') を出すように要求することがあります。この
SYSLOG には、スペースを割り振ることができない理
由を DBA またはシステム管理者が判別する際に役立
つ、メディア管理プログラム・メッセージが含まれてい
ることがあります。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの前
に、1 つまたは複数の IEC または ICY メッセージが、
コンソールまたは SYSLOG に出されていることがあり

ます。 これらのメッセージは、生じたイベントおよび
とるべき処置を判別するために役立ちます。
問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。
DSNP012I

csect - ERROR IN ICF CATALOG
LOCATE FUNCTION FOR data-set-name
CTLGRC=cc CTLGRSN=zzzzrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: CTLGRC および CTLGRSN は、SVC 26 (ICF
カタログ検索機能) から DB2 が受け取った戻りコード
および理由コードです。この理由コードは、SVC 26 に
よって DB2 に戻される理由コードと同じ形式になって
います。この中の zzzz は、このコードをセットした
SVC 26 の CSECT の最後の 2 文字の 16 進数値で
す。 'IGG0CL' にこれらの 2 文字を書き添えると、完
全な CSECT 名になります。 rrrr の部分は、理由コー
ドの数値部分を 16 進数で表したものです。
戻りコード、および理由コードの数値部分 (rrrr) の説明
については、該当の MVS 資料のアクセス方式サービ
ス・メッセージ IDC3009I に関する説明を参照してくだ
さい。このメッセージの値は 16 進数ですが、上記の記
述では、値は 10 進数で表記されています。
接続 ID、相関 ID、および作業論理単位 ID (LUW-ID)
は、問題を検出したユーザーまたはアプリケーションを
示しています。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字)
は、システム・エージェントを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値はこのスレッドに割り当てられた '作業論理単位 ID'
で、その後に '=' 記号とトークン値が続きます。これ
は、'作業論理単位 ID' を入力として受け入れるどの
DB2 コマンドでも '作業論理単位 ID' の代わりに使用す
ることができます。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。
システムの処置: DB2 は、現行の SQL 要求に関連す
る処置を終了させます。高レベルの機能が、現行の
SQL 要求またはこの要求を出したリカバリー単位を終
了させることがあります。
システム・プログラマーの応答: カタログの戻りコード
および理由コードで示された問題を訂正してください。
問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
第 15 章 DB2 メッセージ
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DSNP013I
の「問題判別」を参照してください。
DSNP013I

INSUFFICIENT PRIMARY
ALLOCATION SPACE TO FORMAT
CONTROL PAGES IN DATA SET
data-set-name CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: データ・スペース・マネージャー (DSM) が、デ
ータ・セット定義で指定した 1 次スペース量が十分で
ないことを検出しました。最初のいくつかのページで、
必要な制御情報を形式制御することはできません。接続
ID、相関 ID、および作業論理単位 ID (LUW-ID) は、
問題を検出したユーザーまたはアプリケーションを示し
ています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
システムの処置: DSM は、現行の SQL 要求に関連す
る処置を終了させます。高レベルの機能が、現行の
SQL 要求またはこの要求を出したリカバリー単位を終
了させることがあります。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、DB2 メッセージをオペレ
ーター・コンソール以外のコンソールに送るようにする
ことを検討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: これは、表スペースま
たは索引にストレージ・グループが定義されていない場
合にしか起こりません。 (ストレージ・グループが用い
られている場合は、DB2 解釈プログラムが、強制的に
十分な大きさに初期割り振りします)。ページ・サイズの
指定値 (4KB または 32KB) と、必要な制御ページ数
(表スペースの場合は 2 ページ、索引スペースの場合は
3 ページ) の両方を調べてください。少なくとも (ペー
ジ数 × ページ・サイズ) バイトが割り振られるよう
に、 1 次割り振り値をもう一度指定してください。
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問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。
DSNP014I

IRLM MANUAL LOCK REQUEST
FAILED FOR
data-set-name.RC=rr,SC=ssssssss,
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: DB2 が、データ・セットの手動ロックを要求し
ましたが、 RC および SC で示された理由により、ロ
ックを獲得できません。 RC および SC は、IRLM か
らの戻りコードおよび理由コードです。 RC および、
SC の最初の 2 桁については、 1473 ページの『第 5 部
IRLM メッセージおよびコード』 で説明されていま
す。接続 ID、相関 ID、および作業論理単位 ID
(LUW-ID) は、問題を検出したユーザーまたはアプリケ
ーションを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 このメッセージの後に、DSNP001I または
DSNP007I が出されます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn'
は数字) は、システム・エージェントを示しています。
メッセージ DSNP014I の前にメッセージ DSNT376I を
受け取っている場合、ロック要求が失敗した原因はタイ
ムアウト条件です。それ以外の場合は、失敗の説明につ
いて、IRLM の戻りコードおよび理由コードを参照して
ください。
システムの処置: 現行の SQL またはこの要求を出した
リカバリー単位が、終了させられることがあります。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、DB2 メッセージをオペレ
ーター・コンソール以外のコンソールに送るようにする
ことを検討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: IRLM 戻りコードと理
由コードで示された問題を調べてください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNP015I
す。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
and Reference」の第 2 部を参照してください。問題判
別のための追加情報については、このメッセージの「説
明」を参照してください。

問題判別: コンソール・シートおよびダンプを用意して
ください。 GTF トレースが必要になることもありま
す。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
and Reference」の第 2 部を参照してください。問題判
別の追加情報については、このメッセージの「説明」の
項を参照してください。
DSNP015I

DSNP016I

csect - IRLM MANUAL UNLOCK
REQUEST FAILED FOR
data-set-name.RC=rr,SC=ssssssss,
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: DB2 が、データ・セットの手動アンロックを要
求しましたが、RC および SC で示された理由により、
アンロックを実行できません。 RC および SC は、
IRLM からの戻りコードおよび理由コードです。 RC お
よび、SC の最初の 2 桁については、 1473 ページの
『第 5 部 IRLM メッセージおよびコード』 で説明さ
れています。接続 ID、相関 ID、および作業論理単位
ID (LUW-ID) は、問題を検出したユーザーまたはアプ
リケーションを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
システムの処置: 現行の SQL またはこの要求を出した
リカバリー単位が、終了させられることがあります。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、 DB2 メッセージを、オペ
レーター・コンソール以外のコンソールに送るように検
討する必要があります。

|

CREATE FAILED FOR
pageset-name.RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: データ・スペース・マネージャー (DSM) におい
て、RC で示された理由により、表スペースまたは索引
スペースの作成が失敗しました。( 859 ページの『第 4
部 DB2 コード』 を参照してください)。 pageset-name
の形式は、'dbname.tiname.instance' です。この場合、
'dbname' はデータベース名で、'tiname' は表スペースま
たは索引スペース名です。
このメッセージは、障害時に進行中であった機能を示し
ます。特定の障害は、通常、先行するメッセージによっ
て示されます。接続 ID、相関 ID、および作業論理単位
ID (LUW-ID) は、問題を検出したユーザーまたはアプ
リケーションを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
システムの処置: DSM は、現行の SQL 要求に関連す
る処置を終了させます。高レベルの機能が、現行の
SQL 要求またはこの要求を出したリカバリー単位を終
了させることがあります。

システム・プログラマーの応答: IRLM 戻りコードと理
由コードで示された問題を調べてください。

オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、DB2 メッセージをオペレ
ーター・コンソール以外のコンソールに送るようにする
ことを検討する必要があります。

問題判別: コンソール・シートおよびダンプを用意して
ください。 GTF トレースが必要になることもありま

システム・プログラマーの応答: 理由コードおよび先行
のメッセージによって指摘された問題を調べ、可能であ
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DSNP017I
れは、それを訂正してください。

れは、それを訂正してください。

問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。

問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。

DSNP017I

DSNP018I

RESET FAILED FOR
pageset-name.RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: DB2 のサブコンポーネントであるデータ・スペ
ース・マネージャー (DSM) において、 RC で示された
理由により、表スペースまたは索引スペースのリセット
が失敗しました。 ( 859 ページの『第 4 部 DB2 コー
ド』 を参照してください)。 'pageset-name' の形式は
'dbname.tiname' です。ただし、'dbname' はデータベース
名であり、'tiname' は表スペースまたは索引スペースの
名前です。
このメッセージは、障害時に進行中であった機能を示し
ます。特定の障害は、通常、先行するメッセージによっ
て示されます。接続 ID、相関 ID、および作業論理単位
ID (LUW-ID) は、問題を検出したユーザーまたはアプ
リケーションを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
システムの処置: DSM は、現行の SQL 要求に関連す
る処置を終了させます。高レベルの機能が、現行の
SQL 要求またはこの要求を出したリカバリー単位を終
了させることがあります。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、DB2 メッセージをオペレ
ーター・コンソール以外のコンソールに送るようにする
ことを検討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: 理由コードおよび先行
のメッセージによって指摘された問題を調べ、可能であ
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DROP FAILED FOR
pageset-name.RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: DB2 のサブコンポーネントであるデータ・スペ
ース・マネージャー (DSM) において、 RC で示された
理由により、表スペースまたは索引スペースの除去が失
敗しました。 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』を
参照してください。 'pageset-name' の形式は
'dbname.tiname' です。ただし、'dbname' はデータベース
名であり、'tiname' は表スペースまたは索引スペースの
名前です。このメッセージは、障害時に進行中であった
機能を示します。特定の障害は、通常、先行するメッセ
ージによって示されます。接続 ID、相関 ID、および作
業論理単位 ID (LUW-ID) は、問題を検出したユーザー
またはアプリケーションを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
システムの処置: DSM は、現行の SQL 要求に関連す
る処置を終了させます。高レベルの機能が、現行の
SQL 要求またはこの要求を出したリカバリー単位を終
了させることがあります。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、 DB2 メッセージを、オペ
レーター・コンソール以外のコンソールに送るように検
討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: 理由コードおよび先行
のメッセージによって指摘された問題を調べ、可能であ
れは、それを訂正してください。
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DSNP019I
問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。
DSNP019I

csect - REALLOCATE FAILED FOR
data-set-name. RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: ALTER REMOVEVOLUMES 要求が正常に処理
されたあとで、 RC によって示された理由により、DB2
のサブコンポーネントであるデータ・スペース管理プロ
グラム (DSM) が、データ・セットの再割り振りを行う
ことができません。 ( 859 ページの『第 4 部 DB2 コー
ド』 を参照してください)。接続 ID、相関 ID、および
論理作業単位 ID (LUW-ID) は、問題を検出したユーザ
ーまたはアプリケーションを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
を、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の代わりに使用
すると、作業論理単位 ID の入力として受け入れられま
す。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
システムの処置:

操作が続行されます。

オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: このデータ・セットお
よび対応するページ・セットの部分あるいは区画は、通
常は、DB2 サブシステムで引き続き使用することがで
きます。ただし、両者をできるだけ早急に停止し、再始
動させて、割り振り制御ブロックと統合カタログ機能
(ICF) のカタログ・ボリューム・リストを同期させる必
要があります。
問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。

DSNP020I

csect-name - USER DEFINED
ATTRIBUTES INCORRECT FOR
data-set-name.RC=rrrrrrrr
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: 示されたデータ・セットは、アクセス方式サービ
ス・ユーザーによって定義されたものですが、必要な
DB2 属性を備えていません。接続 ID、相関 ID、およ
び作業論理単位 ID (LUW-ID) は、問題を検出したユー
ザーまたはアプリケーションを示しています。
LUWID の値はスレッドに割り当てられた
'logical-unit-of-work-id' とそれに '=' 記号、およびトーク
ン値が続きます。これは、DB2 コマンドで
'logical-unit-of-work-id' の代わりに使用することができ、
使用すると、'logical-unit-of-work-id' の入力として受け入
れられます。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUWID を持つメッセ
ージは、同じユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNPATS0 DSNPSCT0 DSNPSCTC DSNPRNM0
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 示されたデータ・セットに関して、処
置はとられません。エラー・コードが戻されますが、ダ
ンプはとられません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 指摘されたデータ・セ
ットを削除し、正しい属性で定義し直してください。
問題判別: 示されたデータ・セット属性に関するアクセ
ス方式サービスの LISTCAT を入手してください。デー
タ・セット定義の正しい属性については、 DB2 ユニバ
ーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理
ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照してください。
DSNP021I

csect-name EXTEND NOTIFY FAILED
FOR data-set-name, SC=ssssssss,
NOTESC=nnnnnnnn,
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: これは内部エラーです。接続 ID、相関 ID、お
よび作業論理単位 ID (LUW-ID) は、問題を検出したユ
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DSNP022I
ーザーまたはアプリケーションを示しています。

トまたはリカバリー単位が終了する可能性があります。

'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位
ID、およびその後に '=' 符号と、トークン値が続いたも
のです。これは、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の
代わりに使用することができ、使用すると、作業論理単
位 ID の入力として受け入れられます。

問題判別: コンソール・シートおよびダンプを取得して
ください。 GTF トレースが必要になることもありま
す。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
DSNP026I

同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
メッセージ DSNP021I の前にメッセージ DSNT376I を
受け取っている場合、通知要求が失敗した原因はタイム
アウト条件です。
システムの処置: 要求を出した現行 SQL ステートメン
トまたはリカバリー単位が終了する可能性があります。
問題判別: コンソール・シートおよびダンプを取得して
ください。 GTF トレースが必要になることもありま
す。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
DSNP022I

csect-name EXTEND DBET RECORDING
FAILED FOR data-set-name, RC=rrrrrrrr,
SC=ssssssss, DBETSC=nnnnnnnn,
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: これは内部エラーです。接続 ID、相関 ID、お
よび作業論理単位 ID (LUW-ID) は、問題を検出したユ
ーザーまたはアプリケーションを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位
ID、およびその後に '=' 符号と、トークン値が続いたも
のです。これは、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の
代わりに使用することができ、使用すると、作業論理単
位 ID の入力として受け入れられます。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
システムの処置:
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csect-name DATASET IS NOT
ALLOWED TO BE DELETED
data-set-name, RC=rrrrrrrr,
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: オンライン REORG の最終ステップでシャド
ー・データ・セットの終結処理を行う間に、通常の表ま
たは索引スペース・データ・セットの削除の試行が原因
で発生するエラーが検出されました。オンライン
REORG については、DB2 SQL 解説書 の第 2 部を参
照してください。接続 ID、相関 ID、および作業論理単
位 ID (LUWID) は、問題を検出したユーザーまたはア
プリケーションを示しています。 '0nn' で始まる相関
ID ('nn' は数字) は、システム・エージェントを示して
います。
LUWID の値はスレッドに割り当てられ、その後に '='
記号と、トークン値が続きます。これは、DB2 コマン
ドで LUWID の代わりに使用することができ、使用する
と、入力として受け入れられます。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUWID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。
システムの処置: 示されたデータ・セットに関しては、
いかなる処置もとられません。エラー・コードが戻され
ますが、ダンプはとられません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: これは、ユーティリティーのオンライン
REORG での内部エラーです。この情報については、メ
ッセージ DSNP001I の「問題判別」の項を参照してく
ださい。

要求を出した現行 SQL ステートメン
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DSNP027I
DSNP027I

csect-name RENAME FAILED OLD
DATASET=data-set-name, NEW
DATASET=data-set-name, RC=rrrrrrrr,
CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: データ・セット名の変更に失敗しました。接続
ID、相関 ID、および作業論理単位 ID (LUWID) は、問
題を検出したユーザーまたはアプリケーションを示して
います。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
LUWID の値はスレッドに割り当てられ、その後に '='
記号と、トークン値が続きます。これは、DB2 コマン
ドで LUWID の代わりに使用することができ、使用する
と、入力として受け入れられます。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUWID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: DB2 は、現行の SQL 要求に関連す
る処置を終了させます。 DB2 は、現行の SQL 要求ま
たは要求を出したリカバリー単位を終了させる場合があ
ります。
オペレーターの応答: このメッセージは、データベース
管理者またはシステム管理者に送られます。 MVS オペ
レーターのコンソールにこのメッセージが表示された場
合には、これらの管理者にその内容を報告してくださ
い。ご使用のシステムでは、 DB2 メッセージを、オペ
レーター・コンソール以外のコンソールに送るように検
討する必要があります。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: この情報については、メッセージ DSNP001I
の「問題判別」を参照してください。
DSNP028I

csect-name HSM RECALL FAILED FOR
DSNAME = dsn
HSMRC=rrrrrrrr,HSMRSN=ssssssss
CONNECTION ID=xxxxxxxx,
CORRELATION ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id =token

説明: このメッセージは、必要なデータ・セットが
HSM によってマイグレーションされており、このデー

タ・セットを再呼び出しする試みが失敗したため、
DB2 がこのデータ・セットにアクセスできなくなって
いることを示しています。 HSMRC および HSMRSN
フィールドを使用して、HSM 障害を判別することがで
きます。下記の「問題判別」を参照してください。接続
ID 、相関 ID、および '作業論理単位 ID' (LUW-ID)
は、問題を検出したユーザーまたはアプリケーションを
示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値はこのスレッドに割り当てられた '作業論理単位 ID'
で、その後に '=' 記号とトークン値が続きます。これ
は、'作業論理単位 ID' を入力として受け入れるどの
DB2 コマンドでも '作業論理単位 ID' の代わりに使用す
ることができます。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、シス
テム・エージェントを示しています。
システムの処置: DSM は、関連データ・セットに関す
る処置を終了させます。再呼び出し要求を出した高いレ
ベルの機能が終了することがあります。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: HSM の再呼び出しが
失敗した理由を調べてください。このメッセージの情報
を、問題の解決に役立ててください。このメッセージに
関連する追加のメッセージが、MVS コンソールに出さ
れていることがあります。
問題判別: HSMRSN が 999 である場合には、以下の
リストの説明を参照してください。
HSMRC 説明
4
HSM がアクティブでない。
8
CSA の中に MWE に使用できるストレージが
ない。
36
入力 MWE がユーザー・ストレージ内にな
い。
40
MWE のために割り振られた CSA の量を超え
ている。
100
使用された機能が無効。
その他すべての理由コード (HSMRSN) については、
「DFSMS/MVS: DFSMShsm Managing Your Own Data」
の HSM ユーザー・メッセージの説明を参照してくださ
い。 HSM ユーザー・メッセージは、このメッセージの
HSMRC フィールドの値を ARC1100I に加えることに
よって判別できます (すなわち、HSMRC=12 であれ
第 15 章 DB2 メッセージ
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DSNP030I
ば、HSM メッセージは ARC1112I になります)。
HSMRSN 理由コードは、ARC1100I メッセージで参照
されています。

| DSNP030I
|
|
|
|
|
|
|
|
|

csect-name THE CURRENT EXTENT
REACHES THE LAST VOLUME FOR
data-set-name.CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: このメッセージは、データ・セット
data-set-name が、拡張可能な最後のボリュームに達した
ことを示しています。現在のボリュームがスペースを使
い尽くした後は、さらにボリュームを追加することはで
きません。

| 接続 ID、相関 ID、および作業論理単位 ID は、問題を
| 検出したユーザーまたはアプリケーションを示します。
| '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、システム・エ
| ージェントを示しています。
|
|
|
|
|
|
|

'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値はこのスレッドに割り当てられた 作業論理単位 ID
で、その後に '=' 記号と トークン 値が続きます。これ
は、作業論理単位 ID を入力として受け入れるどの
DB2 コマンドでも 作業論理単位 ID の代わりに使用す
ることができます。

|
|
|
|
|

同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。

| v 表スペースまたは索引が SMS 管理のデータ・セット
によってサポートされている場合には、LISTCAT を
|
使って、もっとスペースのある別の SMS ストレー
|
ジ・グループを選択し、その表スペースまたは索引ス
|
ペースを新しい SMS ストレージ・グループに編成し
|
直してください。
|
| v 表スペースまたは索引が DB2 管理で、SMS 管理で
ない場合には、フリー・スペースを持つボリュームを
|
移動したり、新しいボリュームを追加して、DB2 ス
|
トレージ・グループ・ボリューム・リストを配置し直
|
してください。SQL ステートメント ALTER
|
STOGROUP ADD VOLUMES と ALTER
|
STOGROUP REMOVE VOLUMES を使い、次に、表
|
スペースまたは索引をリカバリー、または再編成して
|
ください。
|
| v 表スペースまたは索引がユーザー管理で、SMS 管理
でない場合には、データ・セットを削除して、もっと
|
スペースのあるデータ・セットを定義し直し、次に、
|
その表スペースまたは索引をリカバリー、または再編
|
成してください。
|
|
|
|
|

問題判別: ボリュームの現在のエクステント・スペース
の分散について、指定したデータ・セットの VOLUME
リストのアクセス方式サービス・プログラム LISTCAT
を獲得してください。

| 詳しくは、メッセージ DSNP001I の「問題判別」の項
| を参照してください。
DSNP031I

| 重大度: 0 (通知)
|
|
|
|

システムの処置: 現在の要求を満たすために十分なスペ
ースが現在のボリュームにある場合、DB2 は続行され
ます。そうでない場合には、メッセージ DSNP007I が
出されて、現在の SQL 要求は失敗します。

|
|
|
|
|
|

オペレーターの応答: 詳しくは、MVS WRITELOG オ
ペレーター・コマンド (たとえば、'W A') を出して、
MVS SYSLOG 出力を入手してください。この
SYSLOG には、スペースを割り振れない原因を判別す
る助けになる、VSAM またはメディア管理メッセージ
が含まれていることがあります。

|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: このメッセージの前に
表示されるアクセス方式サービス・プログラムまたは
VSAM メッセージにどのような情報があるかに応じ
て、以下のことを試してみてください。
v この表スペースまたは索引をこれ以上拡張する予定が
なければ、このメッセージを無視してください。
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csect-name CURRENT SPACE HAS cc
EXTENTS FOR data-set-name.THE
MAXIMUM EXTENTS WITH DFSMS
vv.rr IS mm.CONNECTION-ID=xxxxxxxx,
CORRELATION-ID=yyyyyyyyyyyy,
LUW-ID=logical-unit-of-work-id=token

説明: このメッセージは、データ・セット
data-set-name がエクステントのほぼ最大数に到達したこ
とを示しています。最大数は、mm で示されます。現在
のボリュームがスペースを使い尽くした後は、さらにボ
リュームを追加することはできません。
現在の DFSMS のバージョンとリリースは、vv と rr
によって示されます。
接続 ID、相関 ID、および作業論理単位 ID は、問題を
検出したユーザーまたはアプリケーションを示します。
'0nn' で始まる相関 ID ('nn' は数字) は、システム・エ
ージェントを示しています。
'*' の LUW-ID は、スレッドが LUW-ID をもっていな
いことを示しています。 LUW-ID が '*' でない場合、
値は、このスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに '=' 符号と、トークン値が続きます。これ
は、作業論理単位 ID を入力として受け入れるどの
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DB2 コマンドでも作業論理単位 ID の代わりに使用す
ることができます。
同じ接続 ID、相関 ID、および LUW-ID をもつメッセ
ージは、同一ユーザーに関連しています。このため、
DSNP 接頭部付きの複数のメッセージを走査すると、特
定のユーザーに関連する活動をグループ化することがで
きます。
重大度:

問題判別: エクステント・スペース分散について、指定
したデータ・セットの VOLUME リストのアクセス方式
サービス・プログラム LISTCAT を獲得してください。
詳しくは、メッセージ DSNP001I の「問題判別」の項
を参照してください。

0 (通知)

システムの処置: DB2 は続行されます。必要なときに
表スペースまたは索引スペースが拡張できないと、メッ
セージ DSNP007I が出され、現在の SQL 要求は失敗し
ます。
オペレーターの応答: 詳しくは、MVS WRITELOG オ
ペレーター・コマンド (たとえば、'W A') を出して、
MVS SYSLOG 出力を入手してください。この
SYSLOG には、スペースを割り振れない原因を判別す
る助けになる、VSAM またはメディア管理メッセージ
が含まれていることがあります。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの前に
表示されるアクセス方式サービス・プログラムや
VSAM メッセージにある情報を基に、次のいずれかの
処置を試してみてください。
v この表スペースまたは索引をこれ以上拡張する予定が
なければ、このメッセージを無視してください。
v 表スペースまたは索引が DB2 管理であり、エクステ
ントの最大数にまだ達していない場合には、指定した
データ・セットに対するアクセス方式サービス・プロ
グラム LISTCAT を獲得して、エクステンションがど
のように分散されているのかを確認してください。そ
の後の選択肢には以下のものがあります。
– 小さなエクステントが複数ある場合には、SQL ス
テートメント ALTER TABLESPACE SECQTY を
使って、もっと大きな 2 次スペース割り振り数量
に変更します。
– そうでない場合は、ALTER STOGROUP ステート
メントを使って、ストレージ・グループにボリュー
ムを追加します (最大 133 ボリュームまで)。
v 表スペースまたは索引がユーザー管理であり、エクス
テントの最大数にまだ達していない場合には、アクセ
ス方式サービス・プログラム・コマンド ALTER
ADDVOLUMES を出して、追加のボリュームを提供
してください (最大 59 ボリュームまで)。
v データ・セットが最大エクステントに達している場合
は、表スペースまたは索引をリカバリーあるいは再編
成して、もっと大きな 1 次値と 2 次値を持つデー
タ・セット (1 つまたは複数) に編入するようにして
ください。この処理は、DB2 ユニバーサル・データ
ベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第
2 部 (第 1 巻) に記載されています。
第 15 章 DB2 メッセージ
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第 16 章 DSNR... メッセージ
以下の通知メッセージは、DB2 の再始動処理での進ちょく状況を示しています。
DSNR001I

RESTART INITIATED

説明: このメッセージは、始動における再始動処理の開
始を定めるものです。間もなく再始動フェーズが、開始
されます。これらのフェーズは、前の終了時点で存在し
ていた操作環境を復元したり、 DB2 管理のリソースを
整合状態に戻すために必要なリカバリー処理を実行した
りするために必要です。
DSNR002I

RESTART COMPLETED

説明: このメッセージは、始動過程の再始動処理が完了
したことを示すものです。
DSNR003I

RESTART...PRIOR CHECKPOINT
RBA=xxxxxxxxxxxx

説明: このメッセージは、再始動処理の第 1 フェーズ
が進行中であることを示し、さらに再始動処理が初期リ
カバリー情報を得るために用いるチェックポイントのロ
グ位置指定 RBA を ('xxxxxxxxxxxx' で) 表していま
す。
DSNR004I

RESTART...UR STATUS COUNTS IN
COMMIT=nnnn, INDOUBT=nnnn,
INFLIGHT=nnnn, IN ABORT=nnnn

説明: このメッセージは、再始動処理の第 1 フェーズ
が完了したことを示しています。 各カウントは、作業
単位の数を示しています。この作業単位は、前の DB2
終了時に、次のような実行状態であったものです。つま
り、 (DB2 リソースの整合性を保つために) 今回の再始
動処理中、または (ユーザーによって) 再始動処理の終
了時に、なんらかのリカバリー処置を実行する必要があ
った作業単位をさします。 IN COMMIT、INDOUBT、
INFLIGHT、および IN ABORT のカウントにより、再
始動の残りの 2 つのフェーズ (順方向リカバリーおよび
逆方向リカバリー) を実行するのに必要な時間を割り出
すことができます。 POSTPONED ABORT UR のカウ
ントにより、 -RECOVER POSTPONED 処理を実行する
のに必要な時間を割り出すことができます。
IN COMMIT カウントは、開始されているが、コミット
処理のフェーズ 2 が完了していない作業単位の数を示
しています。これらについては、コミット処理を完了さ
せるために、順方向リカバリーを実行しなければなりま
せん。
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INDOUBT カウントは、コミット処理のフェーズ 1 と
フェーズ 2 の中間で中断されている作業単位の数を表
しています。これらについては、順方向リカバリーを実
行して、変更したリソースが、未確定状態を解決するま
で、確実に使用不能となるようにする必要があります。
INFLIGHT カウントは、コミット処理のフェーズ 1 も
完了しておらず、かつバックアウト処理も開始されてい
ない作業単位の数を表しています。これらについては、
それによって変更されたリソースを以前の整合状態に復
元するために、逆方向リカバリーを実行しなければなり
ません。
IN ABORT カウントは、バックアウト処理中であった
作業単位の数を表しています。これらについては、それ
によって変更されたリソースを以前の整合状態に復元す
るために、逆方向リカバリーを実行しなければなりませ
ん。
POSTPONED ABORT カウントは、バックアウトが前の
再始動プロセスで延期され、この再始動プロセスの前に
なかった数を示します。これらについては、再始動の完
了後に、 -RECOVER POSTPONED コマンドで逆方向リ
カバリーを行って、修正したリソースを前のつじつまの
合った状態に復元させる必要があります。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNRRCSR
DSNR005I

RESTART...COUNTS AFTER
FORWARD RECOVERY IN
COMMIT=nnnn, INDOUBT=nnnn

説明: このメッセージは、順方向リカバリー再始動フェ
ーズの完了を示しています。各カウントは、このフェー
ズでリカバリー処置を完了させることができなかった作
業単位の数を示しています。一般に、IN COMMIT 状態
の作業単位は、何らかのサブコンポーネントのリカバリ
ー処置が完了していないことが原因で、そのままの状態
となっています。 INDOUBT 状態の作業単位は、コミ
ット調整プログラムとしての役割を果たすサブシステム
との接続が行われるまで、そのままの状態となります。
オペレーターの応答: 処置は不要です。ただし、ご使用
のシステムで定義した、一定の時間が経過したあとでも
この条件が解消されない場合を除きます。リソースがオ
ンライン化されると、リカバリー処置が開始されます。
未確定の解決は、サブシステムの再接続処理の一部とし
て開始されます。
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DSNR006I
DSNR006I

RESTART...COUNTS AFTER
BACKWARD RECOVERY
INFLIGHT=nnnn, IN ABORT=nnnn,
POSTPONED ABORT=nnnn

説明: このメッセージは、逆方向リカバリー再始動フェ
ーズの完了を示しています。各カウントは、このフェー
ズでリカバリー処置を完了させることができなかった作
業単位の数を示しています。
再始動中に、INFLIGHT あるいは IN ABORT UR がバ
ックアウトを完了しない場合は、それらは POSTPONED
ABORT 状況に変換され、INFLIGHT および IN
ABORT カウントはゼロになります。 POSTPONED
ABORT カウントは、(今回あるいは直前の再始動から
の) バックアウト作業がまだ残っている UR の数を示し
ます。
DB2 再始動の完了後すぐに、POSTPONED ABORT UR
のバックアウト作業はユーザーが (-RECOVER
POSTPONED コマンドを使用して) 完了させる必要があ
ります。

内部: いずれかのユーザーのために実
行されているシステム・サービス。

S

サブシステム: CICS または IMS/VS
のいずれかの接続サブシステムから開
始された作業。

CONID 関連 UR の接続 ID。バッチ接続は、他の接続
とは関連しません。同じ ID をもつサブシステ
ム接続は、同じサブシステムから開始された
UR を示しています。
CORRID
相関 ID。サブシステム接続内で固有であり、
UR を特定の CICS または IMS/VS トランザ
クションに関連付けます。
AUTHORIZATION ID
この UR が作成されるオブジェクトとなった
ユーザーの許可 ID。
PLAN

UR に割り振られたプランの名前。

S

UR の再始動状況。 DB2 がダウンになったと
き、UR は次のいずれかの状況になっていまし
た。

このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNRRAUB
オペレーターの応答: ご使用のシステムで定義した一定
時間が経過したあとでこの条件が解消されない場合を除
き、処置は不要です。リソース収集がオンライン化され
ると、リカバリー処置が開始されます。
DSNR007I

I

A

INABORT。UR は、打ち切りの'完了
必須'フェーズにありましたが、まだ完
了していません。

C

INCOMMIT。UR は、コミットの'完了
必須'フェーズにありましたが、まだ完
了していません。

D

INDOUBT。UR はコミットの第 1 フ
ェーズを完了させましたが、 DB2 は
第 2 フェーズの指示を受け取ってい
ません。この UR を覚えておいて、
所有サブシステムが再接続されたとき
に解決できるようにしておかなければ
なりません。

F

INFLIGHT。UR はコミットの第 1 フ
ェーズを完了しておらず、バックアウ
トされます。

P

POSTPONED ABORT: UR はバックア
ウトをまだ完了していなかった。
-RECOVER POSTPONED コマンドを
出して、DB2 再始動の外でバックア
ウトを完了する必要があります。

RESTART...STATUS TABLE

説明: このメッセージは、再始動フェーズの後で、リカ
バリー単位 (UR) の状況を示す表に先行して出されま
す。このメッセージおよび表と一緒に、ネストされた各
フェーズの後にメッセージ DSNR004I、 DSNR005I、ま
たは DSNR006I が出されます。現行状況再作成フェー
ズの終わりに、処理が必要な UR の状況が示されま
す。順方向リカバリーおよびバックアウト・フェーズの
終わりには、処理が必要であったにもかかわらず処理さ
れなかった UR のみの状況が示されます。この表は、
DB2 がダウンになった時点でアクティブであった UR
の識別、および DB2 をアップするために必要なログ範
囲の判別に役立ちます。
この表の形式は、以下のとおりです。
T CONID CORRID AUTHORIZATION ID PLAN S URID DAY TIME

ここで、各列には以下の情報が含まれています。
T

UR ID。すなわち、この作業単位の初めのログ
RBA。これは、再始動時にこの UR を処理す
るために必要な最初の RBA です。

DAY

'ddd' 形式による UR の作成日付。これは、ア
プリケーションの最初の SQL ステートメン

接続タイプ。可能な値は次のとおりです。
B
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DSNR009I • DSNR014I
ト、またはコミット点以降の最初の SQL ステ
ートメントが実行されたおおよその時刻です。
TIME

'hh mm ss' 形式による UR の作成時刻。これ
は、アプリケーションの最初の SQL ステート
メント、またはコミット点以降の最初の SQL
ステートメントが実行されたおおよその時刻で
す。

このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNRUDIS
DSNR009I

STORAGE IS NOT AVAILABLE FOR
THE UR DISPLAY TABLE, THE SIZE
REQUESTED = xxxx, STORAGE
MANAGER REASON CODE = yyyyyyyy

説明: 回復可能 UR (RURE) 表示表 (DSNDRUDT) の
作成の際に、使用できるストレージが不十分でした。
システムの処置: システムの再始動が続行されますが、
RESTART...STATUS TABLE は表示されません。
システム・プログラマーの応答: DB2 の再始動を再開
する前に、ssnmMSTR アドレス・スペースの領域サイズ
を大きくしてください。
オペレーターの応答: コンソール出力を保管して、シス
テム・プログラマーに通知してください。
問題判別: 要求されるサイズは、それぞれのリカバリー
単位 (UR) につき約 110 バイトです。処理する UR の
合計数を決めるには、メッセージ DSNR004I を参照し
てください。その後で、DSNR009I ヘッダーから
00E2xxxx 理由コードを入手してください。これらの 2
つの数値をもとに、ストレージ不足の理由を判別してく
ださい。
DSNR010I

AN ERROR OCCURRED IN THE
RURE STATUS TABLE
SORT/TRANSLATE MODULE
(DSNRUSOR), THE ERROR LOCATION
CODE = xxxx

説明: RURE 表示表の処理に誤りがありました。次の
いずれかの ERROR LOCATION CODES により、モジ
ュールが実行しようとしていた機能が示されています。
X'0001' モジュールへの入り口のトレース
X'0002' 回復可能 UR 表示表のソート
X'0003' 回復可能 UR 表の変換
X'0004' 表示のための STORE CLOCK 値の変換
X'0005' モジュールからの出口のトレース
システムの処置: システムの再始動が続行されますが、
RESTART...STATUS TABLE は表示されません。
システム・プログラマーの応答:

メッセージ中のエラ

ー・コードを使用して、問題記述を埋めてください。
オペレーターの応答: コンソール出力を保管して、シス
テム・プログラマーに通知してください。
問題判別: ERROR CODE に問題区域が示されている
ので、これを問題を記述する場合に利用してください。
エラー発生時点の PSW およびモジュールを含むレコー
ドが、SYS1.LOGREC に追加されています。このエラー
は、何らかのアプリケーション・プログラム・チェック
を表しています。
DSNR011I

AN ERROR OCCURRED IN THE
RURE STATUS TABLE DISPLAY
MODULE (DSNRUDIS), THE ERROR
LOCATION CODE = xxxx

説明: RURE 表示表の処理に誤りがありました。次の
いずれかの ERROR LOCATION CODES により、モジ
ュールが実行しようとしていた機能が示されています。
X'0001' モジュールへの入り口のトレース
X'0002' 表示表のヘッダーの作成
X'0003' 表示表の項目の作成
X'0004' 表を表示するための DSNRWTO の呼び出し
X'0005' モジュールからの出口のトレース
X'0006' メッセージ・テキストの入手
システムの処置: システムの再始動が続行されますが、
RESTART...STATUS TABLE は表示されません。
システム・プログラマーの応答: メッセージ中のエラ
ー・コードを使用して、問題記述を埋めてください。
オペレーターの応答: コンソール出力を保管して、シス
テム・プログラマーに通知してください。
問題判別: ERROR CODE で問題区域が示されている
ので、これを問題記述の中で利用してください。値
DSNRUDIS、およびエラー発生時点の PSW と CSECT
を含むレコードが、 SYS1.LOGREC に追加されていま
す。このエラーは、何らかのアプリケーション・プログ
ラム・チェックを表しています。
X'0006' 以外のエラー・コードは、何らかのアプリケー
ション・プログラム・チェックを示しています。コード
X'0006' は、表テキストを探していたときにエラーが発
生したことを示しています。 DSNRUDIS のトレース項
目には、テキストの入手要求からの戻りコードおよび理
由コードが含まれています。この情報を使用して、問題
を記述してください。
DSNR014I

EXCLUDED RURE TABLE

説明: これは条件付き再始動のために迂回されている
RURE のリストです。これらの RURE は、迂回された
フェーズで処理されることになっていたか、あるいはロ
グ範囲の外にあったかのいずれかです。
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DSNR015I
表見出しの形式は、次のとおりです。表の列の説明につ
いては、メッセージ DSNR007I を参照してください。

DSNR017I

T CONID CORRID AUTHORIZATION ID PLAN S URID DAY TIME

システムの処置:
DSNR015I

再始動が継続されます。

THE CHKPTRBA xxxxxxxxxxxx
SPECIFIED IN THE CRCR IS INVALID

説明: 条件付き再始動制御レコード (CRCR) で指定さ
れたチェックポイント RBA が、使用可能でなかった
か、あるいは開始チェックポイント・レコードでありま
せん。
システムの処置: 再始動は、理由コード '00D99001' で
異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマーの応答: CRESTART 制御ステ
ートメントで STARTRBA または ENDRBA、あるいは
その両方を指定することにより、ログ・インベントリー
変更ユーティリティーが適切な RBA を選択するように
してください。
問題判別: ログ・マップ印刷を用いて、完全なチェック
ポイント・レコード・キューを印刷してください。この
キューからチェックポイント RBA を選択するか、ある
いはログ・インベントリー変更ユーティリティーに選択
を行わせてください。
DSNR016I

STARTRBA xxxxxxxxxxxx VALIDATION
FAILED

説明: STARTRBA からの走査で、完全なログ・レコー
ドを見つけることができません。ログ全体を走査しても
完全なレコードが見つからなかったか、あるいはロギン
グ・マネージャーが無効なログ・レコードを検出したか
のいずれかです。ロギング・マネージャーは、不良のロ
グ・レコードを示すエラー・メッセージをコンソールに
送信します。

説明: 再始動手順で、始動の第 1 フェーズだけが完了
されました。この部分的再始動時に表示される状況は、
条件付き再始動制御レコード (CRCR) を作成するために
使用できます。
システムの処置: 再始動は異常終了します。
システム・プログラマーの応答: 次の再始動時にこの再
始動制御レコードが再使用されないようにするために、
現在の再始動制御レコードを取り消さなければなりませ
ん。ログ・インベントリー変更ユーティリティーの
CRESTART CANCEL オプションを使用するか、新しい
再始動制御レコードを作成するかしてください。新しく
再始動制御レコードが作成されると、前のレコードは自
動的に取り消されます。
DSNR018I

システム・プログラマーの応答: DSN1LOGP を用い
て、再始動に使用する STARTRBA を判別してくださ
い。リカバリー管理プログラムは、有効なログ・レコー
ドの始まりを検索するための起点として、 STARTRBA
を使用します。

csect-name RESTART...BACKWARD
RECOVERY PROCESSED FROM RBA
ffffffffffff TO RBA tttttttttttt

説明: このメッセージは、延期されたバックアウト処理
が要求された時に、RESTART の逆方向フェーズ中に処
理されたログの範囲を示しています。処理は、RBA
ffffffffffff の LR から始まり、逆方向に RBA tttttttttttt の
LR へと進められました。
システムの処置: このメッセージの後には、メッセージ
DSNR006I および DSNR007I が続きます。前者は、な
んらかのバックアウト作業が延期された UR の数を示
します。後者は、延期された打ち切り UR を示しま
す。延期された打ち切り UR のためのバックアウト処
理を完了させるために処理する必要があるログの量は、
RESTART の逆方向処理中に到達した RBA (RBA
tttttttttttt) と、延期された打ち切り UR の URID を比較
することによって計算できます。
DSNR020I

システムの処置: 再始動は異常終了します。
オペレーターの応答: ロギング・マネージャーのメッセ
ージ番号を記録して、システム・プログラマーに通知し
てください。

RESTART IS BEING TERMINATED
BECAUSE OF CSRONLY
SPECIFICATION IN CRCR

csect-name START MEMBER member,
OR REPLY 'NO' OR 'QUIESCED'

説明: グループの再始動時に、このメッセージを出して
いるグループ・メンバーが、メンバー member の BSDS
にアクセスしようとしましたが、 BSDS にアクセスで
きなかったか、またはそのメンバーが最後に始動されて
からログ・インベントリー変更ユーティリティーが、
BSDS が変更されていることを発見したかのどちらかで
す。どちらの場合も、この DB2 はメンバー member の
対等再始動を実行することはできません。
グループの再始動を続行するには、示されたメンバーを
始動しなければなりません。
他のメンバーを始動することができない場合、このメッ
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DSNR021I
セージに 'NO' と応答すると、このグループの再始動を
終了させることができます。このメッセージに 'NO' と
応答すると、この DB2 は理由コード 00D900E1 で終了
します。このグループ再始動に加わっている残りのすべ
てのメンバーについても、このメッセージに 'NO' と応
答する必要があります。

場合、このメッセージが 2 回出されます。1 回は SCA
リカバリーのため、2 回目は保存ロックのリカバリーの
ためです。

最後に開始した時に、示されたメンバーが静止していた
ことが確かである場合、すなわち、このメンバーが
-STOP DB2 MODE (QUIESCE) コマンドで停止され、
未確定のリカバリー単位も、再同期の分散責任も担って
いないことが確かであれば、このメッセージに
'QUIESCED' と応答することができます。このメッセー
ジに 'QUIESCED' と応答すると、メッセージ DSNR030I
が出され、示されたメンバーから、ログを使用せずにグ
ループの再始動が続行することが示されます。

DSNR022I

システムの処置: このグループ・メンバーは、示された
メンバーの始動、またはこのメッセージに対する正しい
応答を待機します。

システムの処置: このサブシステムは、それ自体のサブ
システムの次の再始動フェーズを続行します。

v 示されたメンバーを始動すると、グループの再始動は
続行します。

DSNR023I

v 応答が 'NO' のとき、この DB2 は理由コード
00D900E1 で終了します。
v 応答が 'QUIESCED' のとき、示されたメンバーのロ
グを使用せずにグループの再始動が続行されます。
DSNR021I

csect-name DB2 SUBSYSTEM MUST
PERFORM GROUP RESTART FOR
PEER MEMBERS

説明: この DB2 サブシステムが、共用連絡域 (SCA)
またはデータ共用グループにある非開始メンバーの保存
ロックのどちらかをリカバリーするには、グループ再始
動フェーズを実行しなければなりません。
このメッセージは、対等メンバーのグループ再始動処理
の始まりをマーク付けします。メッセージ DSNR023I
と DSNR024I、またはメッセージ DSNR025I と
DSNR026I が、この DB2 サブシステムによって処理さ
れる各対等メンバーごとに出されます。メッセージ
DSNR022I は、対等メンバーのグループ再始動処理の終
わりをマーク付けします。
この DB2 メンバーがグループ再始動プロセスに入る前
にメッセージが出されます。グループの再始動プロセス
は、始動しているためこのグループの再始動に関係して
くるすべてのグループ・メンバー間で同期が取られま
す。他のメンバーとこの DB2 との同期を取った後に
は、対等処理は不要になる場合があります。この場合、
このメッセージのすぐ後にメッセージ DSNR022I が出
されます。

システムの処置: サブシステムは、グループの再始動処
理を開始します。
csect-name DB2 SUBSYSTEM HAS
COMPLETED GROUP RESTART FOR
PEER MEMBERS

説明: この DB2 サブシステムは、前にメッセージ
DSNR021I を出しており、グループの再始動フェーズを
完了して、データ共用グループ内の始動していない
DB2 メンバーの共用連絡域 (SCA) または保存ロックを
リカバリーしました。

csect-name GROUP RESTART
INITIATED TO RECOVER THE SCA
FOR GROUP MEMBER membname

説明: このメッセージを出した DB2 サブシステムは、
データ共用グループのまだ始動していないメンバー
membname の共用連絡域 (SCA) をリカバリーするた
め、グループの再始動フェーズを実行しています。
示されたメンバーの SCA をリカバリーするグループ再
始動フェーズが完了した後、このメッセージの後に続い
てメッセージ DSNR024I が出されます。
システムの処置: サブシステムは、グループの再始動プ
ロセスを続けます。
DSNR024I

csect-name GROUP RESTART
COMPLETED TO RECOVER THE SCA
FOR GROUP MEMBER membname

説明: このメッセージを出した DB2 サブシステムは、
グループの再始動フェーズを完了し、データ共用グルー
プのメンバー membname の共用連絡域 (SCA) をリカバ
リーしました。
メッセージ DSNR021I および DSNR023I が出された場
合にだけ、このメッセージが出されます。
システムの処置: サブシステムは、グループの再始動プ
ロセスを続けます。

SCA と保存ロックの両方をリカバリーする必要がある
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DSNR025I
DSNR025I

csect-name GROUP RESTART
INITIATED TO RECOVER RETAINED
LOCKS FOR GROUP MEMBER
membname

説明: このメッセージを出した DB2 サブシステムは、
データ共用グループのまだ始動していないメンバー
membname の保存ロックをリカバリーするため、グルー
プの再始動フェーズを実行しています。
示されたメンバーの保存ロックをリカバリーするグルー
プ再始動フェーズが完了した後、このメッセージの後に
続いてメッセージ DSNR026I が出されます。
システムの処置: サブシステムは、グループの再始動プ
ロセスを続けます。
DSNR026I

csect-name GROUP RESTART
COMPLETED TO RECOVER
RETAINED LOCKS FOR GROUP
MEMBER membname

# DSNR031I
#

csect-name PROCESSING LOG
RECORD AT RBA rba1 TO RBA rba2

説明: このメッセージは、再始動の順方向および逆方向
処理フェーズ中定期的に出されます。このメッセージ中
で示された RBA を使って、再始動のフェーズの進行を
モニターすることができます。
順方向処理は、メッセージ DSNR004I とメッセージ
DSNR005I との間で行われます。順方向処理時には、ロ
グが順方向で読み取られます。
逆方向処理は、メッセージ DSNR005I とメッセージ
DSNR006I との間で行われます。逆方向処理時には、ロ
グは逆方向に読み取られ、最も古い作動中または打ち切
り中の UR の URID と適合する RBA で、読み取りを
停止します。
rba1 は、現在処理されているログ・レコードの RBA
です。rba2 は、再始動のこのフェーズで読み取られる
最後のログ・レコードの RBA です。
システムの処置: DB2 再始動が続行されます。

説明: このメッセージを出した DB2 サブシステムは、
グループの再始動フェーズを完了し、メンバー
membname の保存ロックをリカバリーしました。

ユーザーの処置: これは、通知のみを目的としたメッセ
ージです。

メッセージ DSNR021I および DSNR025I が出された場
合にだけ、このメッセージが出されます。

DSNR032E

システムの処置: サブシステムは、グループの再始動プ
ロセスを続けます。
DSNR030I

csect-name WILL CONTINUE WITHOUT
THE member MEMBER'S LOG, REPLY
'YES' OR 'NO'

説明: メッセージ DSNR020I に対する応答は、
'QUIESCED' でした。このメッセージは、示されたメン
バーから、ログを使用せずに グループの再始動が続け
られることを知らせるものです。
最後に開始した時に、示されたメンバーが静止していた
ことが確かである場合、すなわち、このメンバーが
-STOP DB2 MODE (QUIESCE) コマンドで停止され、
未確定のリカバリー単位も、再同期の分散責任も担って
いないことが確かであれば、'YES' と応答してくださ
い。そうでない場合は、'NO' と応答してください。
システムの処置: このグループ・メンバーは、このメッ
セージに対する正しい応答を待機します。
v 応答が 'YES' のとき、示されたメンバーのログを使用
せずにグループの再始動が続行されます。
v 応答が 'NO' のとき、メッセージ DSNR020I が出さ
れ、別の応答を入力することができます。
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csect-name DB2 IS STARTING AT
RELEASE LEVEL code-level-1, WHICH
IS NOT COMPATIBLE WITH RELEASE
LEVEL code-level-2

説明: 開始しようとした DB2 が適当なコード・リリー
スでないか、正しいフォールバック / 共存 SPE が適用
されていません。
code-level-1 および code-level-2 は、以下を示す 3 桁の
数字ストリングです。
v 版
v リリース
v 修正レベル
code-level-1
開始 DB2 の現行のリリース・レベル。
code-level-2
次のいずれかです。
v データ共用以外の環境では、この DB2 の開
始に使用した最新のリリース。
v データ共用環境では、データ共用グループ内
のすべての DB2 の開始に使用した最新のリ
リース。これは、グループ・リリース・レベ
ル と呼びます。
このメッセージは、次の状況において出されます。
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DSNR033E

v 開始した DB2 に、高いリリース・レベルにあるデー
タ共用グループ内で開始するための適切な共存 SPE
が存在しない。

システム・プログラマーの応答: より高いリリース・レ
ベルの DB2 を始動する場合は、グループ内のアクティ
ブな全メンバーに、適切な SPE を適用しなければなり
ません。より低いリリース・レベルの DB2 を始動する
場合は、開始プロシージャーが正しいロード・ライブラ
リーのセットを示していなければなりません。

v 開始した DB2 のレベルが、現行のグループ・リリー
ス・レベルとの共存をサポートしていないリリース・
レベルである。

SPE を必要とする事項の詳細については、プログラム・
ディレクトリーまたは予防サービス・プラン (PSP) の更
新を参照してください。

システムの処置:
します。

DSNR034E

v 開始した DB2 が以後のリリースからフォールバック
しており、適切なフォールバック SPE が適用されて
いない。

DB2 は理由コード 00D900FA で終了

システム・プログラマーの応答:
ください。

以下のことを確認して

v 実行を試行しているリリース間で共存がサポートされ
ているか。
v 開始プロシージャーが正しいロード・ライブラリーの
セットを示しているか。
v 正しい SPE が適用されているか。
SPE が必要な事項に関する詳細については、プログラ
ム・ディレクトリーまたは予防サービス・プラン (PSP)
の更新を参照してください。
DSNR033E

csect-name MEMBER member-name IS AT
RELEASE LEVEL code-level-1 WHICH
IS NOT COMPATIBLE WITH THE
STARTING MEMBER AT RELEASE
LEVEL code-level-2

説明: 開始済みの DB2 メンバーおよび開始中の DB2
メンバーのコード・レベルは、正しい SPE を低いレベ
ルのリリースに適用しない限り互換性がありません。
code-level-1 および code-level-2 は、以下を示す 3 桁の
数字ストリングです。
v 版
v リリース
v 修正レベル

csect-name THERE CANNOT BE MORE
THAN TWO RELEASE LEVELS OF
DB2 RUNNING IN THE GROUP

説明: データ共用グループ内で共存できないリリース・
レベルの DB2 を始動しようとしました。現在、データ
共用グループ内で 2 つの異なるリリースの DB2 が実
行されています。
システムの処置: DB2 は終了します。
システム・プログラマーの応答: 開始プロシージャーが
正しいロード・ライブラリーのセットを示していること
が確実な場合は、始動しようとするサブシステムと共存
できない DB2 サブシステムをすべて停止しなければな
りません。
データ共用グループ内でのリリースの共存に関する詳細
については、 DB2 データ共用: 計画および管理 を参照
してください。
DSNR035I

csect-name WARNING - UNCOMMITTED
UR AFTER nn CHECKPOINTS CORRELATION NAME = xxxxxxxxxxxx
CONNECTION ID = yyyyyyyy LUWID =
logical-unit-of-work-id=token PLAN NAME
= xxxxxxxx AUTHID = xxxxxxx END
USER ID = xxxxxxxx TRANSACTION
NAME = xxxxxxxx WORKSTATION
NAME = xxxxxxxx

code-level-1
活動 DB2 メンバー member-name のリリー
ス・レベル。

説明: このメッセージは、チェックポイントの間に、
INFLIGHT 状況になっている未確約 UR を DB2 が検
出したことを示します。

code-level-2
開始 DB2 のリリース・レベル。

値 nn は、UR の開始以後にとられたチェックポイント
の累積数を示します。 CORRELATION 名、
CONNECTION ID、および LUWID を組み合わせる
と、 UR に関連するスレッドを示します。 LUWID が
'*' である場合は、スレッドがこのシステムで開始した
ことを示します。 token は、LUWID に関連する固有の
トークン番号です。 PLAN NAME および AUTHID
は、UR に関連したスレッドを示します。スレッドがク
ライアント・エンド・ユーザー情報で作成された場合、

現在の DB2 メンバーと共存できるリリースよりも開始
DB2 メンバーのリリースの方が高い場合に、このメッ
セージが出されます。
システムの処置: 共存できないメンバーのうち最初のメ
ンバーを検出すると、DB2 は理由コード 00D900FA で
終了します。
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DSNR036I
エンド・ユーザーの ID、TRANSACTION NAME、およ
び WORKSTATION NAME が表示されます。そうでな
い場合は、これらのフィールドには '*' が入ります。
システムの処置: DB2 は処理を続行します。統計クラ
ス 3 をオンにすると、IFCID 0313 が書き込まれます。
システム・プログラマーの応答: アプリケーション・プ
ログラマーに問い合わせて、これが UR の問題である
かどうかを判別してください。未確約 UR が原因で発
生した問題の詳細については、 DB2 ユニバーサル・デ
ータベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の
第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。アプリケーシ
ョン・プログラムが原因で UR が起こった場合は、必
要に応じて、CANCEL THREAD を使用して UR を削
除してください。未確約 UR が削除されると、DB2 は
変更を元に戻します。この処理にかかる時間は、UR が
行った作業量に応じて異なります。
プログラマーの応答: アプリケーションが適切な頻度で
コミットを行うようにするか、チェックの頻度を減らす
かどうかを DB2 管理者と相談してください。
DSNR036I

csect-name UNRESOLVED UR
ENCOUNTERED DURING
CHECKPOINT - CORRELATION NAME
= xxxxxxxxxxx CONNECTION ID =
yyyyyyyy LUWID = logical-unit-of-work-id
PLAN NAME = xxxxxxxx AUTHID =
xxxxxxxx

説明: DB2 が、チェックポイント中に未確定のリカバ
リー単位 (UR) を検出しました。このメッセージは、未
確定 UR または POSTPONED 打ち切り UR が存在す
ることをオペレーターに確認させるために出されます。
CORRELATION 名、CONNECTION ID、および
LUWID を組み合わせると、 UR に関連するスレッドを
示します。 LUWID が '*' である場合は、スレッドがこ
のシステムで開始したことを示します。さらに PLAN
NAME および AUTHID は、未確定の UR に関連した
スレッドを示します。
システムの処置: DB2 は処理を続行します。統計クラ
ス 3 をオンにすると、IFCID 0313 が書き込まれます。
システム・プログラマーの応答: アプリケーション・プ
ログラマーに問い合わせて、これが UR の問題である
かどうかを判別してください。未確定 UR の解決につ
いての詳細は、DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第
1 巻)を参照してください。
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DSNR037I

csect-name WARNING - THE TCP/IP
DRDA PORT NUMBER IS CHANGED
FROM port_1 TO port_2

説明: DB2 BSDS で指定された TCP/IP DRDA ポート
番号が、 DB2 データ共用グループのメンバーを最後に
開始したときに使用された値と異なります。 DB2 デー
タ共用グループのメンバーは、すべて同じ TCP/IP
DRDA ポート番号を使用しなければなりません。
port_1 DB2 の始動中に DB2 BSDS から獲得された
TCP/IP DRDA ポート番号。
port_2 DB2 の始動中に結合機構から獲得された
TCP/IP DRDA ポート番号。これは、データ共
用グループのメンバーが最後に開始されたとき
に使用されていた TCP/IP DRDA ポート番号で
す。
システムの処置: DB2 は、新しい TCP/IP DRDA ポー
ト番号を使用して、DB2 の始動を継続します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
てください。
システム・プログラマーの応答: TCP/IP DRDA ポート
番号を不注意で変更してしまった場合は、DB2 をすぐ
に停止してください。ログ・インベントリー変更ユーテ
ィリティー (DSNJU003) を使用して PORT 値を訂正
し、DB2 を再始動します。
DB2 の DRDA ポート番号に行う変更がこのメッセージ
に反映されている場合は、処置は不要です。結合機構に
保管されている DRDA ポート番号が更新され、 DB2
が各メンバーの DRDA ポート番号の妥当性を検査する
際に、この新しいポート番号が使用されるようになりま
す。
DSNR038I

csect-name WARNING - THE TCP/IP
RESYNCHRONIZATION PORT
NUMBER IS CHANGED FROM port_1
TO port_2

説明: BSDS の DDF レコードから獲得された TCP/IP
再同期ポート番号が、 DB2 を最後に始動したときに指
定されていた値と異なります。
TCP/IP 再同期ポート番号を変更すると、分散 2 フェー
ズ・コミット処理中に問題が発生する場合があります。
リモート DRDA パートナーは、DB2 の再同期ポート番
号をリカバリー・ログに記録します。 2 フェーズ・コ
ミット処理中に通信の障害が発生すると、再同期ポート
番号を使用して適切な DB2 メンバーに接続し直しま
す。 DB2 メンバーが再同期ポート番号を変更すると、
リモート DRDA パートナーが、未確定の作業単位を解
決できなくなる場合があります。
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DSNR039I
port_1 DB2 の始動中に DB2 BSDS から獲得された
TCP/IP 再同期ポート番号。

DSNR040I

port_2 DB2 の始動中に結合機構から獲得された
TCP/IP 再同期ポート番号。これは、このメン
バーが最後に開始されたときに使用されていた
TCP/IP 再同期ポート番号です。

説明: データ共用環境では、ENDLRSN について報告
された値に矛盾が見つかると、TRKRSITE DB2 は再始
動しません。条件付き再始動制御レコードに指定された
ENDLRSN が、データ共用グループのシステム通信域
(SCA) 構造体の ENDLRSN と一致しません。

システムの処置: DB2 は、新しい TCP/IP 再同期ポー
ト番号を使用して DB2 の始動を続行します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システムの処置:

システム・プログラマーの応答: DB2 再同期ポート番
号を不注意で変更してしまった場合は、DB2 をすぐに
停止してください。ログ・インベントリー変更ユーティ
リティー (DSNJU003) を使用して RESPORT 値を訂正
し、DB2 を再始動します。

システム・プログラマーの応答: このメンバーの
ENDLRSN 値が誤りである場合には、以下のアクション
を実行してください。
v 1 次 DB2 からこのトラッカー DB2 の BSDS とロ
グを復元する。
v 条件付き再始動制御レコードが正しいことを確認す
る。
v DB2 を再始動する。
SCA の中の ENDLRSN 値が正しくない場合は、SCA
構造体を削除して、同じ ENDLRSN を持つ TRKRSITE
データ共用グループのメンバーをすべて再始動してくだ
さい。

csect-name WARNING - TCP/IP
RESYNCHRONIZATION PORT
NUMBER port_1 IS THE SAME AS
MEMBER member_name

説明: 開始 DB2 の TCP/IP 再同期ポートが、
member_name で示されるメンバーと同じです。
port_1 DB2 の始動中に DB2 BSDS から獲得された
TCP/IP 再同期ポート番号。
member_name
同じ再同期ポート番号を使用した DB2 データ
共用メンバーのメンバー名。
システムの処置: BSDS で指定された TCP/IP ポート番
号を使用して、DB2 の始動を続行します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマーの応答: DB2 データ共用グル
ープの各メンバーには、固有の TCP/IP 再同期ポート番
号がなければなりません。ログ・インベントリー変更ユ
ーティリティー (DSNJU003) を使用して、この DB2 メ
ンバーおよび member_name が示す DB2 メンバーに固
有の RESPORT 値を指定してください。

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC と SVC ダンプ
を集め、システム・プログラマーに連絡してください。

DB2 の再同期ポート番号について意図していた変更が
このメッセージに反映されている場合は、処置は不要で
す。このメンバーの結合機構に保管された再同期ポート
番号が更新され、 DB2 が他の DB2 メンバーの再同期
ポート番号の妥当性を検査する際に、この新しいポート
番号が使用されるようになります。
DSNR039I

csect-name TRACKER RESTART
ENDLRSN lrsn DOES NOT MATCH
ENDLRSN lrsn ASSOCIATED WITH
THE DATA SHARING GROUP

| DSNR042I
|
|
|
|
|

csect-name WARNING - UR ROLLBACK
HAS BEEN CANCELED AND IS
INCOMPLETE FOR CORRELATION
NAME = corrid CONNECTION ID =
connid AUTHID = authid PLAN NAME =
plan-name URID = urid

|
|
|
|

説明: CANCEL THREAD NOBACKOUT コマンドまた
は RECOVER POSTPONED CANCEL コマンドによっ
て、示されたスレッドのロールバックが取り消される
と、DB2 はこのメッセージを出します。

|
|
|

システムの処置: スレッドのロールバック処理は停止さ
れ、リカバリー単位は取り消されて完了したものとして
ログに記録されます。

|
|
|
|

ユーザーの処置: コンソールを調べて、どのオブジェク
トが REFP,RECP としてマークされているかを示すメッ
セージを見つけてください。これらのオブジェクトをリ
カバリーする必要があります。
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DSNR043E
# DSNR043E
#
#
#
#
#
#
#
#
#

csect-name DB2 IS STARTING WITH
AN UNSUPPORTED CODE LEVEL.
CURRENT LEVEL: current-code-level
VALID LEVEL(S): valid-code-levels

説明: 開始中の DB2 は、正しいコード・レベルのもの
ではありません。フォールバックや共存 SPE など、必
要な保守のいくつかが適用されていません。レベル情報
は、それぞれの SPE レベルおよびリリースごとに異な
ります。この情報は、IBM サービス技術員が使用する
ためのものです。

# このメッセージは、次の状況において出されます。
# v 開始中の DB2 が以後のリリースからのフォールバッ
クを完了しており、適切なフォールバック SPE が適
#
用されていない。
#
# v 開始中の DB2 に、以後のリリース・レベルにあるデ
ータ共用グループ内で開始するための適切な共存 SPE
#
が存在しない。
#
# v 開始中の DB2 が、データ共用グループとの共存をサ
ポートするリリース・レベルにない。
#
# システムの処置: DB2 は理由コード 00D900FA で終了
# します。
# オペレーターの応答: コンソール出力を保管して、シス
# テム・プログラマーに通知してください。
# システム・プログラマーの応答: DB2 プログラム・デ
# ィレクトリーと予防サービス・プラン (PSP) の更新情報
# を調べて、必要な SPE を判別してください。
# 以下のことを確認してください。
# v 実行を試行しているリリース間で共存がサポートされ
ているか。
#
# v DB2 開始プロシージャーが正しいロード・ライブラ
リーのセットを指示しているか。
#
# v 正しい SPE が適用されているか。
# 問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
# トされている診断項目 1 、2、 16、69 を収集してくだ
# さい。
# DSNR044E
#
#
#
#
#
#
#
#
#

csect-name MEMBER member-name IS
STARTED AT A LEVEL OF CODE
started-code-level WHICH IS NOT
COMPATIBLE WITH THE STARTING
MEMBER. VALID LEVEL(S)
valid-code-levels

# レベル情報は、それぞれの SPE レベルおよびリリース
# ごとに異なります。この情報は、IBM サービス技術員
# が使用するためのものです。
# 開始中の DB2 メンバーが既存の DB2 メンバーより後
# のリリース・レベルにあり、共存できない場合に、この
# メッセージが出されます。
# システムの処置: 共存できないメンバーのうち最初のメ
# ンバーを検出すると、DB2 は理由コード 00D900FA で
# 終了します。
# オペレーターの応答: コンソール出力を保管して、シス
# テム・プログラマーに通知してください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: プログラム・ディレク
トリーと予防サービス・プラン (PSP) の更新情報を調べ
て、グループ内のすべてのアクティブ・メンバーに適切
な SPE を適用してください。

# 以下のことを確認してください。
# v 実行を試行しているリリース間で共存がサポートされ
ているか。
#
# v DB2 開始プロシージャーが正しいロード・ライブラ
リーのセットを指示しているか。
#
# v 正しい SPE が適用されているか。
# 問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
# トされている診断項目 1 、2、 16、69 を収集してくだ
# さい。
| DSNR046I
|
|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、DB2 シャットダウン中、デ
ータ共用グループの、参照されたメンバーに、完了して
いないリカバリー単位が存在する場合に出されます。こ
のメッセージは、サブシステム subsys によって保存ロ
ックが保持されることを示しています。

| システムの処置: DB2 シャットダウンは、正常に続行
| されます。
| ユーザーの処置: DB2 を再始動し、未完了のリカバリ
| ー単位を解決して、サブシステム subsys によって保持
| されている保存ロックを解放してください。

説明: すでに開始済みの DB2 メンバーと、開始中の
DB2 メンバーのコード・レベルに互換性がありませ
ん。以前のレベルにある DB2 メンバーに適切な SPE
を適用する必要があります。
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csect-name INCOMPLETE UNITS OF
RECOVERY EXIST FOR subsys
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第 17 章 DSNT... メッセージ
DSNTINST、DSNTINS1、および DSNTINS2 の各インストール CLIST から出されるメッセージは、次の
ように、内部重大度レベルをもっています。
0

正常な実行：CLIST の進ちょく状況およびトレース・メッセージです (処理は続行されます)。

4

警告：インストール CLIST によって何らかの調整が行われた可能性があります (処理および JCL
編集は続行されます)。

8

エラー：続行することができません (JCL は編集されません)。

DSNT101I

A VSAM ERROR HAS BEEN
ENCOUNTERED WHILE CSECT
DSNTSTR2 WAS READING THE DB2
BSDS VSAM RETURN CODE = x,
VSAM REASON CODE = y

説明: CSECT DSNTSTR2 が DB2 ブートストラップ・
データ・セット (BSDS) を読み取ろうとしたところ、
VSAM エラーが発生しました。このメッセージの 'x' は
1 バイトの VSAM 戻りコードで、 'y' は 1 バイトの
VSAM 理由コードです。
システムの処置: DB2 の始動処理が続行されます。た
だし、パスワードで保護されたシステム・データベース
を参照すると、 'リソース利用不能' エラーとなりま
す。サブシステム・データベースに関するエージェント
関連の要求を出すと、SQLCODE -904 が戻されます。
利用不能なリソースに対してエージェントに関連してい
ない要求を出すと、次のメッセージが出されます。
DSNI001I
DSNI005I
DSNT415I

DSNI002I
DSNI006I
DSNT416I

DSNI003I
DSNT408I
DSNT417I

DSNI004I
DSNT414I
DSNT500I

理由コード X'00E30010' による異常終了 X'04E' も発生
します。しかし、このエラーが発生した場合には、再試
行が行われます。 DB2 は終了しませんが、ダンプがと
られます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: キー '200000001' をも
つ BSDS レコードを読み取っているときに、VSAM エ
ラーが発生しました。 BSDS レコードが存在しなかっ
たか、あるいは入出力エラーが発生した (すなわち、そ
のレコードが不良であった) かのいずれかです。 VSAM
診断資料から、詳しい情報が得られます。 DB2 ブート
ストラップ・データ・セットのリカバリー手順または修
正手順については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

1 巻) を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、 2、
5、 16。
DSNT102I

CSECT DSBTSTR2 ENCOUNTERED
AN INVALID DATABASE SERVICES
BOOTSTRAP RECORD

説明: CSECT DSNTSTR2 が DB2 ブートストラップ・
データ・セット (BSDS) を読み取ろうとしたところ、リ
カバリー・ロギング・マネージャー (RLM) サブコンポ
ーネントによって無効なレコードが読み取られました。
これは、DB2 エラーです。
システムの処置: DB2 の始動処理が続行されます。た
だし、DB2 パスワードで保護されたシステム・データ
ベースを参照すると、 'リソース利用不能' エラーとな
ります。 DB2 サブシステム・データベースに関するエ
ージェント関連要求が出されると、 SQLCODE -904 が
戻されます。利用不能なリソースに対してエージェント
に関連していない要求を出すと、次のメッセージが出さ
れます。
DSNI001I
DSNI005I
DSNT415I

DSNI002I
DSNI006I
DSNT416I

DSNI003I
DSNT408I
DSNT417I

DSNI004I
DSNT414I
DSNT500I

理由コード X'00E30010' による異常終了 X'04E' も発生
します。しかし、このエラーが発生した場合には、再試
行が行われます。 DB2 は終了しませんが、ダンプがと
られます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプのコピーを入手してください。 DB2 に
エラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関す
る情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
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DSNT103I
問題判別: このメッセージは、DB2 のサブコンポーネ
ントであるリカバリー・ロギング・マネージャー (RLM)
が、無効な DB2 データベース・サービス・パスワー
ド・レコードを検出したときに生成されます。キー
'200000001' を持つ BSDS レコード (取り出された無効
なデータベース・サービス・レコード) のコピーを入手
してください。

-START DB2 PARM= コマンドを出し、DB2 を再始動
させてください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
3、5、 9。
DSNT105I

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5、 16。
DSNT103I

THE CURRENTLY LOADED
DSN6SPRM IS NOT THE MVS/XA
VERSION

説明: -START DB2 PARM=xxxxxxxx を出しました。
'xxxxxxxx' は、システム・パラメーター、CSECT のバ
ージョンです。 DB2 は MVS/XA 環境で実行され、そ
の他の環境では実行できません。
システムの処置: 理由コード X'00E30008' をもつメッ
セージ DSNV086E が生成されます。 DB2 は、異常終
了コード X'04F' で終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 'PARM=' パラメータ
ーの後のパラメーター・ブロックに、MVS/XA バージ
ョンの DB2 サブシステム・パラメーターを指定し
て、-START DB2 PARM= コマンドを出し、 DB2 を再
始動させてください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
3、5、 9。
DSNT104I

THE CURRENTLY LOADED
DSN6SPRM IS NOT THE MVS/370
VERSION

説明: -START DB2 PARM=xxxxxxxx が出されまし
た。 'xxxxxxxx' は、システム・パラメーター、CSECT
のバージョンです。 DB2 は MVS/370 環境で実行さ
れ、これ以外の環境では実行できません。
システムの処置: 理由コード X'00E30009' をもつメッ
セージ DSNV086E が生成されます。 DB2 は、異常終
了コード X'04F' で終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: PARM =パラメーター
の後のパラメーター・ブロックに、 MVS/370 バージョ
ンの DB2 サブシステム・パラメーターを指定して、
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THE LOADED DSN6SPRM CSECT IS
OBSOLETE.PLEASE REASSEMBLE
THE DSN6SPRM CSECT AND
RELINKEDIT THE DSNZPARM LOAD
MODULE.

説明: DSNTSTR2 が、廃版となったシステム・パラメ
ーター、CSECT DSN6SPRM をロードしました。このエ
ラーは、コードの保守が適用されたにもかかわらず、
CSECT DSN6SPRM が再アセンブルされなかった場合に
だけ出されます。この CSECT は、-START DB2 コマ
ンドの 'PARM=' パラメーターで指定するロード・モジ
ュールに含まれています。
システムの処置: 理由コード X'00E30008' をもつメッ
セージ DSNV086E が生成されます。 DB2 は、異常終
了コード X'04F' で終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DSN6SPRM を再アセ
ンブルし、DSNZPARM ロード・モジュールを再リン
ク・エディットしてください。これを行うに
は、-START DB2 コマンドの 'PARM=' パラメーターで
指定されたロード・モジュールを作成したインストー
ル・ジョブ・ストリーム DSNTIJUZ を再サブミットし
てください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
3、5、 9。
DSNT106I

THE LOADED DSN6SYSP CSECT IS
OBSOLETE.PLEASE REASSEMBLE
THE DSN6SYSP CSECT AND
RELINKEDIT THE DSNZPARM LOAD
MODULE.

説明: DSNTSTR2 が、廃版となったシステム・パラメ
ーター CSECT DSN6SYSP をロードしました。このエ
ラーは、コード保守が適用されたにもかかわらず、
CSECT DSN6SYSP が再アセンブルされなかった場合に
だけ出されます。この CSECT は、-START DB2 コマ
ンドの 'PARM=' パラメーターで指定するロード・モジ
ュールに含まれています。
システムの処置: 理由コード X'00E30008' をもつメッ
セージ DSNV086E が生成されます。 DB2 は、異常終
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DSNT107I
了コード X'04F' で終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: DSN6SYSP を再アセ
ンブルし、DSNZPARM ロード・モジュールをリンク・
エディットし直してください。これを行うに
は、-START DB2 コマンドの 'PARM=' パラメーターで
指定されたロード・モジュールを作成したインストー
ル・ジョブ・ストリーム DSNTIJUZ を再サブミットし
てください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
3、5、 9。
DSNT107I

INVALID AMODE OR RMODE
ATTRIBUTE FOUND FOR LOAD
MODULE module-name

説明: DB2 の始動時に、サービス制御プログラムが、
DB2 データベース・サービスの機能リカバリー・ルー
チンおよび緊急シャットダウン・ルーチンに対するアド
レス指定機能をセットします。また、DSNTF および
DSNTLCLE の 2 つのロード・モジュールが、CSA に
ロードされます。 MVS/XA 環境では、DSNTLCLE
は、AMODE(24) および RMODE(ANY) の属性を指定し
てリンク・エディットしなければなりません。少なくと
も 1 つのモジュールがロード時点において、正しいア
ドレッシング属性を備えていません。エラー・メッセー
ジの 'module-name' は、無効なアドレッシング・モード
をもつ最初のロード・モジュールの名前です。
システムの処置:
は終了します。

DB2 データベース・サービスの始動

オペレーターの応答:
てください。

DSNT200I

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これらのモジュールに
対するすべてのインストール活動および保守活動が、
SMP を使用して実行されていることを確認してくださ
い。 SMP のための JCLIN に正しい AMODE および
RMODE 制御ステートメントが含まれていること、およ
び、データ機能プロダクト (DFP) が提供するリンケー
ジ・エディターを、 SMP がリンク・エディットのため
に呼び出していることを確認してください。エラーの原
因となった手順または JCL を訂正して、必要な SMP
ジョブを実行し直してください。
問題判別: MVS/XA SYS1.DUMP データ・セットに対
して、DB2 ダンプが要求されました。
MVS 保守援助機能 AMBLIST により、 LISTLOAD 機
能出力の要約セクションにリンケージ・エディター・モ
ジュールの属性が示されます。

type bind-type FOR PLAN plan-id
SUCCESSFUL

説明: BIND、REBIND、または FREE PLAN サブコマ
ンドが、正常に完了しました。
type

テスト・バインドが進行中であったことを示し
ます。テスト・バインドは、プラン名が指定さ
れていなかったことを意味しています。通常の
BIND PLAN を処理した場合、このトークンは
省略されます。

bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ。
BIND、REBIND、または FREE。
plan-id サブコマンドで指定されたアプリケーション・
プランの名前。
システムの処置: プランは正常にバインド、再バイン
ド、または解放されています。
DSNT201I

type bind-type FOR PLAN plan-id NOT
SUCCESSFUL

説明: 指摘された BIND、REBIND、または FREE
PLAN サブコマンドの処理中に、エラーが検出されまし
た。
type

テスト・バインドが進行中であったことを示し
ます。テスト・バインドは、プラン名が指定さ
れていなかったことを意味しています。通常の
BIND PLAN を処理した場合、このトークンは
省略されます。

bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ。
BIND、REBIND、または FREE。
plan-id サブコマンドで指定されたアプリケーション・
プランの名前。
システムの処置: BIND、REBIND、または FREE
PLAN は実行されません。
システム・プログラマーの応答: 他に出されているメッ
セージを参照して、バインド・サブコマンドを正常終了
しなかった原因を判別してください。
DSNT202I

MESSAGE LIMIT EXCEEDED

説明: バインド・サブコマンド・メッセージを生成する
ために、一定量のスペースが存在しています。このメッ
セージは、バインド・サブコマンドから、そのスペース
に収まり切れない数のメッセージが生成されたことを示
しています。
システムの処置: 単一のプランに影響を与えるバイン
ド・サブコマンドの場合、バインド・サブコマンドは処
第 17 章 DB2 メッセージ
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DSNT205I
理を続行します。ただし、メッセージ DSNT200I また
は DSNT201I を除き、他のメッセージは生成されませ
ん。複数のプランに影響を与えるバインド・サブコマン
ドの場合、バインド・サブコマンドは処理を終了し、他
のメッセージは生成されません。
システム・プログラマーの応答: バインド・サブコマン
ドの 'FLAG' パラメーターを用いることによって、生成
されるメッセージのタイプを限定することもできます。
DSNT205I

name IS A DUPLICATE name-type, IT
WILL BE USED ONLY ONCE

説明: 名前 'name' が、名前リストの中で 2 回以上指
定されています。
name

2 回以上指定されている名前。

name-type
名前が重複して指定されているリストのタイプ
を示します。
v MEMBER NAME - DBRM メンバーのリス
ト。
v PLAN-ID - プラン ID のリスト。
v SYSTEM NAME - DISABLE または
ENABLE リストに関するシステム接続名の
リスト。
v PACKAGE NAME - パッケージ ID のリス
ト。
システムの処置: 'name-type' リストから重複名が除去
され、バインド処理が続行されます。
システム・プログラマーの応答: 重複名が含まれている
リストを検査してください。エラーの原因が名前の入力
の間違いにすぎず、それが偶然に別の名前と重複する結
果になっている場合には、名前を正しく入力して、バイ
ンド・ステートメントを出し直してください。この項目
が実際に重複している場合は、処置を行う必要はありま
せん。
DSNT207I

PROGRAM program-name WITH MARK
release-dependency-mark FAILED
BECAUSE IT DEPENDS ON
FUNCTIONS OF THE RELEASE FROM
WHICH FALL BACK HAS OCCURRED

説明: プログラム 'program-name' は、現在活動中のリ
リースではサポートされていない DB2 の機能に依存し
ています。
program-name
アプリケーション・プログラムの名前。
release-dependency-mark
このプログラムをサポートしている最も古い
DB2 リリースを表す 1 文字のマーク。
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このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNTBCM1、DSNTBCM2
システムの処置: このプランまたはパッケージに関する
バインド操作は、実行されません。
ユーザーの処置: DB2 サブシステムを新しいリリース
にマイグレーションさせるまでは、このプログラムを使
用することはできません。システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 サブシステムが
新しいリリースにマイグレーションされるまでは、この
プログラムが含まれているプランまたはパッケージを使
用しないように、ユーザーに警告してください。
DSNT208I

PROGRAM program-name
PRECOMPILED WITH INCORRECT
LEVEL FOR THIS RELEASE

説明: プログラム 'program-name' が、現在のレベルの
DB2 ではサポートされていないリリースを使用してプ
リコンパイルされているか、あるいはプリコンパイル・
フェーズのあとで DBRM の内容が変更されています。
システムの処置:

BIND 操作は、実行されません。

ユーザーの処置: 現行のプリコンパイラーを使用して、
示されたプログラムをプリコンパイルし直してくださ
い。 その後で、BIND コマンドを出し直してくださ
い。
問題判別: アプリケーション・プログラムが適切なリリ
ースでプリコンパイルされているにもかかわらず、問題
が解消しない場合には、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』 にリストされている次の診断項目を集めてくだ
さい。 79、80、 81。
DSNT209I

bind-type FOR PLAN plan-id WITH
MARK release-dependency-mark FAILED
BECAUSE PLAN DEPENDS ON
FUNCTIONS OF THE RELEASE FROM
WHICH FALL BACK HAS OCCURRED.

説明: プラン 'plan-id' は、現在活動中のリリースでは
サポートされていない DB2 の機能に依存しています。
bind-type
REBIND
plan-id アプリケーション・プランの名前
release-dependency-mark
このプランをサポートできる DB2 の最も古い
リリースを表す 1 文字のマーク。このプラン
のリリース依存マークは、SYSIBM.SYSPLAN
内の DB2 カタログの IBMREQD 列に保管さ
れています。
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DSNT210I
システムの処置: このプランに関する REBIND 操作
は、実行されません。

システム・プログラマーの応答: このプランに対して
BIND ACTION(REPLACE) を行わなければなりません。

ユーザーの処置: DB2 サブシステムをより新しいリリ
ースにマイグレーションさせるまでは、このプランは使
用できません。

DSNT212I

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 サブシステムが
新しいリリースにマイグレーションされるまではこのプ
ランを使用しないように、ユーザーに警告してくださ
い。
DSNT210I

bind-type AUTHORIZATION ERROR
USING authorization-id AUTHORITY
PLAN=plan-id PRIVILEGE=privilege

説明: 示された許可 ID は、示された特権をもってい
ないので、指定されたアプリケーション・プランに対し
て、示された BIND サブコマンドを呼び出すことはで
きません。

bind-type AUTHORIZATION ID auth-id IN
THE OWNER KEYWORD IS INVALID

説明: BIND または REBIND サブコマンドの OWNER
キーワードに指定された許可 ID が無効です。 1 次許
可 ID ではない OWNER、またはその処理の 2 次許可
ID の 1 つを指定するためには、追加の許可が必要で
す。必要となる権限については、DB2 コマンド解説書
を参照してください。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：BIND また
は REBIND
auth-id 所有者として指定された許可 ID
システムの処置: BIND または REBIND サブコマンド
は、実行されません。

bind-type
BIND サブコマンドのタイプ。
BIND、REBIND、FREE。

システム・プログラマーの応答: このサブコマンドを実
行し直して、OWNER キーワードに対して有効な許可
ID を指定してください。このユーザーに必要な許可 ID
を、セキュリティー・システムに追加する必要がある場
合もあります。

許可 ID (authorization ID)
プランの所有者の許可 ID。

DSNT213I

plan-id BIND サブコマンドで指定されたアプリケーシ
ョン・プラン。
privilege
欠けている特権。 BIND、BINDADD。
システムの処置: 'plan-id' に対する BIND、REBIND、
または FREE 操作は、実行されません。
システム・プログラマーの応答: 示された特権が
BINDADD である場合は、ACTION(ADD) オプションを
指定した BIND サブコマンドを呼び出すための特権
を、示された許可 ID に授与しなければなりません。示
された特権が BIND である場合は、示されたアプリケ
ーション・プランに対する BIND サブコマンドを呼び
出すための特権を、示された許可 ID に認可しなければ
なりません。
DSNT211I

REBIND FOR PLAN plan-id FAILED
BECAUSE IBMREQD OF ibmreqd IS
INVALID

説明: 示されたプランの SYSIBM.SYSPLAN カタログ
表の IBMREQD 列に、認識できない文字が含まれてい
ます。
システムの処置: このプランに関する REBIND 操作
は、実行されません。

THE DCB BLOCK SIZE OF THE
INPUT DBRM LIBRARY IS INVALID

説明: BIND サブコマンドの DBRM ライブラリーに対
して、無効な DCB ブロック・サイズが指定されていま
す。
システム・プログラマーの応答: DBRM ライブラリー
の DCB ブロック・サイズを訂正してから、 BIND サ
ブコマンドを出し直してください。
DSNT214I

I/O ERROR ON DBRM LIBRARY
DBRM MEMBER= dbrm-name DBRM
LIBRARY= dbrm-pds-name xxxxxx

説明: BIND サブコマンドの処理中に、データベース要
求モジュール (DBRM) を読み取ろうとして、入出力エ
ラーが検出されました。 'xxxxxx' は、永久入出力エラ
ーを記述するために SYNADAF マクロが生成したメッ
セージ・テキストの一部です。このテキストには、ジョ
ブ名、ステップ名、装置アドレス、装置タイプ、 DD
名、試みられた操作、およびエラー記述などの情報が含
まれている場合があります。
dbrm-name
このエラーに関連する DBRM の名前。
dbrm-pds-name
このエラーに関連する区分データ・セット。
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DSNT220I
システムの処置:
ません。

アプリケーション・プランは作成され

DSNT223I

システム・プログラマーの応答: BIND サブコマンドの
LIBRARY パラメーターに誤った dbrm-pds-name を指定
していないか、あるいは DBRMLIB DD ステートメン
トに対して誤ったデータ・セット名を指定していないか
を判別してください。データ・セットを正しく指定して
いる場合は、入出力エラーまたは DCB 属性が変更され
ていないかを調べてください。
DSNT220I

説明: DB2 サブシステム・パラメーターが、bind-type
サブコマンドで OPTHINT の使用が可能となるように構
成されていません。OPTHINT 値は、デフォルトですべ
てブランクになります。
bind-type
BIND サブコマンドのタイプ: BIND または
REBIND。

BIND ADD ERROR USING auth-id
AUTHORITY PLAN plan-id ALREADY
EXISTS

object-type
PLAN または PACKAGE

説明: すでに存在している 'plan-id' を指定した
'ACTION(ADD)' オプション付きの BIND サブコマンド
の使用が試みられました。

object-name
object-type が PLAN の場合、object-name はプ
ランの名前です。

auth-id プランの所有者の許可 ID。
plan-id BIND サブコマンドで指定されたアプリケーシ
ョン・プラン。
システムの処置:
ません。

object-type が PACKAGE の場合、object-name
は、 ’location-id.collection-id.package-id’ の形式
のパッケージの名前です。

アプリケーション・プランは作成され

システムの処置: デフォルトの OPTHINT 値を使って
処理は続きます。

システム・プログラマーの応答: 既存のアプリケーショ
ン・プランの名前を使用していないかどうか、
SYSIBM.SYSPLAN カタログ表を調べてください。使用
していない 'plan-id' を指定して、BIND サブコマンドを
再び呼び出してください。
DSNT221I

csect-name bind-type WARNING FOR
object-type = object-name USE OF
OPTHINT IS DISALLOWED BY A DB2
SUBSYSTEM PARAMETER. THE
DEFAULT OPTHINT VALUE IS USED.

システム・プログラマーの応答: DB2 インストール・
パネル (DSNTIP4) の OPTIMIZATION HINTS にある値
を変更して、 OPTHINT を使用可能にしてください。
検討後 OPTHINT を使用したくない場合は、OPTHINT
を bind-type サブコマンドから取り除くか、またはその
値をすべてブランクに設定してください。

bind-type ERROR USING auth-id
AUTHORITY PLAN plan-id DOES NOT
EXIST

|
|
|
|

DSNT224I

|
|
|

説明: システムが、指定されたエンコード・スキームに
定義された有効な CCSID を持っていないか、指定され
た CCSID がシステムに定義されていません。

|
|
|

bind-type

plan-id BIND サブコマンドで指定されたアプリケーシ
ョン・プラン。
システム・プログラマーの応答: SYSPLAN カタログ表
を調べ、正しい 'plan-id' を使用するようにしてくださ
い。

|
|

object-type
PLAN または PACKAGE.

|
|
|
|
|

object-name
object-type が PLAN の場合、object-name はア
プリケーションの名前です。それ以外の場合
は、’location.collection.package’ 形式のパッケー
ジの名前です。

説明: 示されたバインド・サブコマンドが、存在しない
アプリケーション・プランに対して出されています。そ
れぞれの変数フィールドの値は、次のとおりです。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ: REBIND ま
たは FREE。
auth-id プランの所有者の許可 ID。
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csect-name bind-type ERROR FOR
object-type object-name CCSID = ccsid IS
INVALID FOR ENCODING SCHEME =
scheme

バインド・サブコマンドのタイプ: BIND また
は REBIND
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DSNT228I
| scheme サブコマンドの ENCODING バインド・オプシ
ョンに指定されたエンコード・スキーム、また
|
はシステム・デフォルトのアプリケーション・
|
エンコード・スキームからのデフォルト。
|
scheme が UNKNOWN の場合、ENCODING
|
バインド・オプションに指定された CCSID
|
値、またはシステム・デフォルトのアプリケー
|
ション・エンコード・スキームからのデフォル
|
トが定義されていないため、エンコード・スキ
|
ームが認識されていません。
|
| ccsid
|

指定された ccsid-type に対応する数値
CCSID。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: bind-type 操作は実行されません。
|
|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 正しいエンコード・スキームが
bind-type サブコマンドの ENCODING バインド・オプ
ションに指定されていることを確認してください。正し
い場合には、システム・プログラマーの応答を参照し
て、システム・プログラマーに連絡してください。正し
くない場合は、ENCODING オプションに正しいスキー
ムを指定して、もう一度 bind-type サブコマンドを出し
てください。

|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: バインド・オプション
ENCODING が指定されておらず、代わりに
ENCODING の値がシステム・デフォルトのアプリケー
ション・エンコード・スキームであった場合には、アプ
リケーション・エンコード・スキームが、定義された
CCSID に設定されていることを確認してください。

|
|
|
|
|

ENCODING オプションに指定された値が ASCII、
EBCDIC または UNICODE だった場合には、インスト
ール・パネル DSNTIPF 上の、対応する CODED CHAR
SET サブシステム・パラメーターが、定義された
CCSID に設定されていることを確認してください。

|
|
|
|

それ以外の場合は、正しい CCSID をユーザーに通知し
てください。CCSID と文字セットについて詳しく知り
たい場合は、DB2 インストレーション・ガイド の付録
A を参照してください。
DSNT228I

BIND ERROR, ATTEMPTING TO
REPLACE PACKAGE = package_name
WITH VERSION = (version2) BUT THIS
VERSION ALREADY EXISTS

説明: すでに存在するパッケージのバージョンを作成し
ようとしています。 REPLVER キーワードで指定され
たバージョンが、プリコンパイルで指定されたバージョ
ンと異なっています。 プリコンパイルで指定されたバ
ージョンは、すでにカタログに存在しています。
'location.collection.package.version' の組み合わせは、

SYSIBM.SYSPACKAGE カタログ表内で固有のものでな
ければなりません。 一般的に見られる誤りは、ユーザ
ーが、作成しようとしているバージョンを、 REPLVER
キーワードで指定されたバージョンであると思いこんで
いることです。 そうではありません。 REPLVER キー
ワードで指定されたバージョンは、置き換えられるバー
ジョンの名前です。 作成されるバージョンは、プログ
ラムのプリコンパイル時に指定されたバージョンです。
package_name
完全修飾パッケージ名
version2
作成されるパッケージのバージョン ID
システムの処置: バインドは失敗に終わります。
システム・プログラマーの応答: この問題を解決する方
法は、2 つあります。 1 つの方法は、新しいバージョ
ン名を使用してプログラムのプリコンパイルをやり直
し、元の BIND サブコマンドを出し直すことです。も
う 1 つの方法は、プリコンパイルは行わず、REPLVER
パラメーターを使用せずに BIND サブコマンドを出し
直すことです。
DSNT229I

BIND ERROR, ATTEMPTING TO
REPLACE PACKAGE = package-name
THERE ARE ENABLE OR DISABLE
ENTRIES CURRENTLY ASSOCIATED
WITH THE PACKAGE

説明: 現在 ENABLE 項目または DISABLE 項目と関
連付けられているパッケージに対して、これを置換する
BIND サブコマンドが出されました。それぞれの変数フ
ィールドの値は、次のとおりです。
package-name
パッケージの名前 (location.collection.package)
システムの処置: パッケージはバインドされません。
システム・プログラマーの応答: 最初にパッケージに対
して FREE を行ってから、パッケージを BIND してく
ださい。
DSNT230I

BIND DBRM MEMBER NAME ERROR
USING auth-id AUTHORITY object-type
= object-name MEMBER dbrm-name NOT
FOUND IN PDS SEARCH ORDER

説明: 示された 'dbrm-name' が、BIND PLAN または
BIND PACKAGE サブコマンドで指定された PDS の検
索順序に見つかりません。
auth-id プランまたはパッケージの所有者の許可 ID。
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DSNT231I
object-type
バインドされるオブジェクトのタイプ: PLAN
または PACKAGE

bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：
BIND、REBIND、または FREE。

object-name
'object-type' が PLAN である場合、
'object-name' はアプリケーション・プランの名
前です。それ以外の場合は、
'location.collection.package' 形式のパッケージの
名前です。

package-name
次の形式のパッケージの名前:
'location.collection.package.(version)'

dbrm-name
見つからなかった DBRM のメンバー名。

DSNT233I

システムの処置: バインドは成功しません。

説明: 示された BIND、REBIND、または FREE
PACKAGE サブコマンドの処理中に、エラーが検出され
ました。

システム・プログラマーの応答: 誤った
'dbrm-member-name' または PDS が指定されていないか
どうかを判別してください。正しい名前を指定して、
BIND サブコマンドを再呼び出ししてください。
DSNT231I

BIND DBRM ERROR USING auth-id
AUTHORITY object-type = object-name
DBRM dbrm-name IS IN AN
INCONSISTENT STATE

説明: プリコンパイル処理の後で DBRM の内容が変更
されたか、あるいは、 DBRM のヘッダーに誤った情報
が含まれています。
auth-id BIND サブコマンドの呼び出し元の許可 ID
object-type
バインドされるオブジェクトのタイプ: PLAN
または PACKAGE
object-name
'object-type' が PLAN である場合、
'object-name' はアプリケーション・プランの名
前です。それ以外の場合は、
'location.collection.package' 形式のパッケージの
名前です。
dbrm-name
エラーのある DBRM の名前。
システムの処置: バインドは成功しません。
システム・プログラマーの応答: 示された DBRM に関
連するアプリケーション・プログラムをプリコンパイル
してください。そして、BIND サブコマンドを再び呼び
出してください。
DSNT232I

システムの処置: パッケージは正常にバインド、再バイ
ンド、または解放されました。

bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：
BIND、REBIND、または FREE。
package-name
次の形式のパッケージの名前:
'location.collection.package.(version)'
システムの処置: 示されたパッケージの、バインド、再
バインド、または解放は行われません。
システム・プログラマーの応答: 出された他のメッセー
ジを参照して、サブコマンドが不成功に終わる原因とな
ったエラーを判別してください。
DSNT234I

MESSAGE LIMIT EXCEEDED

説明: バインド・サブコマンド・メッセージを生成する
ために、一定量のスペースが存在しています。このメッ
セージは、バインド・サブコマンドから、そのスペース
に収まり切れない数のメッセージが生成されたことを示
しています。
システムの処置: 単一のパッケージに影響を与えるバイ
ンド・サブコマンドの場合、バインド・サブコマンドは
処理を続行します。ただし、完了メッセージ DSNT232I
または DSNT233I を除いて、これ以外のメッセージは
生成されません。 複数のパッケージに影響を与えるバ
インド・サブコマンドの場合、バインド・サブコマンド
は処理を終了し、他のメッセージは生成されません。
システム・プログラマーの応答: バインド・サブコマン
ドの 'FLAG' パラメーターを用いることによって、生成
されるメッセージのタイプを限定することもできます。

SUCCESSFUL bind-type FOR
PACKAGE = package-name

説明: BIND、REBIND、または FREE PACKAGE サブ
コマンドが正常に終了しました。
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UNSUCCESSFUL bind-type FOR
PACKAGE = package-name
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DSNT235I
DSNT235I

csect-name bind-type AUTHORIZATION
ERROR USING auth-id AUTHORITY
PACKAGE = package-name PRIVILEGE
= privilege

説明: 示されている許可 ID は示された privilege を持
っていないので、指定されたパッケージに対して、バイ
ンド・サブコマンドを呼び出すことはできません。

v DB2 インストレーション・ガイド の第 2 部、「シ
ステム・パラメーターのインストール、マイグレーシ
ョン、および更新」(パネル: DSNTIPP)。
v DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 3 部 (第 1 巻)、「DB2
オブジェクトへのアクセスの制御」。
システムの処置: 示されたパッケージのバインド、再バ
インド、または解放は行われません。

bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：
BIND、REBIND、または FREE。
auth-id

パッケージ所有者の許可 ID

package-name
次の形式のパッケージの名前:
'location.collection.package.(version)'
privilege
保有されていない特権の名前
BINDADD または BINDADD *
ADD オプション付きの BIND を使っ
て新規パッケージを作成する権限。
BIND

パッケージを BIND (REPLACE) また
は REBIND する権限。

BIND * ADD オプション付きの BIND を使っ
て既存のパッケージの新規バージョン
を追加する権限。
FREE

COPY

FREE 特権はありませんが、ユーザー
はパッケージを解放するための適切な
権限を必要とします。
示されたパッケージから COPY する
ための許可。

CREATE IN または CREATE IN *
示されたコレクション内にパッケージ
を作成するための許可。
メッセージ中の特権値 ’BINDADD *’、’BIND *’、およ
び ’CREATE IN *’ にあるブランクおよびアスタリスク
は、DB2 システム・パラメーター BIND NEW
PACKAGE が値 BIND を持っていることを示していま
す。これらの特権値に ’ *’ が現れないとき、BIND
NEW PACKAGE は値 BINDADD を持ちます。
システム・パラメーター BIND NEW PACKAGE は、
新規パッケージまたは既存のパッケージの新規バージョ
ンをコレクションに追加するのに必要な権限に影響を与
えます。このシステム・パラメーターの詳細について
は、以下を参照してください。

システム・プログラマーの応答: 示された特権を、パッ
ケージの所有者の許可 ID に与えなければなりません。
DSNT236I

REBIND FOR PACKAGE package-name
FAILED BECAUSE IBMREQD OF
ibmreqd IS INVALID

説明: 示されたパッケージの SYSIBM.SYSPACKAGE
カタログ表の IBMREQD 列に、認識できない文字が含
まれています。 これは通常、そのパッケージが、現在
アクティブなリリースではサポートされない DB2 の機
能に依存していることを意味しています。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNTBRB2
package-name
次の形式のパッケージの名前:
'location.collection.package.(version)'
システムの処置: パッケージは再バインドされませんで
した。
システム・プログラマーの応答: DB2 サブシステムが
新しいリリースにマイグレーションされるまではそのパ
ッケージを使用しないように、ユーザーに警告してくだ
さい。
DSNT237I

csect-name BIND sub-type ERROR
USING auth-id AUTHORITY PACKAGE
= package-name ALREADY EXISTS

説明: すでに存在するパッケージを追加しようとしてい
ます。 'location.collection.package.version' の組み合わせ
は、 SYSIBM.SYSPACKAGE 表の中で固有のものでな
ければなりません。 さらに、
'location.collection.package.consistency-token' の組み合わせ
も固有でなければなりません。
sub-type
sub-type の値: COPY、ADD、または
REPLACE。
auth-id パッケージの所有者の許可 ID。
package-name
次の形式のパッケージの名前:
'location.collection.package.(version)'
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DSNT238I
システムの処置:

パッケージは作成されません。

システム・プログラマーの応答:
SYSIBM.SYSPACKAGE カタログ表を調べて、既存のア
プリケーション・パッケージの名前を確かめてくださ
い。使用されていない 'location.collection.package.version'
を指定して、 BIND サブコマンドをもう一度呼び出し
てください。
DSNT238I

bind-type error-type USING auth-id
AUTHORITY PACKAGE = package-name
DOES NOT EXIST

説明: 存在しないパッケージに対して、示されたサブコ
マンドが出されました。それぞれの変数フィールドの値
は、次のとおりです。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ (BIND
COPY | BIND REPLACE | REBIND | FREE |
BIND PLAN | REBIND PLAN | DROP
PACKAGE)。 BIND または REBIND PLAN が
指定されている場合、 package-name は、その
プランの PKLIST に指定されているパッケー
ジを表します。
error-type
エラーのタイプ: WARNING または ERROR。
auth-id BIND サブコマンドの呼び出し元の許可 ID
package-name
次の形式のパッケージの名前:
’location.collection.package.(version)’
システムの処置:
行われません。

パッケージの再バインドまたは解放は

システム・プログラマーの応答: SYSPACKAGE カタ
ログ表を調べて、使用する正しい
'location.collection.package.version' を確かめてください。
DSNT239I

PLAN plan-id CONTAINS NO DBRMS
AND NO PACKAGES

説明: DBRM をもたないプランが、NOPKLIST オプシ
ョンを指定して再バインドされました。これにより、空
のプランが作成されます。 SQL は実行することができ
ません。それぞれの変数フィールドの値は、次のとおり
です。
plan-id REBIND コマンドで指定されたプラン名。
システムの処置: これは警告メッセージです。REBIND
処理が続行されます。
システム・プログラマーの応答: 空のプランを希望しな
い場合は、新しいリストを指定した PKLIST キーワー
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ドを用いて、 REBIND コマンドを出し直してくださ
い。
DSNT240I

csect-name bind-type ERROR, ASTERISK
NOT ALLOWED ON REMOTE bind-type
PACKAGE

説明: リモートからパッケージを再バインドまたは解放
する場合は、パッケージ名にアスタリスク (*) を指定す
ることはできません。 言いかえれば、複数のパッケー
ジをリモートから再バインドまたは解放することはでき
ません。
システム・プログラマーの応答: アスタリスクを除去し
て、特定のパッケージを再バインドまたは解放するよう
にしてください。 REBIND または FREE PACKAGE
の正しい構文については、DB2 コマンド解説書 を参照
してください。
DSNT241I

bind-type AUTHORIZATION error-type
ON PLAN plan-id AUTHORIZATION ID
auth-id NOT AUTHORIZED TO
EXECUTE PACKAGE package-name

説明: 示された許可 ID が、パッケージ・リスト内の
指定のパッケージに対する EXECUTE 権限を持ってい
ません。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：BIND また
は REBIND
error-type
エラーのタイプ: WARNING または ERROR。
VALIDATE(BIND) が指定されていた場合、こ
れは ERROR メッセージです。それ以外の場
合は、WARNING メッセージです。
plan-id サブコマンドで指定されたアプリケーション・
プランの名前。
auth-id プランの所有者の許可 ID。
package-name
パッケージの名前 (collection.package)。パッケ
ージのロケーションは、ローカル DB2 ロケー
ション名です。
システムの処置: バインド・サブコマンドが、
VALIDATE(BIND) を指定して呼び出されていた場合、
BIND または REBIND 操作は行われません。
VALIDATE(RUN) が指定されていた場合には、BIND ま
たは REBIND 操作が続行されます。
システム・プログラマーの応答: 示されたプランの所有
者に対して、そのパッケージに対する EXECUTE 特権
を与えなければなりません。
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DSNT242I
DSNT242I

bind-type ERROR USING auth-id
AUTHORITY NO BIND OR REBIND
SUBCOMMANDS ARE ALLOWED FOR
THIS AUTHID

説明: この許可 ID は、プランまたはパッケージに対
して、示された 'bind-type' を実行することは許されませ
ん。その理由は、RLST 表にある項目が、この許可 ID
またはすべての許可 ID がバインドおよび再バインドす
るのを禁止しているからです。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：BIND また
は REBIND
auth-id プランまたはパッケージの所有者の許可 ID。
システムの処置: プランまたはパッケージは、バインド
または再バインドされません。
システム・プログラマーの応答: 示された許可 ID に
バインドを許可する場合は、アクティブな RLST 表の
項目を変更してください。
DSNT243

BIND ERROR FOR PACKAGE = pkg-id
CONTOKEN = ’contoken’X IS NOT
UNIQUE SO IT CANNOT BE
CREATED

説明: そのパッケージに固有でない整合性トークンを使
用して、パッケージの追加または置き換えが試みられま
した。 すなわち、
'location.collection.package.consistency-token' の組み合わせ
が、すでに存在しています。
pkg-id パッケージの完全修飾名
contoken
16 進数の整合性トークン
システムの処置:

BIND は失敗に終わります。

システム・プログラマーの応答:
SYSIBM.SYSPACKAGE カタログ表を調べて、示された
整合性トークンをもつ既存のアプリケーション・パッケ
ージの名前があることを確かめてください。
'location.collection.package.consistency-token' がカタログの
中で固有になるようにして、BIND サブコマンドを出し
直してください。カタログを照会するときは、次の
SQL ステートメントを用いることができます。
SELECT COLLID,NAME
FROM loc-id.SYSIBM.SYSPACKAGE
WHERE HEX(CONTOKEN) = 'contokn';

DSNT244I

bind-type ERROR keyword KEYWORD IS
NOT SUPPORTED FOR REMOTE
PROCESSING

説明: 示されたキーワードは、リモート・バインドまた
は再バインド・サブコマンドではサポートされません。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：BIND また
は REBIND
keyword
サポートされないキーワードの名前。
プログラマーの応答: 正しい構文については、DB2 コ
マンド解説書 を参照してください。
DSNT245I

LOCATION location CANNOT BE
SPECIFIED.THE LOCAL DB2 IS NOT
DEFINED

説明: ローカル DB2 のロケーション名が定義されてい
ないので、バインド・サブコマンドでパッケージ名を指
定するときに、ロケーション名を与えることができませ
ん。
location
バインド・サブコマンドで指定されたロケーシ
ョン。
システムの処置: バインド・サブコマンドは実行されま
せん。
システム・プログラマーの応答: BIND、REBIND、ま
たは FREE サブコマンドでロケーションを使用する場
合には、ローカル DB2 のロケーション名を BSDS に
定義しておかなければなりません。
DSNT246I

bind-type FOR PACKAGE package-name
WITH MARK release-dependency-mark
FAILED BECAUSE PACKAGE
DEPENDS ON FUNCTIONS OF THE
RELEASE FROM WHICH FALL BACK
HAS OCCURRED

説明: 示されたパッケージは、現在アクティブなリリー
スではサポートされていない DB2 の機能に依存してい
ます。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ: REBIND
package-name
次の形式のパッケージの名前:
'location.collection.package.(version)'
release-dependency-mark
このパッケージをサポートできる DB2 の最も
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DSNT247I
古いリリースを示す 1 文字のマーク。パッケ
ージのリリース依存マークは、
SYSIBM.SYSPACKAGE 内 の DB2 カタログ
の IBMREQD 列に保管されています。
システムの処置: このパッケージの 'bind-type' 操作
は、実行されません。
ユーザーの処置: DB2 サブシステムがより新しいリリ
ースにマイグレーションされるまでは、このパッケージ
はバインドできません。
システム・プログラマーの応答: DB2 サブシステムが
より新しいリリースにマイグレーションされるまでは、
このパッケージが含まれているプランを使用しないよう
に、ユーザーに警告してください。
DSNT247I

bind-type ERROR object-type NOT
FOUND FOR object-type = object-name

説明: ユーザーは、アスタリスク (*) を使用して複数
のプランまたはパッケージを FREE または REBIND し
ようとしましたが、プランまたはパッケージが 1 つも
見つかりません。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ: REBIND ま
たは FREE。
object-type
解放または再バインドするオブジェクトのタイ
プ: PLAN または PACKAGE
object-name
object-type が PLAN の場合、object-name はア
プリケーション・プランの名前です。それ以外
の場合は、'location.collection.package' 形式のパ
ッケージの名前です。
システムの処置:
れません。

REBIND または FREE 操作は実行さ

ユーザーの処置: プランまたはパッケージ名を確かめて
ください。名前が正しい場合、プランまたはパッケージ
が見つからないので、操作は実行できません。名前が正
しくない場合は、プランまたはパッケージの名前を訂正
して、 REBIND または FREE サブコマンドを出し直し
てください。

| DSNT248I
|
|
|
|
|
|

csect-name bind-type ERROR FOR
object-type object-name CCSID = ccsid IS
INVALID FOR ENCODING SCHEME =
scheme

説明: システムが、指定されたエンコード・スキームに
定義された有効な CCSID を持っていないか、指定され
た CCSID がシステムに定義されていません。

464

|
|
|

bind-type

|
|

object-type
PLAN または PACKAGE

|
|
|
|
|

object-name
object-type が PLAN の場合、 object-name は
アプリケーションの名前です。それ以外の場合
は、'location.collection.package' 形式のパッケー
ジの名前です。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

scheme

バインド・サブコマンドのタイプ: BIND また
は REBIND

| ccsid
|
|
|
|
|
|

このフィールドには、bind-type サブコマンドの
ENCODING バインド・オプションに指定され
たエンコード・スキーム、またはシステム・デ
フォルトのアプリケーション・エンコード・ス
キームからのデフォルトが表示されます。
scheme が UNKNOWN の場合は、ENCODING
バインド・オプション、またはシステム・デフ
ォルト・アプリケーション・エンコード・スキ
ームに CCSID 値が定義されていないので、エ
ンコード・スキームは不明です。
このフィールドには、ENCODING バインド・
オプションに指定された数値 CCSID、または
ENCODING バインド・オプションに指定され
たスキームに対応する数値 CCSID が表示され
ます。それ以外の場合、ccsid には指定された
ccsid-type に対応する数値 CCSID が表示され
ます。

|

重大度:

|

システムの処置:

|
|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 正しいエンコード・スキームが
bind-type サブコマンドの ENCODING バインド・オプ
ションに指定されていることを確認してください。正し
い場合には、システム・プログラマーの応答を参照し
て、システム・プログラマーに連絡してください。正し
くない場合は、ENCODING オプションに正しいスキー
ムを指定して、もう一度 bind-type サブコマンドを出し
てください。

|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: バインド・オプション
ENCODING が指定されておらず、代わりに
ENCODING の値がシステム・デフォルトのアプリケー
ション・エンコード・スキームであった場合には、アプ
リケーション・エンコード・スキームが、定義された
CCSID に設定されていることを確認してください。

|
|
|
|
|

ENCODING オプションに指定された値が ASCII、
EBCDIC または UNICODE だった場合には、インスト
ール・パネル DSNTIPF 上の、対応する CODED CHAR
SET サブシステム・パラメーターが、定義された
CCSID に設定されていることを確認してください。

8 (エラー)
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bind-type 操作は実行されません。

DSNT249I
| それ以外の場合は、正しい CCSID をユーザーに通知し
| てください。CCSID と文字セットについて詳しく知り
| たい場合は、DB2 インストレーション・ガイド の付録
| A を参照してください。
DSNT249I

csect-name bind-type WARNING FOR
PLAN plan-name keyword LOCATION-ID
location-id NOT FOUND IN
SYSIBM.LOCATION

説明: 'location-id' が、バインド・サブコマンドの
PKLIST または CURRENTSERVER キーワードに指定
されていました。このロケーションは、
SYSIBM.LOCATIONS 表に定義されていません。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：BIND また
は REBIND
plan-name
プランの名前
keyword
存在しないロケーションを含んでいるバイン
ド・サブコマンド: PKLIST または
CURRENTSERVER
location-id
存在しないロケーション

システム・プログラマーの応答: BIND サブコマンドが
DBRM ライブラリーをオープンできなかった原因を判
別して、問題を訂正してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、32。
DSNT251I

BIND UNABLE TO LOCATE DBRM
LIBRARY MEMBERS
USING authorization-id AUTHORITY
object-type = object-name

説明: 指定された DBRM ライブラリー・メンバーを突
き止めようとしていたときに、 BIND サブコマンドが
入出力エラーを受け取りました。
authorization-id
BIND サブコマンドの呼び出し元の許可 ID
object-type
PLAN | PACKAGE
object-name
object-type が PLAN の場合、object-name はア
プリケーション・プランの名前です。それ以外
の場合は、'location.collection.package' 形式のパ
ッケージの名前です。

システムの処置: バインド処理は続行されます。

システム・プログラマーの応答: 入出力エラーの原因を
訂正して、BIND サブコマンドを出し直してください。

システム・プログラマーの応答: プランを実行する前
に、SYSIBM.LOCATION カタログ表で適切な
'location-id' を定義してください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、32。

DSNT250I

DSNT252I

BIND UNABLE TO OPEN DBRM
LIBRARY
USING authorization-id AUTHORITY
object-type = object-name

説明: BIND サブコマンドで、DBRM 区分データ・セ
ットをオープンすることができません。
authorization-id
BIND サブコマンドの呼び出し元の許可 ID
object-type
PLAN | PACKAGE
object-name
'object-type' が PLAN である場合、
'object-name' はアプリケーション・プランの名
前です。それ以外の場合は、
'location.collection.package' 形式のパッケージの
名前です。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに連絡をと
り、エラーに関するすべての情報を提供してください。

csect-name bind-type OPTIONS FOR
PLAN plan-name

:
ACTION
OWNER
VALIDATE
ISOLATION
ACQUIRE
RELEASE
EXPLAIN

bind-option1
bind-option3
bind-option4
bind-option5
bind-option6
bind-option7
bind-option8
bind-option9

bind-option2

DYNAMICRULES
説明: このメッセージは、バインドまたは再バインド処
理時にプラン plan-name に使用した BIND または
REBIND オプションを示しています。
重大度:

0 (通知)
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DSNT253I • DSNT257I
DSNT253I

csect-name bind-type OPTIONS FOR
PLAN plan-name

DSNT255I

csect-name bind-type OPTIONS FOR

:

:

|

|

(DEFER | NODEFER)
CACHESIZE
QUALIFIER
CURRENTSERVER
CURRENTDATA
DEGREE
SQLRULES
DISCONNECT
(REOPT | NOREOPT)
KEEPDYNAMIC
IMMEDWRITE
DBPROTOCOL
OPTHINT
ENCODING
PATH

PREPARE
bind-option1
bind-option2
bind-option3
bind-option4
bind-option5
bind-option6
bind-option7
VARS
bind-option8
bind-option9
bind-option10
bind-option11
bind-option12(bind-option13)
bind-option14

説明: このメッセージは、バインドまたは再バインド処
理時にプラン plan-name に使用した BIND または
REBIND オプションを示しています。
重大度:

0 (通知)

DSNT254I

|
|
|

DYNAMICRULES
(DEFER | NODEFER)
(REOPT | NOREOPT)
KEEPDYNAMIC
IMMEDWRITE
DBPROTOCOL
OPTHINT
ENCODING
PATH

bind-option1
bind-option2
bind-option3
bind-option4
PREPARE
VARS
bind-option5
bind-option6
bind-option7
bind-option8
bind-option9(bind-option10)
bind-option11

説明: このメッセージは、バインドまたは再バインド処
理時に package-name が指定したローカル・パッケージ
に使用された BIND または REBIND オプションを示し
ています。
重大度:

0 (通知)

DSNT256I

csect-name bind-type OPTIONS FOR

DBRM MEMBER member-name IS
EMPTY, A PACKAGE CANNOT BE
BOUND

説明: 指定された DBRM メンバーが空なので、パッケ
ージを作成することができません。

:
PACKAGE
ACTION
OWNER
QUALIFIER
VALIDATE
EXPLAIN
ISOLATION
RELEASE
COPY

=package-name
(ADD | REP)
owner
qualifier
(BIND | RUN)
(NO | YES)
(RR | CS | RS | UP | blank)
(COMMIT | DEALLOCATE | blank)
package-name

説明: このメッセージは、バインドまたは再バインド処
理時に package-name が指定したローカル・パッケージ
に使用された BIND または REBIND オプションを示し
ています。
重大度:

SQLERROR
CURRENTDATA
DEGREE

0 (通知)

システムの処置:
DSNT257I

パッケージは作成されません。

BIND ERROR, PACKAGE package-name
CANNOT BE CREATED BECAUSE IT
HAS THE SAME NAME AS THE
PACKAGE BEING COPIED

説明: 作成しようとしているパッケージのロケーション
およびコレクション ID が、 COPY キーワードに指定
されたローカル・ロケーションおよびコレクション ID
と同じです。コピーのパッケージと同じ名前のパッケー
ジを作成することはできません。
package-name
パッケージの名前
(location.collection.package.(version))
システムの処置:
ん。

このパッケージはバインドされませ

システム・プログラマーの応答: 作成しようとしている
パッケージ用に別のコレクション ID を選択して、サブ
コマンドを入力し直してください。
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DSNT258I
DSNT258I

bind-type WARNING FOR PLAN
plan-name THE LOCATION-ID location-id
SPECIFIED IN CURRENTSERVER MAY
NEED A PACKAGE LIST

説明: CURRENTSERVER に非ローカル・ロケーション
を指定して PLAN をバインドする場合、そのロケーシ
ョンにあるパッケージにアクセスするためには、
PKLIST キーワードを使用してパッケージ・リストを指
定しなければなりません。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：BIND また
は REBIND
plan-name
プランの名前
location-id
CURRENTSERVER のロケーション
システムの処置:

バインド処理は続行されます。

システム・プログラマーの応答: CURRENTSERVER で
指定されたロケーションを参照するパッケージを含むパ
ッケージ・リストを追加するか、あるいは BIND また
は REBIND サブコマンドから CURRENTSERVER を削
除するかしてください。
DSNT259I

bind-type WARNING FOR PLAN
plan-name NO PACKAGES IN THE
PACKAGE LIST REFERENCE THE
LOCATION-ID location-id SPECIFIED IN
CURRENTSERVER

説明: CURRENTSERVER キーワードで指定されたロケ
ーションを参照するパッケージが、パッケージ・リスト
内にありません。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：BIND また
は REBIND
plan-name
プランの名前
location-id
CURRENTSERVER のロケーション
システムの処置:

バインド処理は続行されます。

システム・プログラマーの応答: パッケージ・リスト内
のパッケージの 'location-id' を、 CURRENTSERVER 内
のロケーションを参照するように変更するか、あるいは
CURRENTSERVER で指定されたロケーションを変更す
るかしてください。

DSNT260I

csect-name bind-type - THE SUBMITTED
PARAMETERS RESULT IN AN
INVALID COMBINATION OF
bind-option1 AND bind-option2 FOR
object-type = object-name

説明: BIND または REBIND サブコマンドが、無効な
組み合わせのバインド・オプションまたはパラメーター
値を指定して実行依頼されました。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ: BIND また
は REBIND
object-type
PLAN または PACKAGE
object_name
object-type が PLAN の場合、 object-name は
アプリケーション・プランの名前です。
object_type が PACKAGE の場合は、
object_name は、
’location-id.collection-id.package-id’ の形式のパ
ッケージの名前です。
bind-option1 および bind-option2
無効な組み合わせのバインド・オプション値。
ここで、 bind-option1 および bind-option2 は、
各オプションの名前および値を示しています。
object-type が PLAN の場合は、次のいずれか
になります。
v bind-option1 が REBIND サブコマンドで使
用されており、 bind-option2 が、PLAN
object-name の SYSIBM.SYSPLAN カタログ
表に存在している。あるいは、
v bind-option2 が REBIND サブコマンドで使
用されており、 bind-option1 が、PLAN
object-name の SYSIBM.SYSPLAN カタログ
表に存在している。
object-type が PACKAGE の場合は、次のいず
れかになります。
v bind-option1 が BIND COPY または
REBIND サブコマンドで使用されており、
bind-option2 が、PACKAGE object-name の
SYSIBM.SYSPACKAGE カタログ表に存在し
ている。あるいは、
v bind-option2 が BIND COPY または
REBIND サブコマンドで使用されており、
bind-option1 が、PACKAGE object-name の
SYSIBM.SYSPACKAGE カタログ表に存在し
ている。
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DSNT261I
DB2 は、bind-option1 および bind-option2 の組み合わせ
をサポートしていません。
システムの処置: 示されたプランまたはパッケージに対
する BIND または REBIND 処理が終了します。
ユーザーの処置: DB2 コマンド解説書 を参照して、示
されたバインド・オプション値の有効な組み合わせを確
認し、有効な組み合わせを指定して BIND または
REBIND サブコマンドを再び出してください。
問題判別:
い。

このメッセージの「説明」を参照してくださ

DSNT261I

bind-type WARNING FOR object-type =
object-name ALL CONNECTION TYPES
ARE DISABLED

説明: 可能なすべての接続タイプが、使用不可にされて
います。プランまたはパッケージを実行することができ
ません。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：BIND また
は REBIND
object-type
PLAN または PACKAGE
object-name
object-type が PLAN の場合、object-name はア
プリケーション・プランの名前です。それ以外
の場合は、’location.collection.package’ 形式のパ
ッケージの名前です。
システムの処置:

バインド処理は続行されます。

システム・プログラマーの応答: DISABLE 文節から 1
つまたは複数の接続タイプを削除するか、あるいは、接
続タイプの 1 つ (DLIBATCH、 CICS、 IMSBMP、
IMSMPP、または REMOTE。 REMOTE は、
BIND/REBIND PACKAGE の場合にかぎり有効) に関連
する接続名のリストを追加してください。
DSNT262I

csect-name bind-type WARNING ISOLATION old-iso NOT
SUPPORTED.CHANGING TO
ISOLATION new-iso

説明: DB2 は、ローカル BIND または REBIND
PACKAGE サブコマンドで指定された分離レベルをサポ
ートしていません。 new-iso で指定された分離レベルが
その代わりに使用されます。
重大度:

4

システムの処置:

処理が続行されます。

ユーザーの処置:

新規分離レベルが不十分である場合、
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BIND または REBIND PACKAGE サブコマンドの
ISOLATION オプションを変更し、パッケージを再バイ
ンドしてください。 DB2 でサポートしている値を使用
してください。
DSNT263I

csect-name bind-type FOR object-type =
object-name FAILED BECAUSE THE
bind-type DEPENDS ON FUNCTIONS IN
A LATER DB2 RELEASE WITH MARK
release-dependency-mark OR HIGHER

説明: 現行の DB2 は、示されたバインド・サブコマン
ドで指定されたバインド・オプションまたは機能をサポ
ートしていません。バインド・オプションまたは機能
は、後の DB2 リリースの機能に依存します。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：BIND また
は REBIND
object-type
PLAN または PACKAGE
object-name
object-type が PLAN の場合、object-name はプ
ランの名前です。
object-type が PACKAGE の場合、object-name
は、 ’location-id.collection-id.package-id’ の形式
のパッケージの名前です。
release-dependency-mark
バインド・サブコマンドのサポートが可能な最
も古い DB2 のリリースを示す 1 文字のマー
ク。
このメッセージは次の状況で出されます。
v DSN コマンドが、 DSN バインド・サブコマンド
bind-type で使用されたバインド・オプションまたは
機能をサポートしていない DB2 サブシステムの名前
を明示的または暗黙的に使用している場合。あるい
は、
v DSN コマンドが DB2 データ共用グループに対して
グループ接続名を使用しており、受け取り側の DB2
データ共用メンバーが、DSN バインド・サブコマン
ド bind-type で使用されたバインド・オプションまた
は機能をサポートしていない場合。
システムの処置:

bind-type の操作は実行されません。

ユーザーの処置: DSN コマンドでは、bind-type サブコ
マンドで使用されたリリース依存マークが
release-dependency-mark 以上であり、すべてのバイン
ド・オプションまたは機能をサポートしている DB2 サ
ブシステムを指定してください。
DB2 リリース依存マークとその意味のリストについて
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は、 DB2 SQL 解説書 の付録 D で説明している
SYSIBM.SYSPLAN または SYSIBM.SYSPACKAGE DB2
カタログ表にある IBMREQD 列を参照してください。

package-name
次の形式のパッケージの名前:
’collection.package’

システム・プログラマーの応答: このメッセージの「ユ
ーザーの応答」の項を参照してください。

システムの処置: 指定されたパッケージは、再バインド
されません。

DSNT264I

csect-name bind-type bind-subtype ERROR
USING auth-id AUTHORITY PACKAGE
package-name IS A TRIGGER
PACKAGE

説明: トリガー・パッケージを再バインドするには、
DSN サブコマンド REBIND TRIGGER PACKAGE を使
用する必要があります。トリガー・パッケージを解放す
るには、SQL ステートメント DROP TRIGGER を使用
する必要があります。トリガー・パッケージをコピーす
ることはできません。

システム・プログラマーの応答: トリガー・パッケージ
でないパッケージに対しては、サブコマンド REBIND
PACKAGE を使用して再バインドしてください。トリガ
ー・パッケージの ’collection.package’ を指定して、
BIND サブコマンドを再び呼び出してください。
DSNT266I

bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：
BIND、REBIND、または FREE。
bind-subtype
バインド・サブコマンドのサブタイプ: COPY
またはブランク
auth-id

禁止処置を試みる許可 ID

package-name
次の形式のパッケージの名前:
’collection.package’
システムの処置: トリガー・パッケージのコピー、再バ
インド、または解放は行われません。
システム・プログラマーの応答:
SYSIBM.SYSPACKAGE カタログ表を調べて、既存のト
リガー・パッケージの名前を確かめてください。トリガ
ー・パッケージでない ’collection.package’ を指定して、
BIND サブコマンドを再び呼び出してください。
DSNT265I

csect-name bind-type bind-subtype ERROR
USING auth-id AUTHORITY PACKAGE
package-name IS NOT A TRIGGER
PACKAGE

説明: サブコマンド REBIND TRIGGER PACKAGE
は、トリガー・パッケージに対してのみ使用できます。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ: REBIND
bind-subtype
バインド・サブコマンドのサブタイプ:
TRIGGER
auth-id

REBIND を試みる許可 ID

csect-name bind-type FOR object-type =
object-name FAILED. THE TOTAL
LENGTH OF THE PATH SCHEMA
NAME LIST EXCEEDS 254
CHARACTERS WITH SCHEMA NAME
schema-name

説明: DB2 はバインド・オプション PATH にユーザー
が指定したスキーマ名リストを使用して、バインド処理
に使用する DB2 SQL パスを設定します。 SQL パス
は、VARCHAR(254) の含むでユーザーが指定したスキ
ーマ名リストが入っています。それぞれのスキーマ名は
二重引用符で囲み、次のスキーマ名とはコンマで区切ら
れています。この SQL パス・ストリングの全長は、二
重引用符とコンマを含めて、 254 文字以下でなければ
なりません。ここに示されている、バインド・オプショ
ン PATH のスキーマ名 schema-name が原因で SQL
Path ストリングが 254 文字を超えています。
bind-type
バインド・サブコマンドのタイプ：BIND また
は REBIND
object-type
PLAN または PACKAGE
object-name
object-type が PLAN の場合、object-name はプ
ランの名前です。
object-type が PACKAGE の場合、object-name
は、
’location-id.collection-id.package-id.(version-id)’
の形式のパッケージの名前です。
schema-name
SQL Path が 254 文字を超える原因となってい
る、バインド・オプション PATH に指定され
たスキーマ名。
システムの処置: bind-type の操作は実行されません。
ユーザーの処置: バインド・オプション PATH に、
SQL Path が 254 文字を超えないようなスキーマ名リス
トを指定してください。
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バインドのバインド PATH およびスキーマ名のリスト
についての詳細は、「コマンド解説書」を参照してくだ
さい。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの「ユ
ーザーの応答」の項を参照してください。
DSNT267I

csect-name A TRIGGER PACKAGE
CANNOT BE FREED USING THE
FREE PACKAGE COMMAND

説明: 解放するトリガー・パッケージを示す FREE
PACKAGE コマンドを受け取りました。トリガー・パッ
ケージは、DROP TRIGGER SQL ステートメントを使
用してのみ削除できます。
システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: SQL ステートメント DROP
TRIGGER を使用して、トリガー・パッケージを削除し
てください。
DSNT268I

csect-name A BIND COMMAND USING
THE COPY OPTION NAMED A
TRIGGER PACKAGE AS THE
SOURCE FOR THE BIND

説明: トリガー・パッケージを BIND COPY コマンド
のソースに使用することはできません。

4. tokens - 問題判別のために、SQLCA のメッセージ部
分に入れて渡される特定のトークン。
5. warn_fields - 警告情報標識。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNLXMSG
システムの処置: 示された SQL 戻りコードに関連する
「システムの処置」を参照してください。
システム・プログラマーの応答: 示された SQLCODE
または SQLSTATE、あるいはその両方に関連する「プ
ログラマーの処置」を参照してください。
(SQLCODE、SQLSTATE、または 1 つまたは複数の
SQLWARN フィールドに表示された) 警告またはエラー
をメモして、プログラムの変更が必要かどうかを判別し
てください。 SQLWARNx フィールドの説明は、DB2
SQL 解説書 の付録 C にあります。状況に応じて、ア
プリケーションの変更が必要になったり、システム・プ
ログラマーに相談しなければならない場合があります。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
DSNT271I

システムの処置: TSO 接続機能は、ほかの入力を受け
入れることができます。
ユーザーの処置: BIND コマンドを訂正して、実行依頼
し直してください。
DSNT270I

THE FOLLOWING SQLCA
INFORMATION WAS RETURNED
FROM subsystem

:
SQLCODE = sqlcode
SQLSTATE = sqlstate
SQLERRMT = tokens
SQLWARN warn_fields
説明: リモート・プログラムの BIND 処理中に、分散
リレーショナル・データベース体系 (DRDA) の上級
SQL プロトコル (ASP) を使用しているデータベース・
サーバーから、警告またはエラーを受け取りました。こ
のメッセージのトークンは、次のとおりです。
1. subsystem - データベース・サーバー。
2. sqlcode - SQL 戻りコード。
3. sqlstate - 4 つの関連プロダクトに共通の追加の戻り
コード・セット。
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THE FOLLOWING SQLCA
INFORMATION WAS RETURNED
FROM subsystem

:
SQLCODE = sqlcode
SQLSTATE = sqlstate
SQLERRMT = tokens
SQLWARN warn_fields
STATEMENT = stmt_num
説明: リモート・プログラムの BIND 処理時に、分散
リレーショナル・データベース体系 (DRDA) の上級
SQL プロトコル (ASP) を使用しているデータベース・
サーバーから、警告またはエラーを受け取りました。こ
のメッセージのトークンは、次のとおりです。
1. subsystem - データベース・サーバー。
2. sqlcode - SQL 戻りコード。
3. sqlstate - 4 つの関連プロダクトに共通の追加の戻り
コード・セット。
4. tokens - 問題判別のために、SQLCA のメッセージ部
分に入れて渡される特定のトークン。
5. warn_fields - 警告情報標識。
6. stmt_num - 障害のあるステートメントのステートメ
ント番号。
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このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNLXMSG
システムの処置: 示された SQLCODE に関連する「シ
ステムの処置」を参照してください。
システム・プログラマーの応答:
(SQLCODE、SQLSTATE、または 1 つまたは複数の
SQLWARN フィールドに表示された) 警告またはエラー
をメモして、プログラムの変更が必要かどうかを判別し
てください。 SQLWARNx フィールドの説明は、DB2
SQL 解説書 の付録 C にあります。状況に応じて、ア
プリケーションの変更が必要になったり、システム・プ
ログラマーに相談しなければならない場合があります。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
DSNT300I

AUTH-ID authorization-id NOT
AUTHORIZED TO PERFORM function
ON DATABASE dbname.REQUEST
REJECTED

説明: AUTHORIZATION ID で示された呼び出し元ユ
ーザーの 'authorization-id' が、指定されたデータベース
制御コマンド機能をこのデータベースで実行するための
許可を得ていません。 'function' は、-START、-STOP、
または -DISPLAY のいずれかです。データベースの名
前は、'dbname' です。
システムの処置:

要求はリジェクトされます。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: このコマンドを出すた
めの特権を、示された 'authorization-id' に指定しなけれ
ばなりません。
DSNT301I

INVALID DATABASE dbname

説明: -START、-STOP、または -DISPLAY
DATABASE コマンドで指定されたデータベースが存在
していません。データベースの名前は、'dbname' です。
システムの処置: 要求はリジェクトされます。 このメ
ッセージは、繰り返し出されることがあります。
システム・プログラマーの応答: 有効な名前を指定し
て、コマンドを出し直してください。

DSNT302I

INVALID NAME spname

説明: このメッセージ中の 'spname' は、表スペースま
たは索引スペースの名前です。 -START、-STOP、また
は -DISPLAY DATABASE コマンドの SPACENAM キ
ーワードで指定された 'spname' が、存在していませ
ん。
システムの処置: 要求はリジェクトされます。 このメ
ッセージは、繰り返し出されることがあります。
システム・プログラマーの応答: 有効な表スペース名ま
たは索引名を指定して、コマンドを出し直してくださ
い。
DSNT304I

csect-name INSTALLATION SYSOPR IS
NOT AUTHORIZED TO CHANGE
OBJECT STATUS ON DATABASE
dbname. REQUEST IS REJECTED.

説明: INSTALLATION SYSOPR は、START
DATABASE コマンドでこのデータベースのオブジェク
ト状況を変更することができるため、このデータベース
上でこのコマンドの機能を実行する権限が与えられてい
ません。 INSTALL SYSOPR は、LPL ページまたは
GRECP オブジェクトのリカバリーにのみ START
DATABASE コマンドを使用することができます。デー
タベースの名前は dbname です。
システムの処置:

要求はリジェクトされます。

オペレーターの応答: 正しいアクセス・モードを使用し
て -START DATABASE コマンドを出し直すか、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
DSNT305I

SUBSYSTEM FAILURE DURING
command-name DATABASE COMMAND
PROCESSING. RC = yy, REASON = zz

説明: -START、-STOP、または -DISPLAY
DATABASE コマンドの処理中に、エラーが検出されま
した。このメッセージの 'command-name' は、ストリン
グ 'DISPLAY'、 'STOP'、または 'START' です (処理中
のコマンドに応じて異なります)。
システムの処置: CSECT DSNTDCST から出された場
合：
v リレーショナル・データ・システム (RDS) サブコン
ポーネント・エラーの場合：
– 'yy' は、4 バイトの戻りコード 8。
– 'zz' は、4 バイトの異常終了コード '00E30085'。
v データ管理プログラム (DM) サブコンポーネント・
エラーの場合：
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DSNT306I
– 'yy' は、DSNTDCST が呼び出したデータ管理プロ
グラム機能から戻された、 2 バイトの戻りコード
と 2 バイトの理由コードからなる 4 バイトの戻り
コード。
– 'zz' は、4 バイトの異常終了コード '00E30086'。
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、実行単
位が異常終了する前に SVC ダンプが要求されま
す。
CSECT DSNTDDIS から出された場合：
v 'yy' は、4 バイトの戻りコード 12。
v 'zz' は、4 バイトの異常終了コード '00E30089'。
この要求は異常終了します。
CSECT DSNTDMUL または DSNTDMSG から出された
場合：
v 'yy' は、メッセージ生成プログラムから戻された 4
バイトの戻りコード。
v 'zz' は、4 バイトの異常終了コード '00E30084'。
この要求は異常終了します。
システム・プログラマーの応答: 出された特定の異常終
了理由コードについては、 859 ページの『第 4 部 DB2
コード』 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、17。
DSNT306I

RESPONSE MESSAGE LIMIT HAS
BEEN REACHED

初のストリングの英数字照合順序が 2 番目のストリン
グより後にならないようにしてください。
DSNT308I

AFTER KEYWORD ONLY VALID FOR
A SINGLE DATABASE OR A SINGLE
TABLESPACE/INDEXSPACE WITHIN A
DATABASE.REQUEST REJECTED

説明: AFTER キーワードは、次のいずれかで指定する
ことができます。
v キーワード DATABASE の後の単一のデータベース
名。
v キーワード SPACENAM の後の単一の表スペース名
または索引スペース名。
ユーザーの処置:
DSNT309I

コマンドを正しく指定してください。

csect-name object_name IS CURRENTLY
state.

説明: 以下のうちの 1 つが、すでに要求通りの状態に
なっています。
v START DB(list) または STOP DB(list) でリストされ
たデータベース。
v START DB(name) SPACENAM(list) または STOP
DB(name) SPACENAM(list) でリストされた表スペー
ス。
v START DB(name) SPACENAM(list) または STOP
DB(name) SPACENAM(list) でリストされた索引スペ
ース。
v START DB(list) SPACENAM(list) PART(n)、STOP
DB(list) SPACENAM(list) PART(n)、 START DB(list)
SPACENAM(list)、または STOP DB(list)
SPACENAM(list) でリストされた区分表スペースの区
分。

説明: DISPLAY、START、または STOP データベー
ス・コマンドのメッセージを生成するために、決まった
量のスペースがあります。このメッセージは、指定され
た DISPLAY、START、または STOP データベース・コ
マンドから、そのスペースに収まり切れない数のメッセ
ージが生成されたことを示しています。

このメッセージにおいて、

ユーザーの処置: '*' (すなわち、すべての名前) を指定
せずに、個々のデータベースまたは表スペース、あるい
はその両方を指定してください。

v 'object' は、データベース、表スペース、索引スペー
ス、あるいは、表スペース名または索引スペース名を
含む区画番号です。

DSNT307I

INVALID RANGE SPECIFICATION
string1 IS GREATER THAN string2

説明: DISPLAY DB(string1:string2) または DISPLAY
DB(..) SPACENAM(string1:string2) コマンド、もしくは
PART(string1:string2) キーワード上のデータベース・コ
マンド (START DB、STOP DB、または DISPLAY DB)
で範囲が指定されましたが、英数字で指定された最初の
ストリングの英数字照合順序が 2 番目のストリングよ
りも後になっています。

– TABLESPACE。この場合には、指定された表スペ
ースが、現在要求通りの状態になっています。
– INDEXSPACE。この場合には、指定された索引ス
ペースが、現在要求通りの状態になっています。
– DATABASE。この場合には、データベースが、現
在要求通りの状態になっています。
– PARTITION。この場合は、区分表スペースまたは
区分索引の指定された区画が、現在要求通りの状態
になっています。
v 'state' は、次のいずれかです。

ユーザーの処置: コマンドを指定し直してください。最

472

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNT310I
– START RW。この場合、指定されたオブジェクト
は、現在読み取り / 書き込みモードで開始されて
います。

– START RW。この場合には、指定された表スペー
スは、現在読み取り / 書き込みモードで開始され
ています。

– START RO。この場合、指定されたオブジェクト
は、現在読み取り専用モードで開始されています。

– START RO。この場合には、指定された表スペー
スは、現在読み取り専用モードで開始されていま
す。

– START UT。この場合、指定されたオブジェクト
は、現在ユーティリティー処理のために開始されて
います。
– STOPPED。この場合、指定されたオブジェクト
は、現在停止しているか、停止処理中です。
– STOP PENDING。この場合、指定されたオブジェ
クトは、現在停止保留状態にあります。

– START UT。この場合には、指定された表スペース
は、現在ユーティリティー処理用に開始されていま
す。
– STOPPED。この場合には、指定された表スペース
は、現在停止しているか、停止保留状態であるか、
あるいは停止処理中です。

オブジェクトの論理ページ・リスト (LPL) にページが
ある場合、またはオブジェクトがグループ・バッファ
ー・プール・リカバリー保留 (GRECP) 状態にある場
合、 START DATABASE ACCESS(RO) または START
DATABASE ACCESS(RW) コマンドは、このメッセー
ジがそのオブジェクトに対して出された場合でも、その
オブジェクトのリカバリーを起動します。 開始された
LPL または GRECP リカバリーを持つ各オブジェクト
ごとに、 DB2 は、DSNI006 メッセージと、その後に
DSNI021 メッセージ (リカバリーが正常に完了すると
き) または DSNI005 メッセージ (リカバリーが成功し
なかったとき) のどちらかを出します。

オブジェクトの論理ページ・リスト (LPL) にページが
ある場合、またはオブジェクトがグループ・バッファ
ー・プール・リカバリー保留 (GRECP) 状態にある場
合、 START DATABASE ACCESS(RO) または START
DATABASE ACCESS(RW) コマンドは、このメッセー
ジがそのオブジェクトに対して出された場合でも、その
オブジェクトのリカバリーを起動します。 開始された
LPL または GRECP リカバリーを持つ各オブジェクト
ごとに、 DB2 は、DSNI006 メッセージと、その後に
DSNI021 メッセージ (リカバリーが正常に完了すると
き) または DSNI005 メッセージ (リカバリーが成功し
なかったとき) のどちらかを出します。

ユーザーの処置:
ジです。

ユーザーの処置:
ジです。

DSNT310I

応答は不要です。これは通知メッセー

csect-name ALL object CURRENTLY
state.

説明: データベースと、その表スペースおよび索引スペ
ースはすべて、すでに要求通りの状態になっています。
この状態は、以下のコマンドのいずれかの処理の後で起
こりました。
v START DB(*)
v STOP DB(name)
v START DB(name) SPACENAM(*)
v STOP DB(name) SPACENAM(*)
このメッセージにおいて、
v 'object' は、次のいずれかです。
– TABLESPACE(S)。この場合には、指定された表ス
ペースが、現在要求通りの状態になっています。
– INDEXSPACE(S)。この場合には、指定された索引
スペースが、現在要求通りの状態になっています。

DSNT311I

応答は不要です。これは通知メッセー

MESSAGE LIMIT EXCEEDED.DISPLAY
IS TERMINATED.

説明: 生成されたメッセージの数が、LIMIT キーワー
ドで指定されたメッセージの最大数を超えているか、あ
るいはシステムのデフォルト値を超えています。
DSNT312I

object name MUST BE STARTED
RW.NO ACTION TAKEN.

説明: ACCESS キーワードが RO または UT となって
いますが、このオブジェクトは ACCESS (RW) として
開始しなければなりません。
このメッセージにおける 'object' は、次のいずれかで
す。
v TABLESPACE(S) IN - START DB(name)
SPACENAM(...) が指定されている場合。
v DATABASE - START DB(name) が指定されている場
合。

– DATABASE(S)。この場合には、データベースが、
現在要求通りの状態になっています。
v 'state' は、次のいずれかです。

第 17 章 DB2 メッセージ

473

DSNT313I
DSNT313I

ACCESS(FORCE) IS VALID ONLY
WITH EXPLICIT TABLESPACE OR
INDEXSPACE NAMES.COMMAND IS
REJECTED

説明: ACCESS(FORCE) キーワードを指定できるの
は、次のいずれかの場合です。

グの SYSIBM.SYSINDEXSPACE は、索引スペースが区
画に分割されているかどうか、および索引スペースがタ
イプ 1 またはタイプ 2 索引のどちらであるかが示され
ています。 タイプ 2 の非区分索引は、論理区画レベル
で開始、停止、または表示させることができますが、タ
イプ 1 ではできません。

v START DATABASE コマンドのキーワード
SPACENAM の後に、単一の表スペース名または索引
スペース名が指定されている。

DSNT315I

v START DATABASE コマンドのキーワード
SPACENAM の後に、表スペースまたは索引スペー
ス、あるいはその両方の名前のリストが指定されてい
る。

説明: 無効な区画番号または範囲が、 START
DATABASE、STOP DATABASE、または DISPLAY
DATABASE コマンド の PART キーワードで指定され
ました。

オペレーターの応答:
い。

区画番号または範囲 part-num が、オブジェクト
object-name に対して無効です。

DSNT314I

コマンドを正しく指定してくださ

csect_name INVALID PARTITION
SPECIFICATION FOR OBJECT
object-name

説明: START DATABASE、STOP DATABASE、また
は DISPLAY DATABASE コマンドで指定された PART
キーワードが無効です。
PART キーワードは、以下のものに対して指定された場
合は無効です。
v 非区分表スペース
v 非区分タイプ 1 索引
v 区分表スペースで定義されないタイプ 2 索引
オブジェクト object-name は、表スペースまたは索引ス
ペースのいずれかです。
この表スペースまたは索引スペースには、 START
DATABASE、STOP DATABASE、または DISPLAY
DATABASE コマンドによる処置はとられません。コマ
ンドに他の有効な表スペースまたは索引スペースが指定
されていれば、それらはコマンドによって処理されま
す。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: この区画番号または範囲は無視されま
す。 PART がリストに指定された場合は、指定された
他の有効な区画がすべて処理されます。
ユーザーの処置: 指定されたコマンドで問題となってい
る表スペースまたは索引の正しい区画指定を判別し、コ
マンドを再実行してください。
問題判別: DB2 カタログの
SYSIBM.SYSTABLESPACE に、表スペースの区画番号
の正しい範囲が示されています。 DB2 カタログの
SYSIBM.SYSINDEXSPACE は、索引スペースが区画に
分割されているかどうか、および索引スペースがタイプ
1 またはタイプ 2 索引のどちらであるかが示されてい
ます。 タイプ 2 の索引は、論理区画レベルで開始、停
止、または表示させることができますが、タイプ 1 で
はできません。
DSNT316I

8 (エラー)

システムの処置: 問題の表スペースまたは索引スペース
については、必要なコマンドが処理されません。コマン
ドに指定された他のすべての表スペースまたは索引スペ
ースは処理されます。
ユーザーの処置: 非区分の表スペースまたは索引スペー
スについては、 PART キーワードを使用せずにコマン
ドを再実行してください。
問題判別: DB2 カタログの
SYSIBM.SYSTABLESPACE に、表スペースが区画に分
割されているかどうかが示されています。 DB2 カタロ
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重大度:

csect_name INVALID PARTITION
NUMBER OR RANGE SPECIFIED part-numFOR OBJECT object-name

csect-name A LOGICAL PARTITION OF
AN INDEX WHICH HAS PAGES IN
THE LPL OR HAS BEEN MARKED
GRECP CANNOT BE STARTED FOR
RW OR RO ACCESS

説明: 論理ページ・リスト (LPL) にページを持つか、
またはグループ・バッファー・プール・リカバリー保留
(GRECP) とマーク付けされている非区分索引の論理区
画に、START DATABASE コマンドが指定されまし
た。これらの例外状況のいずれかで非区分索引を開始す
るには、 PART キーワードなしで START DB コマン
ドを指定しなければなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 索引スペースのコマンドは処理されま
せん。コマンドに指定された他のすべての表スペースま

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNT317I • DSNT358I
たは索引スペースは処理されます。
ユーザーの処置: PART キーワードを使用せずに非区
分索引スペースのコマンドを実行要求してください。
問題判別: 索引スペースの状況についてさらに情報が必
要な場合には、 -DISPLAY DATABASE コマンドを使
用してください。
DSNT317I

csect-name ANY USER-DEFINED
INDEXES ON DSNDB06 COULD NOT
BE cmd-type DUE TO A RESOURCE
UNAVAILABLE ON THE CATALOG
OR DIRECTORY.

説明: DSNDB06 にユーザー定義索引が存在する場合、
(cmd-type に応じて) それを表示、開始、または停止する
ことはできません。カタログまたはディレクトリーが利
用できないからです。 DB2 定義索引および表スペース
は、これが利用できないことによる影響を受けません。
プログラマーの応答: このメッセージを受け取ったら、
リソース利用不能の問題を訂正し、コマンドを出し直し
てください。
システムの処置: DSNDB06 のすべてのユーザー定義索
引は、出されたコマンドの影響を受けません。他のすべ
ての表スペースおよび索引スペースは、コマンドによっ
て処理されます。
DSNT331I

csect-nameDATABASE name AND ANY
SPACE IT CONTAINS CANNOT BE
STOPPED. IT IS THE ACTIVE
COMMUNICATIONS DATABASE

説明: このメッセージで指定されたデータベースは、ア
クティブな通信データベースであるため、停止させるこ
とができません。また、アクティブな通信データベース
内のスペースを停止させることもできません。
システムの処置:

何も停止されません。

オペレーターの応答: データベースまたはその中のスペ
ースを停止させる必要がある場合には、分散データ機能
を停止させる (STOP DDF) 必要があります。 DB2 デ
ータ共用環境では、DB2 データ共用グループのすべて
のメンバーの分散データ機能を停止しなければなりませ
ん。
DSNT332I

TABLESPACES AND INDEXSPACES
ARE UNAVAILABLE BECAUSE
DATABASE name IS STOPPED

説明: データベース 'name' には現在、停止されている
ことを示すマークが付いています。したがって、その表

スペースおよび索引スペースは、たとえ始動されていた
としても、使用不能です。
DSNT350I

-luw-id ACCESSING DATA FOR
location

説明: このメッセージは、メッセージ DSNT394I また
は DSNT396I の後に出され、分散データ・アクセスに
参加していると報告されているそれぞれのスレッド (デ
ータベース・アクセス・スレッド) ごとに出されます。
この追加行では、次のように分散 ID が報告されます。
luw-id=token
作業論理単位 ID (LUW-ID) は、スレッドに割
り当てられた固有の ID で、後ろに '=' 符号と
トークンが 1 つ付きます。このトークンは、
luw-id を入力として受け入れる任意の DB2 コ
マンド内で luw-id の代わりに使用することが
できます。
location
要求側のシステムに割り当てられた
LOCATION 名。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNTDMUL
DSNT358I

csect_name INVALID PARTITION
SPECIFICATION FOR OBJECT
object-name

説明: DISPLAY DATABASE コマンドでの PART キ
ーワードの指定が無効です。
PART キーワードは、以下のものに対して指定された場
合は無効です。
v 非区分表スペース
v 非区分タイプ 1 索引
v 区分表スペースで定義されないタイプ 2 索引
オブジェクト object-name は、表スペースまたは索引ス
ペースのいずれかです。
DISPLAY DATABASE コマンドは、この表スペースま
たは索引スペースに対する処置をとりません。コマンド
に他の有効な表スペースまたは索引スペースが指定され
ていれば、コマンド処理します。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 問題の表スペースまたは索引スペース
については、必要なコマンドが処理されません。コマン

第 17 章 DB2 メッセージ

475

DSNT359I
ドに指定された他のすべての表スペースまたは索引スペ
ースは処理されます。
ユーザーの処置: 非区分の表スペースまたは索引スペー
スについては、 PART キーワードを使用せずにコマン
ドを再実行してください。
問題判別: SYSIBM.SYSTABLESPACE に、表スペース
が区画に分割されているかどうかが示されています。
SYSIBM.SYSINDEXSPACE には、索引スペースが区画
に分割されているかどうか、および索引スペースがタイ
プ 1 索引であるかタイプ 2 索引であるかが示されま
す。タイプ 2 非区分索引は、論理区画レベルで表示さ
せることができますが、タイプ 1 索引ではできませ
ん。
DSNT359I

ACTIVE
割り振られたすべてのデータベースがリストさ
れます。
GLOBAL
要求されたすべてのデータベース情報がリスト
されます。 ACTIVE、DISABLED、および
RESTRICT が省略された場合には、この表題が
付けられます。
LOCKS
指定された表スペースまたは索引スペースに関
してロックを保持、保存、または待機してい
る、すべてのアプリケーションの接続 ID およ
び相関 ID が表示されます。

csect_name INVALID PARTITION
NUMBER SPECIFIED - part-num FOR
OBJECT object-name

説明: DISPLAY DATABASE コマンドの PART キー
ワードに、無効な区画番号が指定されました。
区画番号 part-num が、オブジェクト object-name に対
して無効です。
重大度:

このメッセージの 'report-type-list' には、コマンドで指
定されたすべてのオプションが、スペースで区切られて
リストされます。表示される可能性のある値は、以下の
とおりです。

8 (エラー)

システムの処置: この区画番号は無視されます。他に指
定された有効な区画はすべて、処理されます。
ユーザーの処置: 指定されたコマンドで問題となってい
る表スペースまたは索引の正しい区画指定を判別し、コ
マンドを再実行してください。

RESTRICT
用途が制限されている (すなわち、RO または
UT 始動の) すべてのデータベースがリストさ
れます。
USE

CLAIMERS
指定されたデータベースに関してクレームを保
持している、すべてのアプリケーションの接続
ID および相関 ID が表示されます。
LPL

問題判別: DB2 カタログの
SYSIBM.SYSTABLESPACE に、表スペースの区画番号
の正しい範囲が示されています。 DB2 カタログの
SYSIBM.SYSINDEXSPACE は、索引スペースが区画に
分割されているかどうか、および索引スペースがタイプ
1 またはタイプ 2 索引のどちらであるかが示されてい
ます。 PART キーワードは、タイプ 2 索引の論理区画
の状況を表示するために使用できますが、タイプ 1 索
引には使用できません。
DSNT360I

********************************

説明: このメッセージは 35 個のアスタリスクからな
り、データベースの表示およびデータベースのスペース
名の表示を開始します。
DSNT361I

*DISPLAY DATABASE SUMMARY*
report-type-list

説明: このメッセージは、要求されたデータベース、表
スペース、および索引スペースのセットを示すための、
複数行のメッセージです。
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割り振られたすべてのアプリケーションの接続
ID および相関 ID がリストされます。

表スペースまたは索引スペースの論理ページ・
リストに含まれているページのページ番号範
囲。

DSNT362I

DATABASE = data-base-name STATUS
= status DBD LENGTH = dbd-length

説明: このメッセージは、DISPLAY DATABASE コマ
ンドで処理されたデータベースの表示情報の開始を通知
します。このメッセージでは、そのデータベースの名
前、状況、および DBD の長さがリストされています。
メッセージ DSNT392I、DSNT394I、または DSNT396I
でリストされる表スペース名および索引スペース名はす
べて、このデータベースに含まれています。
data-base-name
データベース名。
status

以下のストリングの 1 つまたは複数の組み合
わせがコンマで区切って示されます。ストリン
グの最大長は、18 文字です。
RO
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このデータベースは、読み取り活動専
用として開始されています。

DSNT363I
RW

このデータベースは、読み取りおよび
書き込み活動用として開始されていま
す。

STOP

このデータベースは、停止していま
す。

STOPP
このデータベースは、停止保留中また
は停止処理中です。
このデータベースは、ユーティリティ
ー処理専用として開始されています。

UT

LPL
CLAIMERS
WEPR
USE
システムの処置:
理されません。

ユーザーの処置: 説明で述べられたキーワードのいずれ
かを DISPLAY DATABASE コマンドに追加して、再度
そのコマンドを出してください。
DSNT365I

DSNT363I

PHYSICAL ERROR PAGE RANGE
FOR DATA SET data-set-name
LOW=lowphy, HIGH=hiphy

説明: このメッセージは、データ・セットで検出された
物理入出力エラーをユーザーに通知するために、
SPACENAM キーワードが指定された -DISPLAY
DATABASE コマンドに応答して出されます。
このメッセージ中の 'data-set-name' は、エラーのあるデ
ータ・セットの名前です。変数 'lowphy' および 'hiphy'
は、入出力エラーが発生した時点で読み取られていた、
そのデータ・セット内の物理ページの範囲を示していま
す。物理ページ番号は、そのページが常駐するデータ・
セットの先頭を起点として相対的に割り当てられていま
す。
このメッセージの前には、常にメッセージ DSNT360I
および DSNT361I が出され、指定されたデータ・セッ
トがサポートするデータベースおよびページ・セットの
名前が識別されます。
ページ・セット (表スペースおよび索引スペース) は、
サポートするデータ・セットから構成されます。物理ペ
ージとは、サポートするデータ・セット群のページであ
り、収められている特定のデータ・セットの先頭から番
号が付いています。このメッセージでは、特定のペー
ジ・セットをサポートする (すなわち、その一部になっ
ている) データ・セット内の物理ページを指していま
す。
システムの処置:
ください。

# DSNT364I

このメッセージの「説明」を参照して

csect-name KEYWORD ONLY IS USED
INCORRECTLY

説明: キーワード ONLY が DISPLAY DATABASE コ
マンドに間違って使用されています。 SPACENAM キ
ーワードが指定された場合、キーワード ONLY は、次
のキーワードのいずれかが使用された場合のみ有効で
す。
LOCKS

DISPLAY DATABASE コマンドは処

NO DATABASES FOUND

説明: このメッセージは、DISPLAY DB(name) が入力
されたが、要求に合うデータベースが見つからなかった
場合に出されます。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNT366I

DATABASE name NOT type

説明: DISPLAY DB(...) 内にリストされたデータベー
スのタイプが、正しくありません。変数は、次のとおり
です。
name

オブジェクトの名前。

type

指定された要求のタイプ。
ACTIVE、RESTRICTED、ACTIVE OR
RESTRICTED

オブジェクトが見つからず、しかもキーワード ACTIVE
および RESTRICT が省略された場合には、 DSNT301I
または DSNT302I のどちらかが出されるので、注意し
てください。
システムの処置:

# DSNT368I

処理は正常に続行されます。

csect-name MORE THAN ONE
MUTUALLY EXCLUSIVE KEYWORD
WAS SPECIFIED IN THE DISPLAY
DATABASE COMMAND.

説明: LOCKS、LPL、CLAIMERS、WEPR および USE
のキーワードは、同時に指定することはできません。い
ずれか 1つだけ DISPLAY DATABASE コマンドに指定
してください。キーワードの優先順位は以下のとおりで
す。
1. LPL
2. CLAIMERS
3. LOCKS
4. USE
5. WEPR
システムの処置: DISPLAY DATABASE コマンドは、
この警告メッセージを使って処理されます。
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DSNT367I
id3

plan-id1 に関連するスレッドの作業論理単位
ID。アスタリスク (*) は、このスレッドが
LUW-ID をもっていないことを示します。
LUW-ID がアスタリスクでない場合、値は、こ
のスレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
です。値の後ろには、等号 (=) とトークン値が
続きます。このトークン値は、DB2 コマンド
で作業論理単位 ID の代わりに使用することが
でき、使用すると、作業論理単位 ID の入力と
して受け入れられます。

| id4
|
|

この ID には、エージェントの識別に関する特
定情報を定義する、追加の ID が含まれていま
す。

|
|
|
|
|
|

多くの分散構成では、DB2 で使用される 1 次
許可 ID は必ずしもエンド・ユーザーのユーザ
ー ID ではありません。クライアントにより追
加のトークンが提供されている場合には、追加
のトークンがクライアントのエンド・ユーザー
を識別するための助けになります。

|
|

以下の ID が用意されています (コロン (:) で
分離されます)。

|

v このスレッドに関連する 1 次許可 ID。

|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのワークステーションのワ
ークステーション名。アスタリスク (*) は、
それがスレッドに関係ないこと、またはクラ
イアントによって提供されたものでないこと
を示しています。

|
|
|
|

v エンド・ユーザーのユーザー ID。アスタリ
スク (*) は、それがスレッドに関係ないこ
と、またはクライアントによって提供された
ものでないことを示しています。

|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのアプリケーションのアプ
リケーション名。アスタリスク (*) は、それ
がスレッドに関係ないこと、またはクライア
ントによって提供されたものでないことを示
しています。

ユーザーの処置: 指定するキーワードが 1 つになるま
で、DISPLAY DATABASE コマンドからキーワードを
取り除いてください。
DSNT367I

NO INFORMATION AVAILABLE

説明: このメッセージは、DISPLAY DB(...)
SPACENAM(...) ONLY がキーワード LOCKS、USE、
LPL、WEPR あるいは CLAIMERS を指定して入力され
たが、LOCK、USE、LPL、WEPR あるいは CLAIMER
の情報がなかったことを示しています。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNT375I

PLAN=plan-id1 WITH
CORRELATION-ID=id1
CONNECTION-ID=id2 LUW-ID=id3
THREAD-INFO=id4 IS DEADLOCKED
WITH PLAN=plan-id2 WITH
CORRELATION-ID=id5
CONNECTION-ID=id6 LUW-ID=id7
THREAD-INFO= id8 ON MEMBER id9

説明: このメッセージはデッドロックが検出されたため
に、相関 id1、接続 id2、および LUWid3 をもつプラン
plan-id1 で、IRLM ロックが拒否された場合に出されま
す。プラン plan-id2 は、デッドロックのメンバーの 1
つを示します。
DB2 は、デッドロック状態のすべてのメンバーまたは
デッドロック状態のすべての参加プログラムを、
DSNT375I メッセージで示す訳ではありません。メッセ
ージ DSNT375I のプラン plan-id2 は、使用しようとす
るリソースに対してロックを保持しているいくつかのプ
ランの 1 つにすぎないかもしれません。
同じデッドロック検出間隔中に複数のデッドロックが検
出された場合には、 1 つの DSNT375I メッセージの
plan-id2 によって示されているロック保持者が、別の
DSNT375I メッセージによって示されたデッドロックを
打開するために選択されている可能性があります。
plan-id2 によって示されるロック保持者は、その保持者
が参加しているすべてのデッドロックで「落札者」にな
ることを保証されているわけではありません。
DB2 の IFCID 172 トレース・レコードに、特定のデッ
ドロックのすべての参加プログラムおよびメンバーを示
すための情報が含まれています。
plan-id1、plan-id2
実行中のプランの名前。
id1

plan-id1 に関連するスレッドの相関 ID。'0nn'
で始まる相関 ID ('nn' は 01 から 28 の数字)
は、システム・エージェントを示します。

id2

plan-id1 に関連するスレッドの接続 ID。
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id5

plan-id2 に関連するスレッドの相関 ID。

id6

plan-id2 に関連するスレッドの接続 ID。

id7

plan-id2 に関連するスレッドの作業論理単位
ID。アスタリスク (*) は、このスレッドが
LUW-ID をもっていないことを示します。
LUW-ID がアスタリスクでない場合、値はこの
スレッドに割り当てられた作業論理単位 ID
で、後ろに等号 (=) とトークン値が続きます。
これは、DB2 コマンドで作業論理単位 ID の
代わりに使用することができ、使用すると、入
力として作業論理単位 ID が受け入れられま
す。
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| id8
|
|

この ID には、エージェントの識別に関する特
定情報を定義する、追加の ID が含まれていま
す。

|
|
|
|
|
|

多くの分散構成では、DB2 で使用される 1 次
許可 ID は必ずしもエンド・ユーザーのユーザ
ー ID ではありません。クライアントにより追
加のトークンが提供されている場合には、追加
のトークンがクライアントのエンド・ユーザー
を識別するための助けになります。

|
|

以下の ID が用意されています (コロン (:) で
分離されます)。

|

v このスレッドに関連する 1 次許可 ID。

|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのワークステーションのワ
ークステーション名。アスタリスク (*) は、
それがスレッドに関係ないこと、またはクラ
イアントによって提供されたものでないこと
を示しています。

|
|
|
|

v エンド・ユーザーのユーザー ID。アスタリ
スク (*) は、それがスレッドに関係ないこ
と、またはクライアントによって提供された
ものでないことを示しています。

|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのアプリケーションのアプ
リケーション名。アスタリスク (*) は、それ
がスレッドに関係ないこと、またはクライア
ントによって提供されたものでないことを示
しています。
id9

DSNT376I

説明: このメッセージは、ロックされたリソースに対す
る待ち時間を超えたために、相関 id1、接続 id2、およ
び LUWid3 をもつプラン plan-id1 が、IRLM によるロ
ックを拒否された場合に出されます。プラン plan-id2
は、使用したいリソースをロックしているプランの 1
つを示します。リストされたリストは必ずしも、タイム
アウト条件の原因であるわけではありません。
plan-id1、plan-id2
実行中のプランの名前。
id1

plan-id1 に関連するスレッドの相関 ID。プラ
ンの実行が DB2 によってシステム・エージェ
ントに切り替えられた場合、この相関 ID はシ
ステム・エージェントを識別します。 '0nn' で
始まる相関 ID ('nn' は 01〜28) は、システ
ム・エージェントを示します。

id2

plan-id1 に関連するスレッドの接続 ID。 プラ
ンの実行が DB2 によってシステム・エージェ
ントに切り替えられた場合、この相関 ID は
DB2 サブシステム名です。

id3

plan-id1 に関連するスレッドの作業論理単位
ID。'*' は、このスレッドが LUW-ID をもって
いないことを示します。 LUW-ID が '*' でな
い場合、この値はスレッドに割り当てられる作
業論理単位 ID で、後に "=" 記号とトークン
値が続きます。これは、DB2 コマンド内で作
業論理単位 ID の代わりに使用することがで
き、使用すると、作業論理単位 ID の入力とし
て受け入れられます。

| id4
|
|

この ID には、エージェントの識別に関する特
定情報を定義する、追加の ID が含まれていま
す。

|
|
|
|
|
|

多くの分散構成では、DB2 で使用される 1 次
許可 ID は必ずしもエンド・ユーザーのユーザ
ー ID ではありません。クライアントにより追
加のトークンが提供されている場合には、追加
のトークンがクライアントのエンド・ユーザー
を識別するための助けになります。

|
|

以下の ID が用意されています (コロン (:) で
分離されます)。

|

v このスレッドに関連する 1 次許可 ID。

plan-id2 に関連するスレッドが実行中の DB2
サブシステムのメンバー名を示します。

DB2 は、ロック拒否からリカバリーできる場合もあ
り、正常に完了する可能性があります。このような場
合、SQLCA は書き込まれません。 1 つの例としては、
実行時に必要なバインド時間中にパフォーマンスの向上
をセットアップしている場合が挙げられます。
相関 ID id1、接続 ID id2、および LUW-ID id3 に対応
する SQLCA には、-904、-911、-913、または -923 の
SQLCODE と、デッドロックに関連するリソースの名前
が入れられます。
このメッセージでシステム・プランを受け取る場合、メ
ッセージ DSNT376I のシステム・プランにある情報を
参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、 2、
5、 18。

PLAN=plan-id1 WITH
CORRELATION-ID=id1
CONNECTION-ID=id2 LUW-ID=id3
THREAD-INFO=id4 IS DEADLOCKED
WITH PLAN=plan-id2 WITH
CORRELATION-ID=id5
CONNECTION-ID=id6 LUW-ID=id7
THREAD-INFO= id8 ON MEMBER id9
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|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのワークステーションのワ
ークステーション名。アスタリスク (*) は、
それがスレッドに関係ないこと、またはクラ
イアントによって提供されたものでないこと
を示しています。

|
|
|
|

v エンド・ユーザーのユーザー ID。アスタリ
スク (*) は、それがスレッドに関係ないこ
と、またはクライアントによって提供された
ものでないことを示しています。

|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのアプリケーションのアプ
リケーション名。アスタリスク (*) は、それ
がスレッドに関係ないこと、またはクライア
ントによって提供されたものでないことを示
しています。
id5

plan-id2 に関連するスレッドの相関 ID。 プラ
ンの実行が DB2 によってシステム・エージェ
ントに切り替えられた場合、この相関 ID はシ
ステム・エージェントを識別します。 '0nn' で
始まる相関 ID ('nn' は 01〜28) は、システ
ム・エージェントを示します。

id6

plan-id2 に関連するスレッドの接続 ID。 プラ
ンの実行が DB2 によってシステム・エージェ
ントに切り替えられた場合、この相関 ID は
DB2 サブシステム名です。

id7

plan-id2 に関連するスレッドの作業論理単位
ID。'*' は、このスレッドが LUW-ID をもって
いないことを示します。 LUW-ID が '*' でな
い場合、この値はスレッドに割り当てられる作
業論理単位 ID で、後に "=" 記号とトークン
値が続きます。これは、DB2 コマンド内で作
業論理単位 ID の代わりに使用することがで
き、使用すると、作業論理単位 ID の入力とし
て受け入れられます。

| id8
|
|

この ID には、エージェントの識別に関する特
定情報を定義する、追加の ID が含まれていま
す。

|
|
|
|
|
|

多くの分散構成では、DB2 で使用される 1 次
許可 ID は必ずしもエンド・ユーザーのユーザ
ー ID ではありません。クライアントにより追
加のトークンが提供されている場合には、追加
のトークンがクライアントのエンド・ユーザー
を識別するための助けになります。

|
|

以下の ID が用意されています (コロン (:) で
分離されます)。

|

v このスレッドに関連する 1 次許可 ID。

|
|

v エンド・ユーザーのワークステーションのワ
ークステーション名。アスタリスク (*) は、
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|
|
|

それがスレッドに関係ないこと、またはクラ
イアントによって提供されたものでないこと
を示しています。

|
|
|
|

v エンド・ユーザーのユーザー ID。アスタリ
スク (*) は、それがスレッドに関係ないこ
と、またはクライアントによって提供された
ものでないことを示しています。

|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのアプリケーションのアプ
リケーション名。アスタリスク (*) は、それ
がスレッドに関係ないこと、またはクライア
ントによって提供されたものでないことを示
しています。
id9

plan-id2 に関連するスレッドが実行中の DB2
サブシステムのメンバー名を示します。

DB2 は、ロック拒否からリカバリーできる場合もあ
り、正常に完了する可能性があります。このような場
合、SQLCA は書き込まれません。 1 つの例としては、
実行時に必要なバインド時間中にパフォーマンスの向上
をセットアップしている場合が挙げられます。
相関 ID id1、接続 ID id2、および LUW-ID id3 に対応
する SQLCA には、SQLCODE -904 または -923 と、
タイムアウトに関連するリソースの名前が入ります。
このメッセージの plan-id1 および plan-id2 の部分に
は、いくつかの異なったシステム・プランが表示される
ことがあります。これらのシステム・プランは、
SYSIBM.SYSPLAN には記述されていません。このメッ
セージにシステム・プランが表示された場合には、その
ユーザーは他のユーザーと競合関係にあります。自動再
バインドを実行していない場合、このメッセージととも
にメッセージ DSNT500I または DSNT501I が出され、
競合しているリソースが示されます。追加情報が必要で
あれば、SQLCA および追加のバインド・メッセージを
参照してください。自動再バインドを実行している場
合、SQLCA は利用できません。自動再バインドについ
ての詳細は、アプリケーション・プログラミングおよび
SQL ガイド の第 5 部を参照してください。システム・
プランには、以下のものがあります。
ACT
BCT
DISTSERV
DSNBIND
STARTCT
DSNUTIL
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 または IRLM に
関連する要因を含めて、さまざまな理由でタイムアウト
が発生する可能性があります。これらの理由のいくつか
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DSNT376I
を以下にリストし、タイムアウトを軽減または排除でき
る方法も併せて示します。このリストで説明した概念に
ついてさらに詳しく知りたい場合は、 DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイ
ド の第 5 部 (第 2 巻)を参照してください。SQLCODE
-911 および -913 も参照してください。
以下に説明するように、オブジェクトの定義またはアプ
リケーションの構造から、タイムアウトが起こることも
あります。
v タイムアウトに関連するリソースが、
DSNT500I/DSNT501I メッセージに表または表スペー
スとしてリストされている場合、以下の項目を検査し
て、他にタイムアウトの原因がないかどうかを調べて
ください。
1. アクセスされている表スペースに関して、
SYSIBM.SYSTABLESPACES 内の LOCKRULE 列
の値を検査してください。 TABLE または
TABLESPACE のロック・サイズが、タイムアウ
トの原因になっている場合があります。アプリケ
ーションで表または表スペース全体をロックする
必要がない場合は、 ALTER ステートメントを使
用して、ロック・サイズを PAGE または ANY
に変更することにより、タイムアウトを解決する
ことができます。
2. DB2 のインストール時にセットされた LOCKS
PER TABLE(SPACE) の数を検査してください。
多数のページまたは行ロックが獲得され保持され
ている場合、 LOCKS PER TABLE(SPACE) の値
が小さいと、表または表スペース・ロックに対し
てロック調整が行われる可能性があります。この
場合は、DSNTIPK 更新パネル上の値を変更する
か、または RELEASE(COMMIT) を使用してアプ
リケーションのプランをバインドし、もっと頻繁
にコミットを行うことによって、タイムアウトを
解決することができます。
3. 失敗した SQL ステートメントに EXPLAIN (アプ
リケーション・プログラミングおよび SQL ガイ
ド の第 5 部で説明) を使って、EXPLAIN 出力の
中のすべての表 / 表スペースの TSLOCKMODE
列を検査することができます。競合するアプリケ
ーションが互換性のないロックを獲得しようとし
ている場合は、それらのアプリケーションを並行
して実行するのではなく順に実行することによっ
て、あるいは、ここにリストされている他のステ
ップ (ロック・サイズ、ACQUIRE/RELEASE パラ
メーター、または ISOLATION タイプの変更など)
の指示に従うことによって、問題を解決すること
ができます。
4. プランに指定された ACQUIRE/RELEASE 値を調
べてください。 ACQUIRE(ALLOCATE) は、プロ

グラム・ロジックでは表 / 表スペースがアクセス
されない場合でも、プランで参照されるすべての
表および表スペースのためにすべてのロックを獲
得します。 RELEASE(DEALLOCATE) を使用した
バインドは、RELEASE(COMMIT) を使用したバイ
ンドに比べ、表、表スペース、および DBD ロッ
クが保持される時間が長くなるため、タイムアウ
トが起こる可能性が高くなります。
5. プログラムの実行中に DISPLAY DB LOCKS コ
マンドを用いて、タイムアウト時に保持されてい
るロックが予想通りであるかどうか調べてくださ
い。予想通りでない場合には、可能であれば、
ALTER を用いて表スペースのロック・サイズを変
更するか、あるいは ACQUIRE、RELEASE、また
は ISOLATION に異なる値を指定して、ユーザー
のプランを再バインドする必要があります。
6. ISOLATION レベルは、選択された表 / 表スペー
ス・ロックのモードに影響を与えます。また、プ
ランが RR でバインドされているか、ページ・セ
ット走査があるかにも関連があります。
v SYSIBM.SYSPLAN 内のプランで指定された
ISOLATION レベルを検査してください。 RR は CS
に比べて、より多くのページまたは行ロックを必要と
するうえに、上記のようにタイムアウトの原因になる
ロック・エスカレーションを行わせる可能性も大きい
ので、 RR の値がタイムアウトの原因になる可能性
は CS より高くなります。
v アプリケーション内の COMMIT の頻度を検査してく
ださい。多数の更新を行っているのに COMMIT が行
われていないと、タイムアウトが起こりやすくなりま
す。多くのページを変更すると、保持されるページま
たは行ロックの数が多くなり、ロック・エスカレーシ
ョンの可能性が大きくなるからです。
この条件は、未検出のデッドロックの結果生じることも
あります。たとえば、指定された時間または IRLM の
デフォルトの待ち時間を超えて、エージェントがそのリ
ソースをロックし続けた結果として生じることがありま
す。
時間制限が短すぎる場合には、新しい IRLM ロック・
リソース待ち時間制限を指定すると、この制限を延長す
ることができます。これは、DSNTIJUZ ジョブ・ストリ
ームの中で DSN6SPRM アセンブラー・マクロにパラメ
ーターを使用するか、あるいは、DB2 インストール
IMS リソース・ロック・マネージャー・パネル
IRLMRWT の 'wait-time' フィールドを更新するかの、
いずれかの方法で行うことができます。また、このバー
ジョンの CSECT に含まれている他のすべてのパラメー
ターも、指定しなければなりません。 その後で、次の
いずれかを行ってください。
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DSNT377I • DSNT378I
v -START DB2 'PARM=' パラメーターと一致するリン
ク・エディット SYSIN ファイル 'NAME' パラメータ
ーを指定して、インストール・ジョブ DSNTIJUZ を
入力し直す。
v インストール・ジョブ DSNTIJUZ を出し直すことに
よって、DSN6SPRM を再アセンブルし、
DSNZPARM をリンク・エディットし直す。リンク・
エディット SYSIN ファイル 'NAME' パラメーター
は、 -START DB2 'PARM=' パラメーターと一致して
いなければなりません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。1、2、
5、9、18
DSNT377I

PLAN=plan-id1 WITH
CORRELATION-ID=id1
CONNECTION-ID=id2 LUW-ID=id3
THREAD-INFO=id4 IS IN CONFLICT
WITH AN INDOUBT THREAD ON
MEMBER id5

説明: このメッセージは、サービス制御プログラム・サ
ブコンポーネントによって出されます。必要なリソース
が現在リカバリー処理中であるため、プランは IRLM
ロックを獲得することができませんでした。このメッセ
ージでは、プランは次のように示されます。
plan-id1
実行中のプランの名前。
id1

プラン plan-id1 に関連するスレッドの相関 ID
(ID)。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は 01〜28)
は、システム・エージェントを示します。

id2

プラン plan-id1 の接続 ID。

id3

plan-id1 の作業論理単位 ID ('LUW-ID')。'*'
は、このスレッドが LUW-ID をもっていない
ことを示します。 LUW-ID が '*' でない場
合、値は、このスレッドに割り当てられた論理
作業単位 ID、および "=" 記号とトークン値が
それに続きます。このトークン値は、 DB2 コ
マンドで論理作業単位 ID の代わりに使用する
ことができ、使用すると、論理作業単位 ID の
入力として受け入れられます。

| id4
|
|

この ID には、エージェントの識別に関する特
定情報を定義する、追加の ID が含まれていま
す。

|
|
|
|

多くの分散構成では、DB2 で使用される 1 次
許可 ID は必ずしもエンド・ユーザーのユーザ
ー ID ではありません。クライアントにより追
加のトークンが提供されている場合には、追加
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|
|

のトークンがクライアントのエンド・ユーザー
を識別するための助けになります。

|
|

以下の ID が用意されています (コロン (:) で
分離されます)。

|

v このスレッドに関連する 1 次許可 ID。

|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのワークステーションのワ
ークステーション名。アスタリスク (*) は、
それがスレッドに関係ないこと、またはクラ
イアントによって提供されたものでないこと
を示しています。

|
|
|
|

v エンド・ユーザーのユーザー ID。アスタリ
スク (*) は、それがスレッドに関係ないこ
と、またはクライアントによって提供された
ものでないことを示しています。

|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのアプリケーションのアプ
リケーション名。アスタリスク (*) は、それ
がスレッドに関係ないこと、またはクライア
ントによって提供されたものでないことを示
しています。
id5

未確定スレッドが実行されている DB2 サブシ
ステムのメンバー名を示します。

相関 ID id1、接続 ID id2、および LUW-ID id3 に対応
する SQLCA には、 -904、 -911、 -913、または -923
の SQLCODE と、 DB2 が現在リカバリー中のリソー
スの名前が入れられます。
このメッセージでシステム・プランを受け取る場合、メ
ッセージ DSNT376I のシステム・プランにある情報を
参照してください。
システムの処置: 処理を続行します。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
4。
DSNT378I

csect-name PLAN=plan-id1 WITH
CORRELATION-ID=id1
CONNECTION-ID=id2 LUW-ID=id3
THREAD-INFO=id4 TIMED OUT
BECAUSE OF A RETAINED LOCK
HELD BY MEMBER id5

説明: 保存ロックがデータ共用グループ内の別のメンバ
ー用にリソースが保留し、ロック・リソースの待機時間
が超過したため、プランは IRLM ロックを獲得するこ
とができません。保存ロックを保留しているメンバーが
失敗したか、その保存ロックをリカバリーするために再
始動を実行中であるかのいずれかです。このメッセージ
は、DSN6SPRM の RETLWAIT インストール・パラメ
ーターが ’YES’ に設定されている場合にのみ出されま
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す。 RETLWAIT が ’NO’ (デフォルト値) に設定され
ている場合は、保存ロックと対立するすべての IRLM
ロックは待機せず、すぐに拒否されます (理由コード
00C900BE および 00C20254 を参照)。
このメッセージでは次の ID が使用されます。
plan-id1
実行中のプランの名前。
id1

プラン plan-id1 に関連するスレッドの相関 ID
(ID)。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は 01〜28)
は、システム・エージェントを示します。

id2

プラン plan-id1 の接続 ID。

id3

plan-id1 の作業論理単位 ID ('LUW-ID')。'*'
は、このスレッドが LUW-ID をもっていない
ことを示します。 LUW-ID が '*' でない場
合、値は、このスレッドに割り当てられた論理
作業単位 ID、および "=" 記号とトークン値が
それに続きます。このトークン値は、 DB2 コ
マンドで論理作業単位 ID の代わりに使用する
ことができ、使用すると、論理作業単位 ID の
入力として受け入れられます。

| id4
|
|

この ID には、エージェントの識別に関する特
定情報を定義する、追加の ID が含まれていま
す。

|
|
|
|
|
|

多くの分散構成では、DB2 で使用される 1 次
許可 ID は必ずしもエンド・ユーザーのユーザ
ー ID ではありません。クライアントにより追
加のトークンが提供されている場合には、追加
のトークンがクライアントのエンド・ユーザー
を識別するための助けになります。

|
|

以下の ID が用意されています (コロン (:) で
分離されます)。

|

v このスレッドに関連する 1 次許可 ID。

|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのワークステーションのワ
ークステーション名。アスタリスク (*) は、
それがスレッドに関係ないこと、またはクラ
イアントによって提供されたものでないこと
を示しています。

|
|
|
|

v エンド・ユーザーのユーザー ID。アスタリ
スク (*) は、それがスレッドに関係ないこ
と、またはクライアントによって提供された
ものでないことを示しています。

|
|
|
|
|

v エンド・ユーザーのアプリケーションのアプ
リケーション名。アスタリスク (*) は、それ
がスレッドに関係ないこと、またはクライア
ントによって提供されたものでないことを示
しています。
id5

失敗した DB2 サブシステムまたは再始動中の

DB2 サブシステムのうち、対立する保存ロッ
クを保留しているメンバー名を識別します。
システムの処置: 相関 ID id1、接続 ID id2、および
LUW-ID id3 に対応する SQLCA には、 SQLCODE
-904、-911、-913、または -923 と、タイムアウトに関連
するリソースの名前が入ります。
システム・プログラマーの応答: 保存ロックを保留して
いるメンバーがまだ再始動されていない場合は、再始動
してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
4。
DSNT379I

CANNOT IDENTIFY TO IRLM.INVALID
SSNAME OR IRLM IS NOT
CURRENTLY ACTIVE

説明: MVS が認識しないサブシステム名を使って
IRLM を識別しようとしたか、あるいは、IRLM が現在
アクティブでないかのいずれかです。このメッセージ
は、共通サービス域 (CSA) ストレージが不足している
場合にも出されます。
システムの処置: DB2 は、理由コード X'04E' で異常
終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: おそらく、ユーザーの
エラーです。 DB2 の DSN6SPRM 初期設定マクロの
IRLMSID パラメーターを変更して、 MVS サブシステ
ム表と一致するようにするか、または IRLM がアクテ
ィブでない場合は IRLM を始動してください。エラー
の原因判別の詳細については、戻りコード 00E30079 を
参照してください。
DSNT380I

CANNOT IDENTIFY TO IRLM,
SSNAME ALREADY IN USE

説明: DB2 がすでに終了したものの IRLM から正常に
サインオフできなかったか、あるいは、ご使用のシステ
ムで定義したこの SSNAME を指定して、別のサブシス
テムが IRLM に示されています。このメッセージと一
緒に、異常終了理由コード X'00E30071' が出されます。
システムの処置: DB2 は、異常終了コード X'04E' で
異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: IRLM を手動で停止さ
せるか、ご使用のシステムで定義した SSNAME を変更
するかしてください。
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問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、9、 18。

インオフ時に、SVC 34 による IRLM の AUTO-STOP
が失敗しました。通常のサインオフ時にこれが発生した
場合、このメッセージと一緒に、異常終了理由コード
X'00E30075' が出されます。

DSNT381I

システムの処置:

IRLM QUIT REQUEST FAILED, RC =
xx , SC = yy

説明: IMS/VS リソース・ロック・マネージャーへの
QUIT (またはサインオフ) 要求時に、要求が正常に終了
しなかったことを示す戻りコードおよびサブコードが戻
されました。 IRLM の戻りコードとサブコードの意味
については、 1473 ページの『第 5 部 IRLM メッセー
ジおよびコード』を参照してください。

DB2 は異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:
せてください。

IRLM を手動で停止さ

問題判別: レジスター 2 に保管された SVC 34 戻りコ
ードをもとに、障害の原因を判別してください。

システムの処置: このメッセージは、DB2 サブシステ
ムのシャットダウンが正常に終了しなかったことを示し
ます。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、9。

オペレーターの応答:
てください。

DSNT384I

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 戻りコードおよびサブ
コードをもとに障害の原因を判別して、エラーを訂正し
てください。 IRLM の戻りコードとサブコードの意味
については、 1473 ページの『第 5 部 IRLM メッセー
ジおよびコード』を参照してください。 DB2 は終了し
ていますが、IRLM からサインオフされていません。 'F
irlmproc, ABDUMP' コマンドを実行して、IRLM を停止
させる必要があります。これは、別の -START DB2 コ
マンドを実行する前に行わなければなりません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、9、 18。
DSNT382I

IRLM AUTO-START FAILED

説明: IRLM に対する IDENTIFY の際に、SVC 34 に
よる IRLM の AUTO-START が失敗しました。このメ
ッセージと一緒に、異常終了コード X'00E30080' が出さ
れます。
システムの処置:
終了します。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: レジスター 2 に保管
された SVC 34 戻りコードをもとに、障害の原因を判
別してください。
DSNT383I

説明: IRLM を自動的に始動させる試みが行われまし
た。しかし、所定の待ち時間を超過しました。
システムの処置:

システム・プログラマーの応答: IRLM を手動で始動さ
せるか、ご使用のシステムで定義した自動再始動待ち時
間を変更するかしてください。 DB2 を再始動してくだ
さい。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、9。
IRLM 手順で指定された IRLMID と、始動時に用いら
れた DSNZPARM 内に存在したマクロ DSN6SPRM の
IRLMSID とを、比較して検査してください。
DSNT388I

NAME TYPE PART STATUS CONNID
CORRID CLAIMINFO

説明: このメッセージは、キーワード CLAIMERS を
指定した際に -DISPLAY DATABASE コマンドが出さ
れた結果として、情報を表示する一連のメッセージの見
出しとなります。このメッセージのメッセージ番号は表
示されません。このメッセージの後には常に、列データ
を含む複数の DSNT389I メッセージが続きます。これ
らの見出しが示すデータの説明については、メッセージ
DSNT389I を参照してください。

csect-name IRLM AUTO-STOP FAILED

説明: DB2 の通常シャットダウン (CSECT
DSNTLQUI) または DB2 サブシステム終了 (CSECT
DSNTLCLE) によって引き起こされた IRLM からのサ
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DB2 は異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

DB2 は、異常終了コード X'04E' で

オペレーターの応答:
てください。

IRLM AUTO-START WAIT TIME
EXCEEDED
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DSNT389I

CHKP

space type part status conn-id corr-id
claims

説明: このメッセージでは、キーワード CLAIMERS
を指定した際に -DISPLAY DATABASE コマンドの結
果として生じた表示情報が示されます。このメッセージ
には、メッセージ DSNT362I でリストされたデータベ
ース内の表スペースまたは索引スペースの状況を記述す
る列データが含まれています。
space
表スペース名または索引スペース名。
type
表スペースの場合は TS、索引スペースの場合
は IX、LOB 表スペースの場合は LS です。
part
区画番号。非区分表スペースまたは非区分表ス
ペースの索引の場合は、ブランクです。区分表
スペースの非区分索引の場合には、前に文字 L
が付いた論理区画番号になります (たとえば
L001)。
status ブランク、または以下の 1 つまたは複数がコ
ンマで区切られて示されます。ストリングの最
大長は、18 文字です。
ACHKP
この表スペースは検査保留状態に置か
れています。表スペースの場合の
ACHKP は、CHECK DATA でオーフ
ァンあるいは LOB が欠落しているの
が検出された、あるいは基本表の行と
LOB 表スペースにある LOB との同
期がとれていない状態が検出されたこ
とを示します。
AREST オブジェクト (表スペース、索引スペ
ース、あるいは表スペースまたは索引
スペースの物理区画) が、通知再始動
保留 (Advisory Restart Pending) 状態
になっています。このオブジェクトに
対するバックアウト活動がまだ始まっ
ていない場合は、 RECOVER
POSTPONED コマンドを出すか、シス
テム・パラメーター
LBACKOUT=AUTO によってシステム
をリサイクルさせることによって、開
始させる必要があります。
AUXW この表スペースは警告状態に置かれて
います。 LOB 表スペースの場合の
AUXW は、LOB 表スペース内の 1
つまたは複数の LOB が無効であるこ
とを示します。基本表スペースの場合
の AUXW は、CHECK DATA でオー
ファンあるいは LOB が欠落している
のが検出された、あるいは基本表の行
と LOB 表スペースにある LOB との
同期がとれていない状態が検出された
ことを示します。

COPY

このオブジェクト (表スペースまたは
表スペース内の区画) は、検査保留状
態にあります。
このオブジェクト (表スペースまたは
表スペース内の区分) は、コピー保留
状態にあります。このオブジェクトに
は、イメージ・コピーが必要です。

GRECP

|
|
|
|
|
|
|
|
|

このオブジェクト (表スペース、表ス
ペース区画、索引スペース、または索
引スペース区画) は、グループ・バッ
ファー・プールに障害が発生したた
め、リカバリー保留状態にあります。
この状態値はスペースについてだけ現
れます。これはデータベースには適用
されません。この制限された状態の解
決については、DB2 データ共用: 計画
および管理を参照してください。
ICOPY このオブジェクト (索引スペースまた
は索引区画) は、通知コピー保留状態
にあります。
LPL
このオブジェクトには、論理または物
理損傷のために使用できないページま
たはページの範囲があります。
LSTOP この論理区画は停止されています。
PSRBD
この索引スペースは、ページ・セット
再作成保留状態にあります。
RBDP このオブジェクト (索引スペース、索
引区画、または論理索引区画) は、再
作成保留状態にあります。論理区画の
場合、RBDP 状態は RBDP* として表
示されます。
RBDP 索引全体が SQL アプリケーションに
アクセスできないことを示しています
が、論理区画だけをリカバリーする必
要があります。
RECP このオブジェクト (表スペース、表ス
ペース区画、索引スペース、索引区
画、または論理索引区画) は、リカバ
リー保留状態にあります。
REFP オブジェクト (表スペース、表スペー
ス区画、索引スペース、または索引ス
ペース区画) は、リフレッシュ保留状
態です。表スペースの場合、LOAD
REPLACE または RECOVER ユーテ
ィリティーを実行してこの制限された
状況を解決するか、REBUILD INDEX
ユーティリティーを使ってデータから
索引を作成し直してください。
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REORP
オブジェクト (表スペースまたは表ス
ペース区画) は、リカバリー保留状態
にあります。
RESTP このオブジェクトは、再始動保留状態
にあります。このオブジェクトに対す
るバックアウト活動を、-RECOVER
POSTPONED コマンドを使って、ある
いは、システム・パラメーター
LBACKOUT=AUTO によってシステム
をリサイクルさせて完了させる必要が
あります。
RO
この表スペース、表スペース区画、索
引スペース、または索引スペース区画
は、読み取り専用活動を目的として開
始されます。
RW
この表スペース、表スペース区画、索
引スペース、または索引スペース区画
は、読み取りおよび書き込み活動用に
開始されます。
STOP この表スペース、表スペース区画、索
引スペース、または索引スペース区画
は、停止されます。
STOPE
ページ内のログ RBA に問題があるた
め、この表スペースまたは索引スペー
スは、暗黙的に停止されました。エラ
ーが検出された時点で、矛盾を示すメ
ッセージ DSNT500I または
DSNT501I が出されます。
STOPP
このデータベース、表スペース、表ス
ペース区画、索引スペース、または索
引スペース区画については、停止が保
留されています。
UT
この表スペース、表スペース区画、索
引スペース、または索引スペース区画
は、ユーティリティー処理専用に開始
されます。
UTRO この表スペース、表スペース区画、索
引スペース、または索引スペース区画
については、RO アクセスのみを許可
するユーティリティーが処理中です。
UTRW この表スペース、表スペース区画、索
引スペース、または索引スペース区画
については、 RW アクセスを許可す
るユーティリティーが処理中です。
UTUT この表スペース、表スペース区画、索
引スペース、または索引スペース区画
については、 UT アクセスのみを許可
するユーティリティーが処理中です。
WEPR このオブジェクトには、物理的損傷の

|
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ために使用できないページまたはペー
ジの範囲があります。このフラグをリ
セットするには、オプションを
ERROR RANGE として RECOVER
ユーティリティーを使用するか、オプ
ションを REPLACE として LOAD ユ
ーティリティーを使用できます。
非区分索引の状態がブランクである場合、論理
区画レベルで状態情報が表示されます。
conn-id スレッドの接続 ID。
corr-id スペース名に関連するスレッドの相関 ID。
claims 現在保持されているクレームのタイプおよび期
間。 ’claim’ は、クレーム・クラス記述子およ
びクレーム期間記述子から構成されます。
クレーム・クラス記述子は、次のいずれかの値
です。
CS
カーソル固定クレーム・クラス
RR
反復可能読み取りクレーム・クラス
WR
書き込みクレーム・クラス
クレーム期間記述子は、次のようにクレームの
期間を記述します。
A
このクレームは、割り振り解除まで保
持されます。
C
このクレームは、次のコミット点まで
保持されます。
H
このクレームは、コミット後も保持さ
れます。
DSNT390I

* DISPLAY OF DATABASE name
action*

説明: このメッセージは、一連のメッセージ DSNT391I
および DSNT392I、一連のメッセージ DSNT393I およ
び DSNT394I、または一連のメッセージ DSNT395I お
よび DSNT396I の終わりを示すものです。
このメッセージにおいて、
v データベースの名前は、'name' です。
v 'action'は、次のいずれかを示します。
CONTINUES
このデータベース内の残りの表スペース名お
よび索引スペース名は、新しい表示画面に引
き続き表示されます。
TERMINATED
このデータベース内の残りの表スペース名お
よび索引スペース名の表示は終了されます。
ENDS

このデータベースの表示は完了しています。
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DSNT391I

NAME TYPE STATUS PHYERRLOW
PHYERRHI CATALOG PIECE

説明: このメッセージは、キーワード
WEPR、LOCKS、LPL、CLAIMERS、および USE が指
定されなかったときの DISPLAY DATABASE コマンド
の結果の一連のメッセージの始まりを示します。 (この
メッセージは、上記とは異なり、画面の左右いっぱいの
連続した 1 行に表示されます。) このメッセージは、表
示の見出しを形成し、このメッセージの後には常に、列
データを含む複数の DSNT392I メッセージが続きま
す。これらの見出しによって識別されるデータの記述に
ついては、メッセージ DSNT392I を参照してくださ
い。
DSNT392I

space type part status lo-page hi-page
cat-name piece

説明: このメッセージでは、キーワード
LOCK、CLAIMERS、LPL、および USE を指定しなか
ったときの DISPLAY DATABASE コマンドの結果とし
ての表示情報が示されます。このメッセージは、先行の
DSNT362I メッセージでリストされたデータベース内の
表スペースまたは索引スペースの状況を記述する列デー
タを含んでいます。このメッセージの前には常に、列見
出しメッセージ DSNT391I が出されます。このメッセ
ージのメッセージ番号は表示されません。ただし、メッ
セージ DSNT391I、DSNT392I、および DSNT390I は常
に複数行の WTO によって作成され、中断されることは
ありません。
このメッセージにおいて、
v space は、表スペース名または索引スペース名です。
v type は、表スペースの場合は TS、索引スペースの場
合は IX、または LOB 表スペースの場合は LS で
す。
v part は、区画番号です。単純表スペースまたは単純索
引スペースの場合は、ブランクです。
v 可能な status 表示ストリングのリストについては
DSNT389I を参照してください。
v 指定された表スペースまたは索引スペースをサポート
するデータ・セットで、物理的な入出力エラーが発生
している場合、lo-page は、入出力エラーのある最小
ページ番号を示す 16 進数になります。物理エラーが
ない場合、この列はブランクになります。
v 指定された表スペースまたは索引スペースをサポート
するデータ・セットで、物理的な入出力エラーが発生
している場合、hi-page は、入出力エラーのある最小
ページ番号を示す 16 進数になります。物理エラーが
ない場合、この列はブランクになります。

v 指定された表スペースまたは索引スペースをサポート
するデータ・セットで、物理的な入出力エラーが発生
している場合、cat-name は、入出力エラーのあるデー
タ・セットを所有しているカタログを示します。物理
エラーがない場合、この列はブランクになります。
v 指定された表スペースまたは索引スペースをサポート
するデータ・セットで、物理的な入出力エラーが発生
している場合、piece は、入出力エラーのある表スペ
ースまたは索引スペース内の一部を示す整数になりま
す。物理エラーがない場合、この列はブランクになり
ます。
この部分番号を用いて、次のように、物理エラーを含
むスペースをサポートするデータ・セットの名前を構
成することができます。
cat-name.DSNDBC.databas
name.space-name.I0001.Axxxx
値 xxxx は部分番号に 1 を加えた値で、
database-name は先行メッセージ DSNT362I で表示さ
れた名前です。表スペースまたは索引は区分化されて
いる場合、区画番号は部分番号に 1 を加えた値に等
しくなるはずなので、注意してください。
DSNT393I

NAME TYPE PART STATUS CONNID
CORRID USERID

説明: このメッセージは、キーワード USE が指定され
た DISPLAY DATABASE コマンドの結果として得られ
た情報を表示するための一連のメッセージの始まりを示
します。このメッセージには、表示の見出しが入ってい
ます。 (このメッセージは、上記とは異なり、画面の左
右いっぱいの連続した 1 行に表示されます。) このメッ
セージの後には常に、列データを含む複数の DSNT394I
メッセージが続きます。これらの見出しが示すデータの
記述については、メッセージ DSNT394I を参照してく
ださい。
DSNT394I

space type part status conn-id corr-id
user-id

説明: このメッセージには、キーワード USE が指定さ
れた際に DISPLAY DATABASE コマンドの結果として
得られた表示情報が含まれています。このメッセージ
は、先行の DSNT362I メッセージでリストされたデー
タベース内の表スペースまたは索引スペースの状況を記
述する列データを含んでいます。このメッセージの前に
は常に、列見出しを含むメッセージ DSNT393I が出さ
れます。このメッセージのメッセージ番号は表示されま
せん。ただし、メッセージ DSNT393I、DSNT394I、お
よび DSNT390I は常に複数行の WTO によって作成さ
れ、中断されることはありません。
このメッセージにおいて、
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DSNT395I
v type は、表スペースの場合は TS、索引スペースの場
合は IX、または LOB 表スペースの場合は LS で
す。

(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の
「DB2 サブシステムへのアクセスの制御」を
参照してください。

v type は、表スペースの場合は TS、索引スペースの場
合は IX です。

すべての RACF 要求は、1 つの DB2 RACF
サービス・タスクに逐次化されるので、複数
の DBAA が並行して作成されている場合
は、妥当性検査時間が増大する可能性があり
ます。

v part は、区画番号です。単純表スペースまたは単純索
引スペースの場合は、ブランクです。
v 可能な status 表示ストリングのリストについては
DSNT389I を参照してください。
v conn-id は、スレッドの接続 ID です。これは、次の
うちのいずれかです。
– BATCH - スレッドがバッチ領域から出された場
合。
– TSO - スレッドが TSO 端末から出された場合。
– UTILITY - スレッドがユーティリティーから出さ
れた場合。
– 'IMS ID ' - スレッドが IMS 端末から出された場
合。
– 'CICS ID ' - スレッドが CICS 端末から出された
場合。
– CONSOLE - スレッドがコンソールから出された場
合。
v corr-id は、スペース名に関連するスレッドの相関 ID
です。これは、次のうちのいずれかです。
– 'ジョブ名' - スレッドがバッチ領域から出された場
合。
– 'TSO ログオン ID' - スレッドが TSO 端末から出
された場合。
– PST#.PSBNAME - スレッドが IMS 端末から出さ
れた場合。
– 'entry ID.thread number.tran id' - スレッドが CICS
端末から出された場合。
– CONSOLE - スレッドがコンソールから出された場
合。
– '0nn' ('nn'は数字) - スレッドがシステム・エージェ
ントに対するものである場合。
– 分散データベース・アクセス・スレッドの場合、こ
のフィールドには以下の情報が入れられます。
- スレッドの作成中：
1. ’028.DBAA nn’ (nn は、01 〜 99)。これは、
データベース・アクセス・エージェント
(DBAA) が接続処理中である、つまり、
DBAA スレッドの確立と、ユーザー ID の妥
当性検査と検証を行っていることを示しま
す。実行される可能性のある許可検査につい
ては、DB2 ユニバーサル・データベース
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- スレッドの作成後:
1. システム指示アクセスを使用するスレッド、
および DB2 リクエスターからのアプリケー
ション指示アクセスを使用するスレッドの場
合、この変数は、要求ロケーションのスレッ
ドの相関 ID を表示します。
2. DB2 以外のリクエスターからのアプリケーシ
ョン指示アクセスを使用するスレッドの場
合、この変数は、SQL CONNECT の一部と
して受け取った DDM EXCSAT コマンドの
DDM 外部名 (EXTNAM) パラメーター内の
最初の 12 文字を表示します。
v user-id は、次のいずれかです。
– 'TSO ログオン ID' - スレッドが TSO 端末から出
された場合。
– 'sign-on id' または LTERM - スレッドが IMS メ
ッセージ・ドリブン領域から出された場合。
– AXBUSER - スレッドが IMS メッセージ・ドリブ
ン領域から出され、RACF が使用されている場
合。
– 'PSB 名' - スレッドが IMS 非メッセージ・ドリブ
ン領域から出され、 RACF が使用されていない場
合。
– 'ユーザー ID'、'端末 ID'、'トランザクション ID'、
またはリソース管理テーブル (RCT) で指定された
その他の ID - このスレッドが CICS から出され
た場合。
DSNT395I

NAME TYPE PART STATUS CONNID
CORRID LOCKINFO

説明: このメッセージは、キーワード LOCKS が指定
された際 DISPLAY DATABASE コマンドの結果として
の情報を表示するために使用される一連のメッセージの
始まりを示します。このメッセージは、表示の見出しを
形成します。 (このメッセージは、上記とは異なり、画
面の左右いっぱいの連続した 1 行に表示されます。) こ
のメッセージの後には常に、列データを含む複数の
DSNT396I メッセージが続きます。これらの見出しによ
って識別されるデータの記述については、メッセージ
DSNT396I を参照してください。
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DSNT396I

space type part status conn-id corr-id lock

説明: このメッセージでは、キーワード LOCKS が指
定された DISPLAY DATABASE コマンドから結果とし
て生じる表示情報が示されます。このメッセージは、先
行の DSNT362I メッセージでリストされたデータベー
ス内の表スペースまたは索引スペースの状況を記述する
列データを含んでいます。このメッセージの前には常
に、列見出しメッセージ DSNT395I が出されます。こ
のメッセージのメッセージ番号は表示されません。ただ
し、メッセージ DSNT395I、DSNT396I、および
DSNT390I は常に複数行の WTO によって作成され、中
断されることはありません。
このメッセージにおいて、
v space は、表スペース名、索引スペース名、または表
OBID です。
v type は、表スペースの場合は TS、索引スペースの場
合は IX、 LOB 表スペースの場合は LS、または 表
の場合は TB です。
v part は、区画番号です。単純表スペース、単純索引ス
ペース、またはセグメント化表スペースの場合は、ブ
ランクです。
v 可能な status 表示ストリングのリストについては
DSNT389I を参照してください。type が TB の場合
は、status フィールドはブランクです。
v conn-id は、スレッドの接続 ID です。これは、次の
うちのいずれかです。
– BATCH - スレッドがバッチ領域から出された場
合。
– TSO - スレッドが TSO 端末から出された場合。
– UTILITY - スレッドがユーティリティーから出さ
れた場合。
– 'IMS ID ' - スレッドが IMS 端末から出された場
合。
– 'CICS ID ' - スレッドが CICS 端末から出された
場合。
– CONSOLE - スレッドがコンソールから出された場
合。
表示されたロックが P ロックまたは保存ロックであ
る場合、 'conn-id' は指定されません。
v corr-id は、スペース名に関連するスレッドの相関 ID
です。これは、次のうちのいずれかです。
– 'ジョブ名' - スレッドがバッチ領域から出された場
合。
– 'TSO ログオン ID' - スレッドが TSO 端末から出
された場合。
– PST#.PSBNAME - スレッドが IMS 端末から出さ
れた場合。

– 'entry ID.thread number.tran id' - スレッドが CICS
端末から出された場合。
– CONSOLE - スレッドがコンソールから出された場
合。
– 分散データベース・アクセス・スレッドの場合、こ
のフィールドには以下の情報が入れられます。
- スレッドの作成中：
1. ’028.DBAA nn’ (nn は、01 〜 99)。これは、
データベース・アクセス・エージェント
(DBAA) が接続処理中である、つまり、
DBAA スレッドの確立と、ユーザー ID の妥
当性検査と検証を行っていることを示しま
す。実行される可能性のある許可検査につい
ては、DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の
「DB2 サブシステムへのアクセスの制御」を
参照してください。
すべての RACF 要求は、1 つの DB2 RACF
サービス・タスクに逐次化されるので、複数
の DBAA が並行して作成されている場合
は、妥当性検査時間が増大する可能性があり
ます。
- スレッドの作成後:
1. システム指示アクセスを使用するスレッド、
および DB2 リクエスターからのアプリケー
ション指示アクセスを使用するスレッドの場
合、この変数は、要求ロケーションのスレッ
ドの相関 ID を表示します。
2. DB2 以外のリクエスターからのアプリケーシ
ョン指示アクセスを使用するスレッドの場
合、この変数は、SQL CONNECT の一部と
して受け取った DDM EXCSAT コマンドの
DDM 外部名 (EXTNAM) パラメーター内の
最初の 12 文字を表示します。
表示されたロックが P ロックまたは保存ロックのと
き、'corr-id' は指定されません。
v 'lock' は、ロックのタイプと期間を記述します。
– トランザクション・ロック (L ロックとも呼ばれ
る) は、その該当のエージェントの接続および相関
ID で示されます。
単一のエージェントによって保持されている複数の
ロックが、この報告書の中で複数行に分けてリスト
され、その後で、このエージェントが現在待ってい
るロックがあれば、それが表示されます。
– 物理ロック (P ロック) および保存ロックは、その
DB2 データ共用メンバー名で示されます。
DB2 データ共用メンバーが保持する複数の P ロッ
クまたは保存ロックが、この報告書の中で複数行に
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DSNT396I
トがあります。ページ・セットまたは
区画は、グループ・バッファー・プー
ル (GBP) 従属です。

分けてリストされ、その後で、このメンバーが現在
待っているロックがあれば、それが表示されます。
lock は、 'ロック状況' とそれに続くダッシュ ’-’ 、 '
ロック状態' とそれに続く 'ロック・タイプ'、および '
ロック期間' をコンマで区切ったものから構成されま
す。

SIX

この DB2 メンバーは R/W インタレス
トがあります。ページ・セットまたは
区画は、グループ・バッファー・プー
ル (GBP) 従属です。

NSU

この DB2 メンバーは R/W インタレス
トがあります。ページ・セットまたは
区画は、グループ・バッファー・プー
ル (GBP) 従属です。

X

この DB2 メンバーは R/W インタレス
トがあります。ページ・セットまたは
区画は、グループ・バッファー・プー
ル (GBP) 従属です。

– 'ロック状況' の値は次のとおりです。
H

このロックは、エージェントまたは DB2
メンバーによって保持されています。

W

エージェントまたはメンバーがロックを待
っています。

R

ロックが保存されます。

– 'ロック状態' は、次のようにロックのモードを示し
ます。
- L ロックおよびドレーン・ロックの場合

– 'ロック・タイプ' は、次のようにロックのタイプを
示します。

IS

読み取り目的のロック。

IX

更新目的のロック。

S

表スペース L ロック。

S

読み取り専用機能を持つロック。

T

表 L ロック。

U

更新機能を持つロック。

C

カーソル固定読み取りドレーン・ロック。

SIX

読み取り中はページをロックしない (共
用) が、更新中は更新目的でページをロ
ックする (排他的) というプロトコルを
用いた、表スペースまたは表ロック。

R

反復可能読み取りドレーン・ロック。

W

書き込みドレーン・ロック。

P

区画 P ロック。

PP

ページ・セットまたは区画 P ロック。

X

排他的ロック。

- LOB 表スペースの L ロックの場合

– 'ロック状況' が H の場合は、'ロック期間' はロッ
クの期間を表します。

IS

LOB 表スペース内にスペースを予約す
る目的でのロック

A

このロックは、割り振り解除時に解除され
ます。

IX

LOB 表スペース内に LOB を挿入する
目的でのロック

C

このロックは、コミット時に解除されま
す。

S

LOB 表スペース内にスペースを予約す
るロック

H

このロックは、すべてのカーソルがクロー
ズされたときに解除されます。

SIX

所有者が LOB の読み取りおよび更新
を行えるロック。

M

このロックは、システムによって解除され
ます。

X

排他的ロック。

P

このロックは、プランが完了したときに解
除されます。

I

ロックは、ページ・セットまたは区画 P
ロックです。このロックは、ページ・セッ
トまたは区分データ・セットがクローズさ
れると解放されます。

- P ロックの場合
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IS

この DB2 メンバーは R/O インタレス
トがあります。ページ・セットまたは
区画は、グループ・バッファー・プー
ル (GBP) 従属です。

IX

この DB2 メンバーは R/W インタレス
トがあります。ページ・セットまたは
区画は、グループ・バッファー・プー
ル (GBP) 従属です。

S

この DB2 メンバーは R/O インタレス

– 'ロック状況' が W の場合、'ロック期間' は 2 桁
の数字であり、ローカル DB2 システムのロック待
機キューで待機しているエージェントやメンバーの
位置を示します。このロックが獲得された場合、そ
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の期間は、そのユーザーによって保持されているす
べてのロックと同じになります。
– P ロックの場合、ロックはユーザーではなくシス
テムによって所有され、その期間は、ユーザーが所
有するロックの期間とは関係ありません。
– 保存ロックにはロック期間がありません。
表にあるすべての索引スペースは、これらの表を含む表
スペースと同じレベルで暗黙的にトランザクション・ロ
ックを使ってロックされています。 P ロックは、索引
スペースと表スペースで DB2 によって獲得されます。

– LOB 表スペースの L ロックの場合
IS
LOB 表スペース内にスペースを予約する
目的でのロック
IX
LOB 表スペース内に LOB を挿入する目
的でのロック
S
LOB 表スペース内にスペースを予約する
ロック
SIX
所有者が LOB の読み取りおよび更新を行
えるロック。
X
排他ロック。
type が TB の場合は、status フィールドはブラン
クです。

DSNT397I
説明: このメッセージは、DISPLAY DATABASE コマ
ンドの結果、生成された複数行表示の開始を示すもので
す。この複数行表示の形式は、次の 3 つの部分から構
成されています。

索引の状態がブランクのとき、論理区画レベルで状
態情報が表示されます。
– CONNID は、スレッドの接続 ID です。これは、
次のうちのいずれかです。

v 列見出し。この部分は、出されたキーワードによって
異なり、ヘッダーには下線が付いています。

- BATCH - スレッドがバッチ領域から出された場
合。

v コマンドによって要求されたすべてのスペースおよび
区画に関するスペース情報。

- TSO - スレッドが TSO 端末から出された場
合。

v スペースが表示されたかどうかを示す終了メッセー
ジ。

- UTILITY - スレッドがユーティリティーから出
された場合。

DISPLAY DATABASE コマンドには、5 つの異なるヘ
ッダーがあります。ヘッダーは、次のキーワードが指定
されているかどうかによって違ってきます。すなわち、
CLAIMERS、LOCKS、USE、またはキーワードなし。こ
の 5 つの異なる DISPLAY DATABASE コマンド形式
について、以下で説明します。
v DISPLAY DATABASE CLAIMERS
この DISPLAY DATABASE コマンドは、特定の表ス
ペース、索引スペース、および区画に関するクレーム
を表示します。
このコマンドの列見出しは、次のようになります。
NAME TYPE PART STATUS CONNID CORRID
CLAIMINFO
– NAMEは、表スペース名または索引スペース名で
す。
– TYPE は、表スペースの場合は TS、索引スペース
の場合は IX、LOB 表スペースの場合は LS で
す。
– PART は、区画番号です。単純表スペースまたは
単純索引スペースの場合は、ブランクです。区分表
スペースの非区分索引の場合には、前に文字 L が
付いた論理区画番号になります (たとえば、L01)。
– 可能な status 表示ストリングのリストについては
DSNT389I を参照してください。

- 'IMS ID ' - スレッドが IMS 端末から出された
場合。
- 'CICS ID ' - スレッドが CICS 端末から出され
た場合。
- CONSOLE - スレッドがコンソールから出され
た場合。
- 分散データベース・アクセス・スレッドの場
合、このフィールドには以下の情報が入れられ
ます。
v システム指示アクセスを使用するスレッド、
および DB2 第 3 版またはそれ以降のリクエ
スターからのアプリケーション指示アクセス
を使用するスレッドの場合、この変数は、要
求ロケーションのスレッドの接続名を表示し
ます。
v DB2 以外のリクエスターまたは DB2 第 2 版
リリース 3 リクエスターからのアプリケーシ
ョン指示アクセスを使用するスレッドの場
合、このフィールドには、定数 SERVER が表
示されます。
– CORRID は、スペース名に関連するスレッドの相
関 ID です。これは、次のうちのいずれかです。
- 'ジョブ名' - スレッドがバッチ領域から出された
場合。
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- 'TSO ログオン ID' - スレッドが TSO 端末から
出された場合。
- PST#.PSBNAME - スレッドが IMS 端末から出
された場合。
- 'entry ID.thread number.tran id' - スレッドが
CICS 端末から出された場合。
- CONSOLE - スレッドがコンソールから出され
た場合。
- '0nn' ('nn'は数字) - スレッドがシステム・エージ
ェントに対するものである場合。
- 分散データベース・アクセス・スレッドの場
合、このフィールドには以下の情報が入れられ
ます。
v スレッドの作成中：

書き込みクレーム・クラス

クレーム期間記述子は、次のようにクレームの期間
を記述します。
A
このクレームは、割り振り解除まで保持さ
れます。
C
このクレームは、次のコミット点まで保持
されます。
H
このクレームは、コミット後も保持されま
す。
v DISPLAY DATABASE LOCKS
この DISPLAY DATABASE コマンドは、特定の表ス
ペース、索引スペース、および区画に関するロックを
表示します。
このコマンドの列見出しは、次のようになります。

1. ’028.DBAA nn’ (nn は、01 〜 99)。これ
は、データベース・アクセス・エージェン
ト (DBAA) が接続処理中である、つま
り、DBAA スレッドの確立と、ユーザー
ID の妥当性検査と検証を行っていること
を示します。実行される可能性のある許可
検査については、DB2 ユニバーサル・デー
タベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理
ガイド の「DB2 サブシステムへのアクセ
スの制御」を参照してください。

– PART、STATUS、CONNID、および CORRID の各
列については、 DISPLAY DATABASE
CLAIMERS のところで説明しています。

すべての RACF 要求は、1 つの DB2
RACF サービス・タスクに逐次化されるの
で、複数の DBAA が並行して作成されて
いる場合は、妥当性検査時間が増大する可
能性があります。

– conn-id および corr-id は、表示されたロックが P
ロックまたは保存ロック (L ロックまたは P ロッ
クのどちらか) である場合には、指定されません。
ページ・セット P ロックの場合、DB2 メンバー名
を使用して、ロックを識別します。

v スレッドの作成後:
1. システム指示アクセスを使用するスレッ
ド、および DB2 リクエスターからのアプ
リケーション指示アクセスを使用するスレ
ッドの場合、この変数は、要求ロケーショ
ンのスレッドの相関 ID を表示します。
2. DB2 以外のリクエスターからのアプリケ
ーション指示アクセスを使用するスレッド
の場合、この変数は、SQL CONNECT の
一部として受け取った DDM EXCSAT コ
マンドの DDM 外部名 (EXTNAM) パラメ
ーター内の最初の 12 文字を表示します。
– CLAIMINFO は、現在保持されているクレームの
タイプおよび期間です。 ’claim’ は、クレーム・ク
ラス記述子およびクレーム期間記述子から構成され
ます。
クレーム・クラス記述子は、次のいずれかの値で
す。
CS
カーソル固定クレーム・クラス
RR
反復可能読み取りクレーム・クラス
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NAME TYPE PART STATUS CONNID CORRID
LOCKINFO
– NAME 列は、表スペース名、索引スペース名、ま
たは表オブジェクト ID を示します。
– TYPE 列は、表スペースの場合は TS、索引の場合
は IX、表の場合は TB です。

– LOCKINFO は、ロックのタイプと期間を記述しま
す。そのタイプと期間は、接続および相関 ID が
示した該当のエージェントによって使用されるか
(トランザクション・ロックの場合、L ロックとも
呼ばれます)、またはその DB2 データ共用メンバ
ー名が示した該当のエージェントによって使用され
ます (物理ロックの場合、P ロックとも呼ばれ、保
存ロックです)。単一のエージェントによって保持
されている複数のロックが、この報告書の中で複数
行に分けてリストされ、その後で、このエージェン
トが現在待っているロックがあれば、それが表示さ
れます。 DB2 データ共用メンバーが保持する複数
の P ロックまたは保存ロックが、この報告書の中
で複数行に分けてリストされ、その後で、このメン
バーが現在待っているロックがあれば、それが表示
されます。 LOCKINFO は、'ロック状況' とそれに
続くダッシュ ’-’、 'ロック状態'、'ロック・タイプ
'、および 'ロック期間' で構成されており、それぞ
れはコンマで区切られています。
- 'ロック状況' の値は次のとおりです。
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このロックは、エージェントまたは
DB2 メンバーによって保持されていま
す。
エージェントまたはメンバーがロック
を待っています。
ロックが保存されます。

H

W
R

- 'ロック状態' は、以下のようにロックのモードを
示します。
v L ロックおよびドレーン・ロックの場合
IS
読み取り目的のロック。
IX
更新目的のロック。
S
読み取り専用機能を持つロック。
U
更新機能を持つロック。
SIX
読み取り中はページをロックしない
(共用) が、更新中は更新目的でペー
ジをロックする (排他的) というプロ
トコルを用いたロック。
X
排他ロック。

C

カーソル固定読み取りドレーン・ロッ
ク。

R

反復可能読み取りドレーン・ロック。

W

書き込みドレーン・ロック。

P

区画 P ロック。

PP

ページ・セットまたは区画 P ロック。

- 'ロック状況' が H の場合、'ロック期間' はロッ
クの期間を表します。
A

このロックは、割り振り解除時に解除
されます。

C

このロックは、コミット時に解除され
ます。

H

このロックは、すべてのカーソルがク
ローズされたときに解除されます。

M

このロックは、システムによって解除
されます。

P

このロックは、プランが完了したとき
に解除されます。

I

ロックは、ページ・セットまたは区画
P ロックです。このロックは、ペー
ジ・セットまたは区分データ・セット
がクローズされると解放されます。

v P ロックの場合
IS

IX

この DB2 メンバーは R/O インタレ
ストがあります。ページ・セットま
たは区画は、グループ・バッファ
ー・プール (GBP) 従属です。
この DB2 メンバーは R/W インタレ
ストがあります。ページ・セットま
たは区画は、グループ・バッファ
ー・プール (GBP) 従属です。

- 'ロック状況' が W の場合、'ロック期間' は 2
桁の数字であり、ローカル DB2 システムのロッ
ク待機キューで待機しているエージェントやメ
ンバーの位置を示します。このロックが獲得さ
れた場合、その期間は、そのユーザーによって
保持されているすべてのロックと同じになりま
す。

S

この DB2 メンバーは R/O インタレ
ストがあります。ページ・セットま
たは区画は、GBP 従属ではありませ
ん。

SIX

この DB2 メンバーは R/W インタレ
ストがあります。ページ・セットま
たは区画は、グループ・バッファ
ー・プール (GBP) 従属です。

- P ロックの場合、ロックはユーザーではなくシ
ステムによって所有され、その期間は、ユーザ
ーが所有するロックの期間とは関係ありませ
ん。

NSU

この DB2 メンバーは R/W インタレ
ストがあります。ページ・セットま
たは区画は、グループ・バッファ
ー・プール (GBP) 従属です。

- 保存ロックにはロック期間がありません。

X

この DB2 メンバーは R/W インタレ
ストがあります。ページ・セットま
たは区画は、GBP 従属ではありませ
ん。

- 'ロック・タイプ' は、次のようにロックのタイプ
を示します。

索引スペースの明示的なロックはありません。しか
し、表にあるすべての索引スペースは、これらの表を
含む表スペースと同じレベルで暗黙的にロックされて
います。 P ロックは、索引スペースと表スペースで
DB2 によって獲得されます。
v DISPLAY DATABASE USE
この DISPLAY DATABASE コマンドは、特定の表ス
ペース、索引スペース、および区画にアクセスしてい
るユーザー ID を表示します。

S

表スペース L ロック。

このコマンドの列見出しは、次のようになります。

T

表 L ロック。

NAME TYPE PART STATUS CONNID CORRID
USERID
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– NAME、TYPE、PART、STATUS、CONNID、およ
び CORRID の各列については、 DISPLAY
DATABASE CLAIMERS のところで説明していま
す。
– USERID は、次のいずれかです。
- 'TSO ログオン ID' - スレッドが TSO 端末から
出された場合。
- 'sign-on id' または LTERM - スレッドが IMS
メッセージ・ドリブン領域から出された場合。
- AXBUSER - スレッドが IMS メッセージ・ドリ
ブン領域から出され、RACF が使用されている
場合。
- 'PSB 名' - スレッドが IMS 非メッセージ・ドリ
ブン領域から出され、 RACF が使用されていな
い場合。
- 'ユーザー ID'、'端末 ID'、'トランザクション
ID'、またはリソース管理テーブル (RCT) に指定
されたその他の ID - このスレッドが CICS か
ら出された場合。
v DISPLAY DATABASE LPL
NAME TYPE PART STATUS LPL PAGES
このメッセージでは、キーワード LPL を指定した
DISPLAY DATABASE コマンドを出した結果表示さ
れる情報が示されます。先行メッセージ DSNT362I
にリストされたデータベースにある表スペースまたは
索引スペースの状態を記述する列データも示されま
す。このメッセージの前には常に、列見出しメッセー
ジ DSNT805I が出されます。このメッセージのメッ
セージ番号は表示されません。
このメッセージにおいて、
– LPL PAGES 列では、論理または物理損傷が発生し
たために利用できない特定のスペース 内のページ
がリストされます。
v DISPLAY DATABASE (LOCKS、USE、LPL、または
CLAIMERS キーワードのいずれの指定もない場合)
この DISPLAY DATABASE コマンドは、特定の表ス
ペース、索引スペース、および区画に関するエラー・
ページ範囲情報を表示します。
このコマンドの列見出しは、次のようになります。
NAME TYPE PART STATUS PHYERRLO
PHYERRHI CATALOG PIECE
このメッセージにおいて、
– NAME、TYPE、PART、および STATUS の各列に
ついては、 DISPLAY DATABASE CLAIMERS で
説明しています。
– 指定された表スペースまたは索引スペースをサポー
トするデータ・セットで、物理的な入出力エラーが
発生している場合、PHYERRLO は、入出力エラー
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のある最小ページ番号を示す 16 進数になります。
物理エラーがない場合、この列はブランクになりま
す。
– 指定された表スペースまたは索引スペースをサポー
トするデータ・セットで、物理的な入出力エラーが
発生している場合、PHYERRHI は、入出力エラー
のある最大ページ番号を示す 16 進数になります。
物理エラーがない場合、この列はブランクになりま
す。
– 指定された表スペースまたは索引スペースをサポー
トするデータ・セットで、物理的な入出力エラーが
発生している場合、CATALOG は、入出力エラー
のあるデータ・セットを所有するカタログを示しま
す。物理エラーがない場合、この列はブランクにな
ります。
– 指定された表スペースまたは索引スペースをサポー
トしているデータ・セットに物理的な入出力エラー
がある場合、PIECE には、入出力エラーのある表
スペースまたは索引スペース内の一部を示す整数が
入れられます。物理エラーがない場合、この列はブ
ランクになります。
この部分番号を用いて、次のように、物理エラーを
含むスペースをサポートするデータ・セットの名前
を構成することができます。
cat-name.DSNDBC.databasename.space-name.I0001.Axxxx
値 xxxx は部分番号に 1 を加えた値で、
database-name は先行メッセージ DSNT362I で表示
された名前です。表スペースまたは索引スペースが
区分化されている場合、区画番号は部分番号に 1
を加えた値に等しくなるはずなので、注意してくだ
さい。
このほか、特定の 1 つのキーワードに関連したもので
はない他の通知メッセージが表示されることがありま
す。以下に、リストしています。
v -luw-id ACCESSING DATA FOR location
このメッセージは、分散データ・アクセスに参加して
いると報告された各スレッド (データベース・アクセ
ス・スレッド) ごとに出されます。このメッセージに
対応するスレッドは、このメッセージの前に出された
データ行の相関 ID と接続 ID で指定されたスレッド
です。この追加行では、次のように分散 ID が報告さ
れます。
luw-id=token
作業論理単位 ID (LUW-ID) は、スレッドに
割り当てられた固有の ID で、後ろに '=' 符
号とトークンが 1 つ付きます。このトーク
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ンは、luw-id を入力として受け入れる任意の
DB2 コマンド内で luw-id の代わりに使用す
ることができます。
location
要求側のシステムに割り当てられた
LOCATION 名。
v -MEMBER NAME member-name
このメッセージは、データ共用環境にある各スレッド
ごとに、 DSNT389I、DSNT394I、または DSNT396I
と共に出されます。この追加行は、このオブジェクト
にアクセスする DB2 サブシステムのメンバー名を報
告します。
メンバー名の後に文字 ’(CO)’ が付くと、このメンバ
ーはページ・セットまたは区画のキャストアウト所有
者です。ページ・セットまたは区画のキャストアウト
所有者は、そのページ・セットまたは区画のキャスト
アウト入出力のすべてを行う責任のある DB2 メンバ
ーです。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム
認識文字は含まれません。
v INVALID space-name
-DISPLAY DATABASE コマンドの SPACENAM キ
ーワードに指定されたスペース名が存在しません。こ
の表スペースまたは索引スペースの名前は、
'space-name' です。要求はリジェクトされます。
v NO SPACES FOUND
このメッセージは、DISPLAY DB(name) SPACENAM
が入力されたが、要求に合うスペースが見つからなか
った場合に出されます。 SPACENAM(...) が、スペー
スの範囲、サブセット、またはリストの形で指定され
ていた可能性があります。

v NO INFORMATION AVAILABLE
このメッセージは、LOCK または USE 情報が使用可
能でない場合に出されます。 DISPLAY DB(...) が入
力され、なおかつ DB(...) がデータベースのリスト
か、名前のリストである場合、このメッセージは、リ
ストされたどのデータベースにも使用できる LOCK
または USE 情報がないことを示しています。
DISPLAY DB(...) または DISPLAY DB(...)
SPACENAM(*) が入力され、なおかつ DB(...) がデー
タベースの範囲かサブセット、またはすべてのデータ
ベース ('*') である場合、このメッセージは、呼び出
し元が表示権限を持つデータベースに、使用可能な
LOCK または USE 情報がないことを示しています。
このメッセージが出されるのは、キーワード USE お
よび LOCKS が指定されている場合に限られます。
終了メッセージは、次のようになります。
* DISPLAY OF DATABASE name action *
このメッセージにおいて、
name

データベースの名前。

action

次のいずれかです。
CONTINUES
このデータベース内の残りの表スペー
ス名および索引スペース名は、新しい
表示画面に引き続き表示されます。
TERMINATED
このデータベース内の残りの表スペー
ス名および索引スペース名の表示は終
了されます。
ENDS このデータベースの表示は完了してい
ます。

v spacetype name NOT type
このメッセージは、DISPLAY DB(...) SPACENAM(...)
にリストされた表スペースと索引スペースのいずれ
も、要求を満たさなかった場合に出されます。
spacetype
このスペースが表スペースの場合は
TABLESPACE、索引スペースの場合は
INDEXSPACE。
name

このスペースの名前。

type

指定された要求のタイプを示す文字ストリン
グ。このストリングは、次のもののリストを
'OR' で区切ったものです。
– キーワード ACTIVE が指定されている場
合は、ACTIVE。

DSNT398I
説明: このメッセージは、複数行 WTO メッセージの
中に表示され、 DSNT391I、DSNT393I、および
DSNT395I の前に出されます。これは、列見出しに下線
を付けるために使用されます。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNTDMUL
DSNT399I

INVALID space-name

説明: -DISPLAY DATABASE コマンドの SPACENAM
キーワードに指定されたスペース名が存在しません。こ
の表スペースまたは索引スペースの名前は、'space-name'
です。要求はリジェクトされます。

– キーワード RESTRICT が指定されている
場合は、RESTRICTED。
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DSNT400I
DSNT400I

SQLCODE = 0, SUCCESSFUL
EXECUTION

説明: SQLCODE は 0 であり、機能が正常に実行され
たことを表しています。 SQLWARN 標識に、何らかの
警告が示されることがあります。 SQLWARNx フィー
ルドの説明は、DB2 SQL 解説書 の付録 C にありま
す。

システム・プログラマーの応答: SQL 警告コードの原
因を判別し、必要であればその状況を訂正してくださ
い。そして、アプリケーション・プログラムまたは
SQL ステートメントを実行し直してください。
DSNT405E

csect-name DISPATCH PRIORITIES
NOT IN SYNC: ccccccc1: hhh1
COMPARED TO ccccccc2: hhh2

説明: DSNTINST CLIST を指定してインストール・プ
ロセスを呼び出しました。オンライン・ヘルプを使用可
能にするには、DSNTINST CLIST の代わりに
DSNTINS0 CLIST を使用しなければなりません。

説明: タスク 'ccccccc1' のタスク・ディスパッチング優
先順位 (タスク・ディスパッチング優先順位 'hhh1') と
タスク 'ccccccc2' (タスク・ディスパッチング優先順位
'hhh2') の関係が、間違っていることがわかりました。
これにより、タスク 'ccccccc1'、タスク 'ccccccc2'、また
は他のタスクに重大なパフォーマンス上の問題と障害が
生じることがあります。

このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPA1

システムの処置: DB2 は続行しますが、上記の問題の
可能性があります。

システムの処置: このパネルは、警告メッセージととも
に表示されます。

オペレーターの応答:
てください。

ユーザーの処置: パネルについてのオンライン・ヘルプ
を見たくないなら、応答は不要です。必要なパネル値を
入力してから、ENTER を押してインストール・プロセ
スを続行してください。パネルのヘルプが必要な場合に
は、このパネルを終了して、BookManager またはオンラ
イン・ヘルプ読み取りプログラムがご使用のシステムに
インストールされていることを確認し、DSNTINS0
CLIST を指定してインストール・プロセスを呼び出して
ください。

システム・プログラマーの応答: 記述された要件を満た
すように、2 つのタスクのタスク・ディスパッチング優
先順位アルゴリズムを修正してください。たとえば、
IRLM は、DB2 よりも高いタスク・ディスパッチング
優先順位を持っていなければなりません。

DSNT401I

DSNT402I

DSNT401I WARNING - HELP IS NOT
INSTALLED

ONLINE BOOK DATA SET NAMES
MUST END IN ’.BOOK’

説明: このパネルで入力されたすべての書名の末尾は、
″.BOOK″ でなければなりません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPA0
システムの処置: このパネルは、エラー・メッセージと
ともに再表示されます。
ユーザーの処置: 書名または ″.BOOK″ で終わる値を持
つ書名に置換してください。
DSNT404I

SQLCODE = xxx, explanation

説明: このメッセージは、SQL 戻りコードと簡単な説
明、および SQLERRM フィールドから挿入されたテキ
ストを示しています。 SQL 戻りコードは正の値であ
り、警告状態を表しています。この SQL 戻りコードの
詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコー
ド』 を参照してください。
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DSNT406I

システム・プログラマーに通知し

THE ART/ORT ESCAPE CHARACTER
CANNOT BE % OR _

説明: アプリケーション登録表 / オブジェクト登録表
(ART/ORT) のエスケープ文字としてパーセント記号
(%) または下線文字 (_) が指定されました。 ART/ORT
エスケープ文字は、これ以外の任意の文字にすることが
できます。
システムの処置: パネルが再表示され、カーソルがエラ
ーの原因となったフィールドの上に置かれます。
ユーザーの処置: ART/ORT エスケープ文字の値を変更
してください。
DSNT407I

THIS FIELD HAS AN INVALID
FORMAT

説明: フィールドは、NOLIMIT、1440、0、または分と
秒をコンマで区切ったものでなければなりません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPA
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置:
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入力要求を訂正してください。

DSNT408I
DSNT408I

SQLCODE = -xxx, explanation

DSNT411I

説明: このメッセージは、SQL 戻りコードと簡単な説
明、および SQLERRM フィールドから挿入されたテキ
ストを示しています。 SQL 戻りコードは負の値であ
り、エラーが発生したことを表しています。この SQL
戻りコードの詳細については、 9 ページの『第 2 部
SQL 戻りコード』 を参照してください。
システム・プログラマーの応答: この特定の
SQLCODE に関する情報を使用して、SQL エラーの原
因を判別してください。必要があれば、エラーを訂正し
てください。そして、アプリケーション・プログラムま
たは SQL ステートメントを実行し直してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、14、 17。

説明: SQLCA ID フィールド (SQLCAID) が、予想さ
れた値 C'SQLCA' ではありません。
システム・プログラマーの応答: SQLCA 域が無効で
す。このタイプのエラーは通常、以下のいずれかの操作
の結果として発生します。
v SQL ステートメントでその区域を初期設定する前
に、DSNTIAR フォーマット設定ルーチンを呼び出
す。
v SQLCA 域のオーバーレイ。
v DSNTIAR ルーチンへの誤ったアドレスの引き渡し。
エラーを訂正した上で、アプリケーション・プログラム
を実行し直してください。
DSNT412I

DSNT409I

BUFFERPOOL SIZES SHOWN MAY
BE OBSOLETE

SQLCAID = xxxx, SQLCA IDENTIFIER

SQLCABC = xxxx, SQLCA BYTE
COUNT

説明: SQLCA のサイズが、予想された値 (136 バイト)
ではありません。

説明: ここに示されたバッファー・プール・サイズは、
インストール時またはマイグレーション時にセットされ
たもので、現在使われているサイズではない可能性があ
ります。 ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、
更新が行われている場合もあります。

システム・プログラマーの応答: SQLCA 域が無効で
す。エラーを訂正してください。おそらく、オーバーレ
イまたは SQLCA アドレスの誤りが原因です。アプリケ
ーション・プログラムを再実行してください。

このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIP1、DSNTIP2、DSNTIP6

DSNT413I

システムの処置: 処理は続行されます。

説明: SQL 戻りコードが、有効な値でありません。

ユーザーの処置: 応答は不要です。

システム・プログラマーの応答: SQLCA 域が無効であ
るか、保守が正しく調整されていないかのいずれかで
す。その結果として、SQL 戻りコードが、フォーマッ
ト設定ルーチンではなく DB2 サブシステムに追加され
ました。

DSNT410I

THE SUBSYSTEM COMMAND PREFIX
ENTERED IS INCORRECT

説明: 入力されたコマンドの接頭部が正しくありませ
ん。コマンドの接頭部の最初の文字は、以下のいずれか
でなければなりません。
@
)

$
*

#
+

.
-

/
=

’
¢

?
:

"
_

%
;

!
|

<

コマンドの接頭部の残りの文字は、上記、A〜Z、または
0〜9 のいずれかでなければなりません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPM
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置:
さい。

正しいコマンド接頭部を入力してくだ

SQLCODE = xxxx, INVALID SQLCODE

SQLCA 域が無効となるのは通常、次のいずれかが原因
です。
v SQL ステートメントでその区域を初期設定する前
に、DSNTIAR フォーマット設定ルーチンを呼び出
す。
v SQLCA 域のオーバーレイ。
v DSNTIAR ルーチンへの誤ったアドレスの引き渡し。
保守が正しく調整されなかった場合には、おそらく現在
実行されているコード内で、 DSNTIAR および
DSNTIAM の両 CSECT が置き換えられていません。ロ
ード・モジュールをリンク・エディットして、DSNTIAR
および DSNTIAM を置き換えてください。エラーを訂
正した上で、アプリケーション・プログラムを実行し直
してください。
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DSNT414I
DSNT414I

SQLERRM = xxxx, SQLCA ERROR
MESSAGE INSERTION TEXT

説明: SQL 戻りコードが DSNTIAR が認識しないもの
であると、このメッセージが出されます。 SQLERRM
に、エラー・メッセージ・テキストが含まれています。

1
2
3

DB2 固有の内部関連データ・システム・コー
ド。
DB2 の内部データ管理プログラムのエラー・
コード。
次のいずれかです。
v INSERT、UPDATE、または DELETE ステー
トメントの後で挿入、更新、または削除され
た行の数。

システム・プログラマーの応答: SQLCA 域が無効であ
るか、保守が正しく調整されていないかのいずれかで
す。その結果として、SQL 戻りコードが、フォーマッ
ト設定ルーチンではなく DB2 サブシステムに追加され
ました。

注: このフィールドの値が '-1' であると、
DB2 がアクセスせず個々の行のカウン
トも行わないセグメント化表スペース内
で、大量の表の削除が行われたことを示
しています。

SQLCA 域が無効となるのは通常、次のいずれかが原因
です。
v SQL ステートメントでその区域を初期設定する前
に、DSNTIAR フォーマット設定ルーチンを呼び出
す。

v SQLCODE -911 または -913 の場合、デッ
ドロックまたはタイムアウトが起こったこと
を示す理由コード。

v SQLCA 域のオーバーレイ。
v DSNTIAR ルーチンへの誤ったアドレスの引き渡し。
保守が正しく調整されなかった場合には、おそらく現在
実行されているコード内で、 DSNTIAR および
DSNTIAM の両 CSECT が置き換えられていません。ロ
ード・モジュールをリンク・エディットして、DSNTIAR
および DSNTIAM を置き換えてください。エラーを訂
正した上で、アプリケーション・プログラムを実行し直
してください。
DSNT415I

SQLERRP = xxxx, SQL PROCEDURE
DETECTING ERROR

説明: エラーを検出している手順の名前が、SQLERRP
の中で与えられています。
システム・プログラマーの応答: (エラーを検出した
SQL 手順が、エラーまたは警告の診断に役立つかもし
れません。) 他のメッセージでエラーが指摘されている
場合には、それを訂正してください。そして、プログラ
ムまたは SQL ステートメントを実行し直してくださ
い。
DSNT416I

SQLERRD = xx,xx,xx,xx,xx,xx SQL
DIAGNOSTIC INFORMATION

説明: 6 つの診断フィールドのうちの少なくとも 1 つ
が、予期された値ではありません。予期されている値
は、次のいずれかです。
v 00、00、00、00、00、00、または
v 00、00、00、-1、00、00
6 つの値それぞれに関する SQL 診断情報は、以下のと
おりです。
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4
5
6

注: 最も一般的な理由コードは次のとおりで
す。
– 00C90088 - デッドロック
– 00C9009E - タイムアウト
予約
PREPARE または EXECUTE IMMEDIATE の
構文エラーの位置または列。
DB2 の内部バッファー・マネージャーのエラ
ー・コード。

システム・プログラマーの応答: SQLERRD フィール
ドの内容の詳細については、 DB2 SQL 解説書 の付録
C を参照してください。エラーの診断または正常実行の
結果の表示を行う際に、SQL 診断情報が役立つものと
思われます。このエラーか警告を発生しないようにする
には、エラーを訂正してください。そして、プログラム
または SQL ステートメントを実行し直してください。
DSNT417I

SQLWARNn-n SQL WARNINGS

説明: 11 の警告値のうち少なくとも 1 つが、予期した
値 (ブランク) ではありません。 11 の警告フィールド
の 1 つの値がブランクでない場合は、次のような意味
をもっています。
SQLWARN0
他の何らかの警告コードがセットされている。
SQLWARN1
ストリングの切り捨て。
SQLWARN2
ヌル値の排除。
SQLWARN3
与えられたホスト変数の数が、表の次数と一致
していない。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNT418I
SQLWARN4
UPDATE または DELETE に WHERE 文節が
ない。
SQLWARN5
DB2 の SQL ステートメントではない。
SQLWARN6
日付またはタイム・スタンプの値が調整され
た。
SQLWARN7
10 進数が精度 31 から精度 15 に変換された
ため、小数桁が切り捨てられた。
SQLWARN8
変換不能な文字が置換文字で置き換えられた。
SQLWARN9
COUNT DISTINCT の処理時に算術例外が無視
された。
SQLWARNA
SQLCA の少なくとも 1 つの文字フィールド
が、ストリング変換エラーのために無効になっ
ている。
ユーザーの処置: エラーの診断または正常実行の結果の
表示を行う際に、SQL 警告情報が役立つものと思われ
ます。この警告が出された場合は、エラーを訂正した上
で、プログラムまたは SQL ステートメントを実行し直
してください。
DSNT418I

SQLSTATE = sqlstate, SQLSTATE
RETURN CODE

説明: この SQLSTATE は、最も新しく実行された
SQL ステートメントの結果を示す戻りコードです。各
SQL ステートメントが実行されるたびに、SQLSTATE
が 00000 〜 65535 の範囲の 5 桁のコードにセットさ
れます。これは、SQLCA 内の他のフィールドの既存の
使用には影響を与えません。
ユーザーの処置: SQLSTATE 戻りコードの意味につい
ての詳細は、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』
を参照してください。必要であれば、SQL ステートメ
ントを訂正して、実行し直してください。
DSNT419I

WARNING - MAX REMOTE ACTIVE
PREVIOUSLY SPECIFIED AS 0.

説明: 前のパネルで、アクティブなデータベース・アク
セス・スレッドの数が、値 0 として指定されていま
す。この値は、DDF STARTUP OPTION の AUTO ま
たは COMMAND と矛盾している可能性があります。

重大度: 4 (警告)
システムの処置: そのパネルが再表示され、カーソルが
DDF STARTUP OPTION フィールドに位置づけられま
す。
ユーザーの処置: アクティブなデータベース・アクセ
ス・スレッドを割り振らずに DDF を始動させ、 DDF
をリクエスターとしてのみ使用するつもりである場合
は、応答は不要です。 ENTER を押して、操作を継続し
てください。それ以外の場合は、DDF STARTUP
OPTION を NO に変更するか、または MAX REMOTE
ACTIVE を必要なスレッド数に変更してください。
DSNT420I

YOU NEED AT LEAST 1 32K DS IF
THE TEMP 32K SPACE IS GREATER
THAN 0

説明: ユーザーが、SIZE パネルの TEMP 32K DATA
SETS フィールドにゼロを入力しました。 DSNTIPD の
TEMP 32K SPACE がゼロでない場合は、少なくとも 1
つの TEMP 32K DATA SET が必要です。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPD
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: TEMP 32K DATA SETS フィールド
に 1 以上の値を入れるか、あるいは、 TEMP 32K
SPACE の値をゼロに変更してください。
DSNT421I

YOU NEED AT LEAST 1 32K BUFFER
FOR THE <num32kds> 32K DATA
SETS

説明: 32KB バッファーにゼロが指定されています。イ
ンストール・パネル DSNTIPD の TEMP 32K DATA
SETS フィールドがゼロより大きい場合、インストー
ル・パネル DSNTIP2 に少なくとも 1 つの 32KB バッ
ファーが必要です。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIP2
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: パネル DSNTIP2 のバッファー・プー
ル (BP32K - BP32K9) の少なくとも 1 つに、 1 以上
の値を入力するか、あるいは、TEMP 32K DATA SETS
の値をゼロに変更してください。

このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPR
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DSNT422I
DSNT422I

THE ART TABLE NAME MUST BE
DIFFERENT FROM THE CRT TABLE
NAME

説明: データ定義制御サポート・パネルで、アプリケー
ション登録表とオブジェクト登録表に、同じ名前が入力
されています。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPZ
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: APPL REGISTRATION TABLE フィ
ールドまたは OBJT REGISTRATION TABLE フィール
ドのいずれかを変更して、この 2 つのフィールドが固
有になるようにしてください。
DSNT424I

OUTPUT DATA SETS MUST BE
DIFFERENT FROM THE INPUT DATA
SETS

説明: 指定された出力データ・セット名が、主パネル
DSNTIPA1 の PREFIX および SUFFIX フィールドから
作成される入力データ・セット名の 1 つと同じです。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPT
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: カーソルが置かれているデータ・セッ
ト名を変更するか、あるいはパネル DSNTIPA1 の
PREFIX または SUFFIX フィールドを変更してくださ
い。
DSNT425I

ALL THREE OUTPUT DATA SETS
MUST BE UNIQUE

説明: 2 つ以上の出力データ・セットに、同じ名前が指
定されています。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPV
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: カーソルが置かれているデータ・セッ
ト名を変更するか、あるいはカーソルが置かれているデ
ータ・セットと同じ名前をもつデータ・セット・フィー
ルドを変更してください。

DSNT426I

ALL THREE DATA SETS ARE
REQUIRED FOR OUTPUT

説明: 1 つまたは複数の出力データ・セットが指定され
ていますが、 1 つまたは複数の出力データ・セット・
フィールドがブランクのままになっています。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPT
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: 出力データ・セット・フィールドは、
全部指定するか、何も指定しないかの、どちらかでなけ
ればなりません。インストール CLIST による CLIST
または JCL の編集を希望しない場合には、すべての出
力データ・セット・フィールドをブランクのままにして
ください。
DSNT427I

THE DATA SET OR MEMBER
SPECIFIED COULD NOT BE
LOCATED

説明: マイグレーションのために INPUT MEMBER
NAME フィールドまたは DATA SET
NAME(MEMBER) フィールドに指定された入力パラメ
ーター・メンバーが見つかりません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPA1
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: そのデータ・セット内に、既存のデー
タ・セットおよびメンバーを指定したかどうかを検査し
てください。また、そのデータ・セットがカタログされ
ているかどうかも確認してください。
DSNT428I

WHEN USING TIMESTAMPS, THE
PREFIX MUST BE <=
preflenCHARACTERS LONG

説明: ユーザーが入力したアーカイブ・ログ接頭部の長
さが、許容される長さを超えています。アーカイブ・ロ
グ接頭部名の長さは、TIMESTAMP ARCHIVES の値が
YES の場合は 19 文字以下、および TIMESTAMP
ARCHIVES の値が EXT の場合は 17 文字以下でなけ
ればなりません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPH
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: 接頭部の長さを減らすか、あるいは
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TIMESTAMP ARCHIVES の値を NO に変更してくださ
い。
DSNT429I

THE SUM OF MAX USERS AND MAX
REMOTE ACTIVE MUST BE <= TO
2000

説明: MAX USERS および MAX REMOTE フィール
ドで決められたスレッドの合計数が大きすぎます。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPE
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: MAX USERS または MAX REMOTE
あるいはその両方のフィールドの値を減らしてくださ
い。
DSNT430I

THIS FIELD MAY ONLY BE FILLED
IN FOR MIGRATE MODE

説明: FROM RELEASE または DATA SET
NAME(MEMBER) フィールドは、 INSTALL TYPE が
MIGRATE の場合しか指定できません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPA1
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: INSTALL TYPE を MIGRATE に変
更するか、あるいは、カーソルが置かれているフィール
ドをブランクのままにするかしてください。
DSNT431I

DDF, MIXED DATA, OR DEF
ENCODING SCHEME CONFLICTS
WITH CODED CHAR SET

説明: 指定した DDF、MIXED DATA、または DEF
ENCODING SCHEME 値に入力した EBCDIC または
ASCII コード化文字セット (CCSID) の値が無効です。
これらの値には次の制約事項が適用されます。
v MIXED DATA 値が 'YES' の場合は、EBCDIC
CODED CHAR SET に対して、有効な混合 CCSID
値を選択する必要がある。 ASCII CODED CHAR
SET は、有効な混合値またはゼロでなければならな
い。
v MIXED DATA 値が 'NO' の場合は、EBCDIC または
ASCII CODED CHAR SET に対して、有効な SBCS
CCSID 値またはゼロを選択しなければならない。
v DDF 値が 'AUTO' または 'COMMAND' の場合は、
EBCDIC CODED CHAR SET に対してゼロ以外の値
を選択しなければならない。

v DEF ENCODING SCHEME 値が 'ASCII' の場合は、
EBCDIC および ASCII CODED CHAR SET に対し
てゼロ以外の値を選択しなければならない。
各国ごとの一般的な CCSID のリストについては、DB2
インストレーション・ガイド の付録 C を参照してくだ
さい。
このメッセージは次のパネルによって出されます。
DSNTIPF、DSNTIPR
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: DDF、MIXED DATA、または DEF
ENCODING SCHEME の値、あるいは EBCDIC または
ASCII CODED CHAR SET の値のいずれかを訂正し
て、互換性を持つように修正してください。
DSNT433I

MAX REMOTE ACTIVE MUST BE <=
MAX REMOTE CONNECTED.

説明: アクティブなデータベース・アクセス・スレッド
の数を、並行データベース・アクセス・スレッドの数よ
り大きくすることはできません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPE
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: MAX REMOTE ACTIVE フィールド
を小さくするか、MAX REMOTE CONNECTED フィー
ルドを大きくするか、あるいはその両方の処置をとって
ください。
DSNT434I

WARNING, DATA SETS MARKED
WITH ASTERISKS EXIST AND WILL
BE OVERWRITTEN

説明: アスタリスクが付けられたデータ・セットは、す
でに存在しています。操作を続行すると、インストール
処理は既存のデータ・セットを削除して、調整されたジ
ョブ出力用に新しいデータ・セットを割り振ります。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPT
重大度: 4
ユーザーの処置: 次のいずれかの処置をとってくださ
い。
1. 操作を続行する場合は、ENTER を押してください。
データ・セットは削除されて、割り振りし直されま
す。
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2. インストール処理を終了する場合は、RETURN を押
してください。データ・セットは削除されません。
3. データ・セット名を変更してください。新しい名前
については、すでに存在しているかどうかが検査さ
れます。
DSNT435I

DSNT435I OVERRIDE VALUES ARE
IN EFFECT

説明: パネル DSNTIPC の EDMPOOL、
SORTPOOL、または RIDPOOL の計算値がすでにオー
バーライドされています。インストール・プログラム
は、表示されているオーバーライド値を使用します。
重大度:

4

システムの処置: 表示の際には、計算値の代わりにオー
バーライド値が使用されます。
ユーザーの処置: オーバーライド値を使用したいとき、
応答は不要です。計算値を使用する場合は、オーバーラ
イドされた列の値を消去してください。
DSNT436I

REGION SIZE MAY BE TOO LARGE

説明: 指定された数値を使用すると、見積もられる領域
サイズが 5000KB を超えてしまいます。この領域サイ
ズの見積もりには、SWA に必要なストレージは含まれ
ていません。その理由は、SWA はこの境界より上に置
かれているものと想定されているからです。より大きな
専用域が許される場合には、DB2 始動手順で領域サイ
ズを大きくしてください。領域サイズの計算方法につい
ては、メッセージ DSNT485I から DSNT487I までに表
示され、 DB2 インストレーション・ガイド の第 2 部
で説明されています。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

CLIST は続行されます。

ユーザーの処置: 並行ユーザーおよびデータベースの
数、バッファーの数、およびプランのサイズとして指定
した値を調べてください。使用可能な専用領域サイズを
検査してください。この領域サイズが許されないなら
ば、これらの数値を減らす必要があります。このサイズ
が許される場合には、この警告は無視して差し支えあり
ません。
問題判別: 処理に誤りがあると思われる場合には、
CONTROL(CONLIST) を指定して、CLIST を呼び出し
てください。これにより、エラー情報のトレースが作成
されます。

DSNT437I

REGION SIZE IS TOO LARGE

説明: 指定された数値を使用すると、見積もられる領域
サイズが 8000KB を超えてしまいます。この領域サイ
ズの見積もりには、SWA に必要なストレージは含まれ
ていません。その理由は、SWA は 16MB 境界より上に
置かれているものと想定されているからです。領域サイ
ズの計算方法については、DB2 インストレーション・ガ
イド の第 2 部で説明されています。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: CLIST は続行されますが、編集され
たジョブは作成されません。
ユーザーの処置: 並行ユーザーおよびデータベースの
数、バッファーの数、およびプラン・サイズに指定した
値を調べてください。これらの数値の 1 つまたは複数
を、小さくする必要があります。
問題判別: 処理に誤りがあると思われる場合には、
CONTROL(CONLIST) を指定して、CLIST を呼び出し
てください。これにより、エラー情報のトレースが作成
されます。
DSNT438I

WARNING, IRLM LOCK MAXIMUM
SPACE = irlmreg K, AVAILABLE
SPACE = irlmav K

説明: ユーザー当たりのロックの最大数に指定された値
では、 IRLM で使用可能なスペースより大きな合計ス
ペースが使用され、 IRLM が異常終了する可能性があ
ります。すべてのスレッドで最大数のロックを使用する
可能性は低いですが、多くのエレメントから最大値がス
ペース量を超えるようであれば、 IRLM の異常終了の
可能性が高くなります。
DSNTIPJ インストール・パネルで入力した CROSS
MEMORY 値が YES であれば、 IRLM で使用できる
スペースは専用領域サイズの大きさになります。拡張専
用アドレス・スペースが用いられるため、使用可能なス
ペースの見積値は 60000K です。 CROSS MEMORY
値が NO の場合には、IRLM は MAXIMUM ECSA 値
のスペースを使用することができます。使用される最大
のスペースは、DSNTIPE パネルで指定した MAX
USERS 値に、 DSNTIPJ パネルの LOCKS PER USER
値の数を掛けて、さらにロック当たり 250 バイトを掛
けると見積もることができます。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度: 4 (警告)
システムの処置: CLIST は続行されます。
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ユーザーの処置: 次の処置のうちの 1 つを選択してく
ださい。
v ロック・アドレス・スペースの過大割り当てをしても
実行できることを確かめる。
v MAX USERS または LOCKS PER USER フィールド
の値を下げる。
DSNT439I

IRLM NO LOCK ESCALATION OR NO
USER MAXIMUM

説明: 以下に対して、値ゼロが指定されています。
v ロック・エスカレーションの原因となる表または表ス
ペースのロックの数。
v DB2 ユーザーを終了させるロックの数。
ロック・エスカレーション値を 0 にするとロック・エ
スカレーションがオフになるので、 DB2 はこの方法で
ロック・スペースを保存することができなくなります。
ユーザー最大値を 0 にするとユーザー当たりの最大値
が存在しないので、メッセージ DSNT438 で述べた計算
を実行して、IRLM がすべてのユーザーに十分なアドレ
ス・スペースを備えているかどうかを調べることができ
なくなります。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

DSNT441I

INVALID HIPERPOOL SIZE

説明: ゼロ以外のハイパープール値を指定する場合は、
対応する仮想バッファー・プール値にもゼロ以外の値を
指定しなければなりません。たとえば、BP1 ハイパープ
ール・サイズにゼロ以外の値を指定する場合は、 BP1
仮想バッファー・プール・サイズの値もゼロより大きく
なければなりません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIP1、DSNTIP2
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: 仮想バッファー・プール・サイズとし
てゼロより大きな値を入力するか、あるいはハイパープ
ール・サイズの値をゼロにしてください。
DSNT442E

ERROR, VIRTUAL STORAGE OF main
EXCEEDS THE SYSTEM LIMIT OF 2
GIGABYTES

説明: すべての仮想記憶域の計算の合計が、アドレス・
スペースとして使える最大値を超えています。
このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNTINST

4 (警告)

システムの処置:
にすぎません。

CLIST は続行されます。 これは警告

ユーザーの処置: ロック・エスカレーションをオフにす
るかまたはユーザー・ロックを制限するか、あるいはそ
の両方を行ってください。
DSNT440I

重大度: 8 (エラー)
システムの処置: インストール CLIST は、インストー
ル・ジョブを編集せずに初期パネルに戻ります。
ユーザーの処置: 2 GB のしきい値を超えないように、
ストレージ・サイズを決めるインストール値を指定し直
してください。

TOTAL BP SIZE TOO LARGE
DSNT443I

説明: VIRTUAL または HIPER バッファー・プールの
合計サイズが、大きすぎます。すべての仮想バッファ
ー・プールの場合の ssnmDBM1 アドレス・スペース・
ストレージ要件の合計は、 1.6GB、およびバッファーの
合計数は 8,000,000 を超えることはできません。仮想バ
ッファー・プールのストレージ要件を計算するとき、
DB2 は、各 VPTYPE(PRIMARY) バッファーの場合は
ページ・サイズ (4K、8K、16K、または 32K)、また各
VPTYPE(DATASPACE) の場合は 128 バイトを使用しま
す。ハイパープールの場合、最大値は 8GB です。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIP1、DSNTIP2、DSNTIP6
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。

VALUES MARKED WITH AN
ASTERISK HAVE BEEN UPDATED

説明: DSNTINST CLIST が生成したフィールドの記述
の前に、アスタリスクが付けられています。このメッセ
ージは、現在のパネルのフィールドを生成するために使
用した前のパネルからのフィールドを更新したときにだ
け表示されます。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPA、DSNITPL
システムの処置: パネルが表示されます。
ユーザーの処置: 現行の値が適切な値であるかどうかを
検査してください。希望通りでない場合は、必要な値を
入力してください。

ユーザーの処置: 一方または両方のバッファー・プー
ル・サイズを減らしてください。
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DSNT444I

SCROLLING BACKWARD MAY
CHANGE FIELDS MARKED WITH
ASTERISKS

REMOTE LOCATION フィールドにブランクを入力して
ください。
DSNT448I

RECOMMEND REAL STORAGE = size
K

説明: 現在のパネル上のマークの付いたフィールドが、
別のパネルのフィールドから生成されました。上方に画
面移動すると、これらのフィールドは別のパネルからの
新しい値を反映するために更新されます。たとえば、
ARCHIVE PREFIX フィールドは、DSNTIPA2 の
CATALOG ALIAS フィールドから生成されます。
DSNTINST CLIST によってフィールドが変更される
と、メッセージ DSNT443I が表示されて、ユーザーに
その旨が通知されます。

必要な実記憶域の容量は、さまざまです。ユーザーによ
っては、表示された見積値の数倍も必要になる場合もあ
ります。ストレージの計算についての詳細は、DB2 イン
ストレーション・ガイド の第 2 部を参照してくださ
い。

このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPA、DSNITPL

このメッセージは、次の CLIST によって出されます。
DSNTINST

システムの処置:

パネルが表示されます。

重大度: 0 (正常実行)

ユーザーの処置:

処置は不要です。

システムの処置: CLIST は続行されます。

DSNT445I

REMOTE LOCATION NAME MUST
NOT BE THE SAME AS LOCAL
LOCATION

説明: リモート・サンプル・ロケーションのために入力
された名前が、ローカル・ロケーション名と同じです。
このメッセージは、次のインストール・パネルによって
出されます。 DSNTIPY
システムの処置:

パネルが表示されます。

ユーザーの処置: リモート・ロケーション名を入力する
か、あるいは、編成サンプルがローカルでのみ実行され
ることを示すために、このフィールドをブランクのまま
にしてください。
DSNT446I

SAMPLE LOCATION MUST BE
BLANK IF LOCAL LOCATION IS
BLANK

説明: リモート・サンプル・ジョブを編集するために
は、DSNTIPR パネルの DB2 LOCATION NAME (ロー
カル・ロケーション) と REMOTE LOCATION が、と
もに有効な名前でなければなりません。 DB2
LOCATION NAME が不明の場合には、両方のフィール
ドともブランクのままにしてください。そうすれば、リ
モート・サンプル・ジョブの編集は行われません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPY
システムの処置: パネルが表示されます。
ユーザーの処置: DISTRIBUTED DATA FACILITY パ
ネルまで画面移動で戻って DB2 LOCATION NAME に
値を入力するか、あるいは、ジョブ編集パネルの
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説明: これは、選択された仮想記憶域サイズをサポート
するためにお勧めする実記憶域の見積量です。

ユーザーの処置: この推奨値と実際に使用可能な実記憶
域の大きさを比較してください。
DSNT449I

NUMBER OF LOGS REDUCED FROM
old-num TO MAXIMUM OF 31

説明: マイグレーション元の DB2 リリースで使用され
ていたアクティブ・ログ・データ・セットの数が、
DB2 の現行リリースで許されるデータ・セットの新し
い最大数よりも大きい値になっています。インストー
ル・ジョブの DSNTIJUZ は、ユーザーのブートストラ
ップ・データ・セットを、最後の 31 のデータ・セット
だけを含めるように更新します。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNITPL
システムの処置: 値が最大 31 に減らされて、パネルが
表示されます。
ユーザーの処置: パネル上のその他の任意のフィールド
を更新して、処理を続行してください。
DSNT450I

type ENTRY MUST BE EXACTLY
TWO CHARACTERS

説明: SYS1.PARMLIB メンバー名を完成させるために
は、これらの項目を正確に 2 文字で指定しなければな
りません。タイプは、次のとおりです。
APF AUTH
APF で許可されたライブラリー・リスト
IEAAPFxx の場合。
LINK LIST
リンク・リスト・ライブラリー連結 LNKLSTxx
の場合。
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MVS SUBSYS
MVS サブシステム・リスト IEFSSNxx の場
合。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

CLIST は続行されます。

ユーザーの処置: MVS パネルでこれらのフィールドに
指定した項目を調べ、正確に 2 文字になっていること
を確認してください。作成されたジョブ DSNTIJMV を
調べ、IEBUPDTE CHANGE ステートメントを訂正して
ください。
DSNT451I

WARNING-THE LOCAL DATE LENGTH
OR LOCAL TIME LENGTH HAS BEEN
INCREASED

説明: LOCAL DATE LENGTH または LOCAL TIME
LENGTH の値を増やしたため、この長さに関係するプ
ランがある場合は、REBIND コマンドを出さなければな
りません。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

問題判別: 処理に誤りがあると思われる場合には、
CONTROL(CONLIST) を指定し、さらにバッチで
CLIST を呼び出して、エラー情報とともにトレース結果
が送られるようにしてください。また、CLIST および読
み取り中のパラメーター・メンバーのリストも必要にな
ります。

4 (警告)

システムの処置:

ERROR IN VARIABLE varname,
VALUE IS value

説明: 変数 'varname' が、有効な値ではありません。こ
の現行値は、'value' です。後続のメッセージによって、
この値が無効である理由、および CLIST がとる処置が
記述されます。
CONTROL 値が誤っている場合は、その値は、CLIST
が呼び出されたときに指定されたものです。この値は有
効ではないので、それ以上のトレースは行われません。
許される値は、NONE、LIST、CONLIST、および
SYMLIST です。これらの値はそれぞれ、その前にある
値の場合よりも多くの CLIST トレース情報を作成しま
す。その他の値が誤っている場合には、その値は、ISPF
パネルで CLIST が呼び出されたときに指定されたもの
です。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度: 8 (エラー)

処理は続行されます。

ユーザーの処置: 変更されたローカル形式の長さに関係
するすべてのアプリケーション・プランを、バインドし
直してください。
DSNT454I

DSNT456I

ERROR CODE = errcode, CNT =
count

説明: パラメーター・メンバーを読み取るための
CLIST 処理中に、エラーが発生しました。これらのエラ
ーの大部分は、CLIST のレベルと読み取り中のパラメー
ター・メンバーのレベルとが一致していないために起こ
ります。
'errcode' は、CLIST に定義されたエラー・コードです。
エラー・コード値とその意味については、「TSO/E
CLIST」を参照してください。

システムの処置: CLIST は続行されますが、ジョブま
たはパラメーター・データは作成されません。
ユーザーの処置: 以降のメッセージを検査してくださ
い。 CLIST を終了させた上で、変数として有効な値を
指定して、CLIST を呼び出してください。
問題判別: 処理に誤りがあると思われる場合には、
CONTROL(CONLIST) を指定し、さらにバッチで
CLIST を呼び出して、エラー情報とともにトレース結果
が送られるようにしてください。 CLIST 自体、および
読み取られたパラメーター・メンバーも送られるはずで
す。
DSNT457I

The SUBSYSTEM NAME MUST BE
DIFFERENT THAN THE PROC NAME

'count' 値は、すでに読み取られたパラメーター値の数で
す。

説明: 内部的な MVS の制約により、IRLM サブシス
テム名はプロシージャー名と異なっていなければなりま
せん。

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST

このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPI

システムの処置:

システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。

CLIST は終了します。

ユーザーの処置: パラメーター・メンバーと CLIST が
同じレベルになるようにしてください。

ユーザーの処置: SUBSYSTEM NAME または PROC
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DSNT458I
NAME のいずれかを変更して、これらのフィールドが
相互に固有のものになるようにしてください。
DSNT458I

VALUE MUST BE NUMERIC

説明: メッセージ DSNT456I で指摘された変数は、整
数でなければなりません。小数点または小数部のない数
字だけしか許されません。この値が、接尾部 K または
M の付いた数字である場合、指定された数値の 1024
倍または 1048676 倍として解釈されます。 K または
M 以外の数字以外の文字が値の中に存在する場合、あ
るいは K または M が最後の文字でない場合に、この
メッセージが作成されます。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: CLIST は続行されますが、編集され
たジョブまたはパラメーター・データは作成されませ
ん。
ユーザーの処置: CLIST は続行されますが、編集され
たジョブは作成されません。変数の値は、メッセージ
DSNT465I で示される値にセットされています。出力パ
ラメーターおよび出力データ・セット接頭部を再入力す
る必要があります。値を調べ、必要であれば、その値を
リセットしてください。
DSNT459I

VALUE IS TOO LOW, MINIMUM IS
min

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: CLIST は続行されますが、編集され
たジョブは作成されません。 CLIST は、正しくない値
を 'max' にリセットします。
ユーザーの処置: CLIST の処置については、メッセー
ジ DSNT465I を参照してください。
DSNT461I

THE BUFFER POOL MAXIMUM IS
LESS THAN THE MINIMUM VALUE
ENTERED

説明: バッファー・プールの最大値は、同じバッファ
ー・プールの最小値に等しいか、これよりも大きくなけ
ればなりません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPE
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: 示されたバッファー・プールのバッフ
ァーについて、最小値を小さくするか、あるいは最大値
を大きくするかしてください。
DSNT462I

VALUE IS TOO LONG, MAXIMUM IS
length CHARACTERS

説明: メッセージ DSNT456I で指摘された変数は、そ
の現行値より短くなければなりません。許される最大長
は、'length' です。

説明: メッセージ DSNT456I で指摘された変数は、そ
の現行値よりも大きくなければなりません。許される最
小値は、'min' です。

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST

システムの処置: CLIST は続行されますが、編集され
たジョブは作成されません。 CLIST は、この値をデフ
ォルト値にリセットします。

重大度:

8 (エラー)

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: CLIST は続行されますが、編集され
たジョブは作成されません。 CLIST は、正しくない値
を 'min' にリセットします。

ユーザーの処置: CLIST の処置については、メッセー
ジ DSNT465I を参照してください。

ユーザーの処置: CLIST の処置については、メッセー
ジ DSNT465I を参照してください。

DSNT463I

DSNT460I

VALUE IS TOO HIGH, MAXIMUM IS
max

説明: メッセージ DSNT456I で指摘された変数は、そ
の現行値より小さくなければなりません。許される最大
値は、'max' です。

説明: このフィールドは更新モードに関連しておらず、
ブランクでなければなりません。このメッセージは、パ
ネル DSNTIPA1 によって出されます。
システムの処置: パネルが再表示され、エラーのあるフ
ィールドにカーソルが置かれます。
ユーザーの処置:

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
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値をブランクにしてください。

DSNT464I
DSNT464I

VALUES PERMITTED ARE values

説明: メッセージ DSNT456I で示された変数は、リス
トされた 'values' のうちの 1 つでなければなりませ
ん。

DSNT467I

OUTPUT MEMBER SHOULD BEGIN
WITH DSNTID

システムの処置: CLIST は続行されますが、編集ジョ
ブは作成されません。

説明: 出力パラメーター・メンバーは、
prefix.SDSNSAMP に収められます。このデータ・セッ
トには、すでに多数のメンバーが入っています。必要な
メンバーが置き換えられないようにするために、接頭部
'DSNTID' に関する命名規則は、必ず守るようにしてく
ださい。接尾部 'VB' および 'XA' を用いることは許さ
れません (メッセージ DSNT466I を参照してくださ
い)。

ユーザーの処置: CLIST の処置については、メッセー
ジ DSNT465I を参照してください。

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

8 (エラー)

重大度: 4 (警告)
DSNT465I

VARIABLE varname SET TO value

説明: メッセージ DSNT456I で指摘された変数
'varname' に、誤りがあります。このエラーの理由として
考えられる事項は、 DSNT458I、 DSNT459I、
DSNT460I、 DSNT462I、 DSNT463I、 DSNT464I の各
メッセージで示されています。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
システムの処置: CLIST は続行されますが、編集され
たジョブは作成されません。値は、表示された値にセッ
トされました。
ユーザーの処置: 基本インストール・パネルで、出力デ
ータを指定し直してください。値の検査と変更が行える
ようになります。この値が受け入れられない場合には、
限界に注意して変更してください。
DSNT466I

Output member CANNOT BE
DSNTIDVB OR DSNTIDXA

説明: OUTPUT MEMBER NAME フィールドは、
DSNTIDVB または DSNTIDXA であってはなりませ
ん。これらの 2 つのメンバーは、DB2 とともに出荷さ
れるもので、上書きしてはなりません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPA1
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: カーソルが置かれているフィールドの
値を変更してください。
注: ユーザーが指定したメンバーがすでに存在する場
合、そのメンバーは上書きされます。

システムの処置: CLIST は続行されます。
ユーザーの処置: 出力メンバーに対して別の名前を指定
してください。
DSNT468I

ERROR(S) ENCOUNTERED, OUTPUT
IS BYPASSED

説明: この実行における前の方の部分で、エラーが検出
されました。このエラーが原因で、データ・セットの編
集は行われていません。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: CLIST は続行されますが、編集され
たジョブは作成されません。
ユーザーの処置: 以前に指摘されたエラーを訂正した上
で、編集されたデータを作成するために、出力接頭部の
名前を再び指定してください。
DSNT469I

INPUT PARAMETERS MUST BE
READ BEFORE MIGRATION

説明: パネル DSNTIPA1 の INPUT MEMBER NAME
には、マイグレーション値の読み取りができるような値
を指定しなければなりません。そのような値を指定する
と、初期設定が可能になります。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: CLIST は、メイン・インストール・
パネル DSNTIPA1 に戻ります。
ユーザーの処置: INPUT MEMBER NAME に
DSNTIDXA を指定し、マイグレーション・メンバーに
現行値を指定してください。
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DSNT470I
DSNT470I

WARNING, ONLY ONE VOLUME WAS
SPECIFIED

説明: インストール・パネルまたは CLIST 呼び出し
で、ボリューム通し番号が 1 つしか指定されていませ
ん。この場合、単一ボリュームのテスト・システムにす
るのでない限り、適切なリカバリーまたはパフォーマン
スは得られません。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

BEGINNING CHECK PHASE

説明: このメッセージは、次のことを表しています。
v パネルから入力された値が検査されている。
v 接尾部 K または M が用いられている値が、数値に
変換されている。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度: 0 (正常実行)
システムの処置: CLIST は続行されます。

4 (警告)

システムの処置:

DSNT473I

CLIST は続行されます。
DSNT474I

ユーザーの処置: このサブシステムを回復可能にする場
合には、2 つ以上のボリュームが必要です。 DSNTIPA2
パネルで少なくともさらに 1 つのボリュームを指定し
て、インストール調整処理を実行し直してください。こ
れが単一ボリュームのテスト・システムである場合に
は、ログ・データ・セットの単一コピーを指定するよう
にしてください。ブート・ストラップ・データ・セット
は小さく、しかもアクティブになっていません。したが
って、1 つのボリュームのシステムの場合にも、ボリュ
ーム通し番号を 2 つ指定することをお勧めします。

READING count, varname, datatype,
data sharing scope, minval, maxval,
currentval

説明: パラメーター・メンバーから値が読み取られてい
ます。カウント、変数名、データ・タイプ、データ共用
効力範囲、最小値、最大値、および現行値が示されてい
ます。このメッセージが表示されるのは、CONTROL キ
ーワードによりトレースが要求されている場合です。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度: 0 (正常実行)

DSNT471I

BEGINNING PARAMETER INPUT
MEMBER inmem

説明: 入力パラメーター・メンバー 'inmem' が読み取
られています。このデータには、すべてのインストー
ル・パラメーターに関する値が含まれています。

CHECK count, varname, type, minval,
maxval, currentval

CLIST は続行されます。

WORK FILE DATABASE NAME
CANNOT START WITH DSNDB
EXCEPT FOR DSNDB07

カウント、変数名、データ・タイプ、最小値、最大値、
および現行値が示されています。このメッセージが表示
されるのは、CONTROL キーワードによりトレースが要
求されている場合です。

0 (正常実行)

システムの処置:
DSNT472I

DSNT475I

説明: このメッセージは、次のことを表しています。
v 読み取られた値あるいはパネルから入力された値が検
査されている。
v 接尾部 K または M が用いられている値が、数値に
変換されている。

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

システムの処置: CLIST は続行されます。

説明: 作業ファイル・データベース名は、名前が
DSNDB07 でないかぎり、文字 DSNDB で始めることは
できません。

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST

このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPK

システムの処置: CLIST は続行されます。

システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。

DSNT476I

ユーザーの処置: DSNDB で始まらないように、名前を
変更してください。

説明: 示された出力パラメーター・メンバー 'outmem'
が書き込まれています。このデータには、すべてのイン
ストール・パラメーターに関する値が含まれています。
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BEGINNING PARAMETER OUTPUT
MEMBER outmem

DSNT477I
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

DSNT480I

0 (正常実行)

システムの処置:
DSNT477I

CLIST は続行されます。

説明: パネル DSNTIPR で指定されたロケーション名
が、無効です。ロケーション名は、1 〜 16 文字の英数
字の名前でなければならず、英字の拡張子 #、@、また
は $ は使用できません。また、文字で始まっていなけ
ればなりません。

OUTPUT count, varname, type,
minval, maxval, currentval

説明: パネルから入力された値が、出力パラメーター・
メンバーに書き込まれています。カウント、変数名、デ
ータ・タイプ、最小値、最大値、および現行値が示され
ています。このメッセージが表示されるのは、
CONTROL キーワードによりトレースが要求されている
場合です。

このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPR
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: 認められる基準に合わせて、ロケーシ
ョン名を変更してください。

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

0 (正常実行)

システムの処置:
DSNT478I

DSNT481I

CLIST は続行されます。

システムの処置: DSNTINST は処理を継続し、オーバ
ーフローを生じさせた計算の結果に 2147483647 を使用
します。このように、データ・セットのサイズが小さす
ぎる場合があります。

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST

ユーザーの処置: インストール・ジョブ DSNTIJIN の
データ・セット・サイズを調べてください。それが小さ
すぎる場合、それを増やしてください。

0 (正常実行)

システムの処置:

CLIST は続行されます。
DSNT482I

DSNT479I

DSNTINST data set DATA SET SIZE
MAY BE TOO SMALL

説明: このデータ・セットのサイズの計算中に、
DSNTINST CLIST は算術オーバーフローを検出しまし
た。

BEGINNING EDITED DATA SET
OUTPUT

説明: 出力ジョブおよび出力データを調整するための編
集が行われています。編集された JCL 出力が要求さ
れ、重大エラーは発生していません。

重大度:

NAME MUST BE 1-16 CHARS, BEGIN
WITH A-Z, AND NOT INCLUDE #, @,
OR $.

THE IRLM GROUP NAME AND DB2
GROUP NAME MUST BE DIFFERENT

説明: パネル DSNTIPK で入力された DB2 グループ
名と同じ IRLM グループ名が、パネル DSNTIPJ で入
力されました。 2 つの名前は異なっていなければなり
ません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPJ
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: パネル DSNTIPK で入力された DB2
グループ名またはパネル DSNTIPJ で入力された IRLM
グループ名を変更してください。

#
#
#
#
#
#
#
#

TOO MANY CONCURRENTLY
ALLOCATED DATA SETS, opnds

説明: 並行データベースの数、データベース当たりの表
の数、およびデータベース当たりの表スペースの数に算
出された数 (opnds) が、大きすぎます。許されるデー
タ・セットの最大数は 100,000 です。ただし、z/OS バ
ージョン 1 リリース 2 より前のリリースでは、16 MB
境界より下の仮想記憶が制限要因になることがあるので
注意してください。詳しくは、DSNT436I と DSNT437I
を参照してください。
並行して割り振られたデータ・セットの数は、次の式を
使って計算されます。
OPNDS = (NUMCONDB X NUMTABLE X NUMINDEX) +
(NUMCONDB X NUMTABSP)
ここで、
説明
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DSNT483I
NUMCONDB
並行活動データベースの最大数 (パネル
DSNTIPE の DATABASES)

SIZE、 RID POOL SIZE、 EDMPOOL STORAGE、
DATA SET STORAGE、 CODE STORAGE、または
WORKING STORAGE です。

NUMTABLE
データベース当たりの表の見積平均数 (パネル
DSNTIPD の TABLES)

バッファー・プール、ソート・プール、rid プール、
EDMPOOL、およびコードのためのストレージは、
16MB 境界よりも上にあります。データ・セット制御ブ
ロックのための主記憶域のほとんどは、16MB 境界より
も下にあり、領域サイズに含まれています。作業用スト
レージには、16MB 境界よりも上のストレージと下のス
トレージが含まれていますが、境界よりも上のストレー
ジは領域には含まれません。この計算の詳細について
は、DB2 インストレーション・ガイド の第 2 部を参照
してください。

NUMINDEX
表当たりの索引の見積平均数 (2 に設定される)
NUMTABSP
データベース当たりの表スペースの見積平均数
(パネル DSNTIPD の TABLE SPACES)
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

4 (警告)

システムの処置: CLIST は、OPNDS の計算された値
が許可範囲に入るように、NUMCONDB の値を減らしま
す。 CLIST は処理を続行します。
ユーザーの処置:
い。

次のいずれかの処置をとってくださ

v CLIST に計算された NUMCONDB の値を減らしたも
のを受け入れる。
v SIZES および STORAGE SIZES パネルで、
NUMCONDB、 NUMTABLE、または NUMTABSP
の値を小さくして入力し直します。 END キーを使っ
てそれらのパネルに戻るか、または CLIST を実行し
直すと、これを行うことができます。

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

0 (正常実行)

システムの処置:
DSNT486I

TOTAL MAIN STORAGE = totregion K

説明: これは、合計の領域サイズの見積値です。これに
は、16MB の境界よりも上のストレージが含まれていま
す。この計算に関する詳細については、DB2 インストレ
ーション・ガイド の第 2 部を参照してください。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

0 (正常実行)

システムの処置:
DSNT483I

NAME MUST BE 1-8 CHARS AND
MUST BEGIN WITH A-Z

説明: パネル DSNTIPK で指定された DB2 データ共
用グループ名またはパネル DSNTIPJ で指定された
IRLM データ共用グループ名が正しくありません。
DB2 または IRLM グループ名は、1 〜 8 文字でなけ
ればならず、英字で始める必要があります。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPJ、DSNTIPK
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: 許可基準を満たすように、グループ名
を変更してください。

DSNT487I

type SIZE = size K

説明: これは、DB2 データベース・アドレス・スペー
スの一部のための、主記憶域サイズの見積もりです。こ
れは、最も制約の多いアドレス・スペースです。 'type'
がとり得る値は、BUFFER POOL、 SORT POOL
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CLIST は続行されます。

TOTAL STORAGE BELOW 16MB =
region K (ASSUMING SWA IS ABOVE
THE LINE)

説明: このメッセージは、16MB 境界よりも下の仮想
記憶域を見積もって、仮想記憶域の制約を調べるための
ものです。この計算では、ユーザーが DB2 の SWA を
16MB 境界よりも上に移動させたものと仮定していま
す。この計算に関する詳細については、DB2 インストレ
ーション・ガイド の第 2 部を参照してください。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

0 (正常実行)

システムの処置:
DSNT485I

CLIST は続行されます。

CLIST は続行されます。

ユーザーの処置: 仮想記憶域の制約を調べてください。
ユーザーの MVS では、16MB 境界より下に、少なくと
もこの量の仮想記憶域が使用可能であるはずです。
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DSNT488I
DSNT488I

VOLUME voln WILL REQUIRE AT
LEAST nn 4K BLOCKS

説明: このメッセージは、DB2 の現行リリースのイン
ストールまたはマイグレーションを行うために、指定さ
れたボリュームに必要となるスペースの、4KB ブロッ
クの数を示しています。
ボリューム 'voln' は、インストール・パネル
DSNTIPA2 の VOLUME SERIAL フィールドで指定さ
れるか、またはインストール CLIST への VOLSDATn
入力パラメーターによって指定されます。 DB2 のこの
リリースのインストールまたはマイグレーションを行う
のに、選択したボリュームでどれ位のスペースが必要に
なるのかを、このメッセージは示しています。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
重大度:

0 (正常実行)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: ボリュームで、少なくともメッセージ
で指示された分のストレージが使用可能であるかどうか
を確認してください。使用可能でない場合は、異なるボ
リュームを指定して INSTALL CLIST を実行し直す
か、または最初に指定したボリュームに使用可能なスペ
ースをさらに多く作成してください。
必要な 4KB ブロックの数を、必要なシリンダーの数に
変換するには、下の表を用いてください。 (DSNT488I
メッセージの) 4KB ブロックの数を、 (表の) シリンダ
ー当たりの 4KB ブロックの数で割ると、必要なシリン
ダー数を得ることができます。
装置タイプ

3330
3340
3350
3375
3380

シリンダー当たりの トラック当たりの
4KB ブロック数
4KB ブロック数
57
24
120
96
150

3
2
4
8
10

これらのサイズの見積もりは、システム・データのため
だけのものです。これらには、ユーザー・データ、アー
カイブ・ログ、イメージ・コピー、または一時データベ
ース以外の作業データ・セットは含まれません。
DSNT489I

CLIST EDITING dsname(member),
explanation

説明: CLIST は、データ・セットおよびメンバー
dsname(member) を編集しています。 explanation は、編

集されたデータのタイプで、次の値のいずれかをとりま
す。
INSTALL JCL
インストール処理時に指示された通りに編集お
よび実行されるジョブ。
MIGRATE JCL
マイグレーション処理時にのみ指示された通り
に編集および実行されるジョブ。
FALL BACK JCL
前のリリースへの後退時にのみ指示通りに実行
されるジョブ。
RECOVERY JCL
リカバリー処理時にのみ指示通りに実行される
ジョブ。このジョブは、DB2 データ・セット
を削除します。
SAMPLE JCL
サンプル・アプリケーションを追加するため
に、インストール検査時に編集および実行され
るジョブ。
SAMPLE DATA
インストール検査ジョブが必要とする編集済み
データ。
CLIST

インストール処理時に用いられるユーザーの名
前を反映した、カスタマイズ済みの CLIST。

このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。
DSNTINST

DSNTINS1

DSNTINS2

重大度: 0 (正常実行)
システムの処置:
DSNT490I

CLIST は続行されます。

SAMPLE DATA UNLOAD PROGRAM

説明: これは、アプリケーション・プログラムが正常に
開始されたことを示すヘッダーです。
DSNT491I

TOO MANY TABLES ENTERED
(MAXIMUM OF 100 TABLES)

説明: アンロードのために入力された表の数が、表の最
大数である 100 を超えました。入力された表の最初の
100 個は、処理されます。
システムの処置: アプリケーション・プログラムは終了
します。
ユーザーの処置: 1 回の実行で扱う表の数が 100 を超
えないように、この実行を何回かに分割して行ってくだ
さい。
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DSNT492I
問題判別: アプリケーション・プログラム入力を調べて
ください。表の数が 100 を超えないようにしてくださ
い。
DSNT492I

SQL WARNING DURING SQL
STATEMENT func, TABLE tttttttt

説明: SQL ステートメントが、正しく実行されない可
能性があります。機能 'func' には、エラーが起こってい
る SQL ステートメントのタイプを示す PREPARE、
OPEN、 FETCH、または CLOSE が入ります。表
'tttttttt' は、アンロードされている表または視点の名前で
す。
システムの処置:
あります。

要求は、正しく実行されない可能性が

が用意され、出力に使用できるようにしてください。
問題判別: 同数の DD ステートメントと表名が用意さ
れているかどうかを確認してください。
DSNT495I

SUCCESSFUL UNLOAD n ROWS OF
TABLE tttttttt

説明: このメッセージは、表または視点 'tttttttt' の 'n'
行がアンロードされたことを表します。 'n' 行は、アン
ロード処理中にカウントされた行数です。
システムの処置:
DSNT496I

要求は正常に実行されました。

UNRECOGNIZED DATA TYPE CODE
OF nnnnn

ユーザーの処置: 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコー
ド』を参照してください。

説明: PREPARE によって、無効なデータ・タイプ・コ
ードである 10 進数 'nnnnn' が戻されました。

問題判別: アプリケーション・プログラム内のどの
SQL ステートメントが警告の原因になっているのかを
判別し、そのステートメントを作り直すことができるか
どうかを調べてください。この警告に関して述べられて
いる診断方法に従ってください。

システムの処置:

次の表が処理されます。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

DSNT493I

SQL ERROR DURING SQL
STATEMENT func, TABLE tttttttt

説明: SQL ステートメントが、正しく実行されない可
能性があります。機能 'func' には、エラーが起こってい
る SQL ステートメントのタイプを示す PREPARE、
OPEN、 FETCH、または CLOSE が入ります。表 tttttttt
は、アンロードされている表または視点の名前です。
システムの処置:

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」を参照し
てください。
問題判別: アンロード・プログラムに誤りがあるか、あ
るいは、新しいデータ・タイプが追加されています。認
識されるデータ・タイプは、フルワードの整数、ハーフ
ワードの整数、固定長の文字、可変長の文字、パック
10 進数、浮動小数点数、固定長の漢字、可変長の漢
字、および長ストリングの可変長漢字です。
DSNT497I

この要求は、正しく実行されません。

RETURN CODE FROM MESSAGE
ROUTINE DSNTIAR

ユーザーの処置: 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコー
ド』を参照してください。

説明: メッセージ・フォーマット設定ルーチンが、エラ
ーを検出しました。

問題判別: アプリケーション・プログラム内のどの
SQL ステートメントがエラーの原因になっているのか
を判別し、そのステートメントを作り直すことができる
かどうかを調べてください。この SQL 戻りコードに関
して述べられている診断方法に従ってください。

システムの処置:
します。

アプリケーション・プログラムは終了

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

DSNT494I

ERROR DURING OPEN OF DDNAME
SYSRECnn

説明: 表示された DD 名 ('nn' は 00 〜 99) を、正常
にオープンすることができません。その原因としては、
そのデータ・セットに対する DD ステートメントが、
JCL に存在していなかったことが考えられます。
システムの処置:
します。

アプリケーション・プログラムは終了

ユーザーの処置:

JCL を調べて、DD ステートメント
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システム・プログラマーの応答: 「問題判別」を参照し
てください。
問題判別: アンロード・プログラムにエラーがありま
す。 DSNTIAR からの戻りコードが、ジョブの MVS
出力の中に含まれています。この問題を報告する際に
は、戻りコード、アプリケーション・プログラムのリス
ト、および JCL を提供してください。
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DSNT498I
DSNT498I

ERROR, NO VALID COLUMNS FOUND

説明: PREPARE から、データが戻されましたが、この
データからは有効な出力レコードが作成されません。こ
のデータが有効であると認識されなかったため、列はア
ンロードされませんでした。
システムの処置:

次の表が処理されます。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答:
てください。

「問題判別」を参照し

問題判別: アンロード・プログラムにエラーがありま
す。この問題を報告する際には、プログラムのリストお
よびその JCL を提供してください。
DSNT499I

オペレーターの応答: 理由コード、タイプ・コード、お
よび名前をメモしておいてください。収集データの説明
については、「問題の判別」の項を参照してください。
問題判別: リソースが使用できない理由は、理由コード
によって示されています。このメッセージで表示される
理由コードは、 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』
に記述されています。このメッセージで示されているリ
ソースのタイプは、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』 の表 3を使って見つけることができます。
タイプが X'D00' または X'D01' の場合は、次の SQL
ステートメントを用いることにより、表の名前を判別す
ることができます。
SELECT CREATOR, NAME
FROM SYSIBM.SYSTABLES
WHERE DBID = dbid AND OBID = obid;

ERROR IN INPUT PARAMETER LIST

説明: DSNTIAUL または DSNTEP2 を呼び出すときに
指定されたパラメーター・リストに、 1 つまたは複数
の無効な値が含まれています。
システムの処置:
します。

アプリケーション・プログラムは終了

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DSNTIAUL または
DSNTEP2 の呼び出し時に入力されたパラメーター値を
調べてください。 DSNTIAUL の場合、正しいパラメー
ター値は 'SQL' です。このパラメーターは、DSNTIAUL
入力がセミコロンで終了する完全な SQL ステートメン
ト内に含まれていることを示しています。 DSNTEP2 の
場合、正しいパラメーター値は、'ALIGN(LHS)'、
'ALIGN(MID)'、'MIXED'、または 'NOMIXED' のどれか
です。 最初の 2 つのパラメーター値は、DSNTEP2 で
使用可能な 2 つの出力位置合わせオプションを示して
います。'ALIGN(LHS)' は出力を左マージンにそろえ、
'ALIGN(MID)' は出力を中央そろえにします。残りの 2
つのパラメーター値は、DSNTEP2 が混合文字データを
認識するかどうかを指定します。 'MIXED' は認識する
ことを、'NOMIXED' は認識しないことを意味します。
DSNT500I

タイプ、形式、および内容を識別しています。

csect-name RESOURCE UNAVAILABLE
REASON reason TYPE type NAME name

説明: 要求された機能は、現在利用できないリソースを
必要としています。このメッセージは、他のメッセージ
と一緒に使用されて、システム処置およびご使用のシス
テムまたはオペレーターがとる処置を示します。
'type' および 'name' は、現在利用できないリソースを示
しています。タイプ・コードは、指定されたリソースの

ただし、障害のある表が除去されていない場合には、上
記の SELECT は失敗するか、あるいは、正しくない名
前を戻すことがあります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る診断項目 1 を集めてください。
DSNT501I

csect-name RESOURCE UNAVAILABLE

:
CORRELATION-ID
CONNECTION-ID
LUW-ID
REASON
TYPE
NAME

=
=
=
=
=
=

id1
id2
id3
reason
type
name

説明: 要求された機能は、現在利用できないリソースを
必要としています。このメッセージは、他のメッセージ
と一緒に用いられ、システム処置ならびにご使用のシス
テムまたはオペレーターがとる処置を示します。
DB2 は、利用不能なリソースからリカバリーできる場
合があり、正常に完了できる可能性があります。たとえ
ば、実行時に必要なバインド時間中にパフォーマンスの
向上をセットアップしている場合などです。 DB2 が正
常にリカバリーした場合は、処置は不要です。
type=905、reason=00C90092、および name=IRLM の場
合、メッセージ DSNT501I は通常 1 度出されます。そ
の後、IRLM ストレージ不足条件が解消されるまで、こ
のメッセージは DB2 サブシステム・レベルでは出ませ
ん。
id1

リソースのリクエスターに関連するスレッドの
相関 ID。
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DSNT502I • DSNT506I
id2

リクエスターの接続 ID。

id3

リソースのリクエスターに関連するスレッドの
作業論理単位 ID (LUW-ID)。アスタリスク (*)
は、このスレッドが LUW-ID を持っていない
ことを示します。 LUW-ID がアスタリスクで
ない場合、値は、このスレッドに割り当てられ
た作業論理単位 ID です。後ろに、等号 (=) と
トークン値が続きます。これは、DB2 コマン
ド内で作業論理単位 ID の代わりに使用するこ
とができ、使用すると、作業論理単位 ID の入
力として受け入れられます。

type

name

DSNT503I

UNLOAD DATA SET ddname RECORD
LENGTH SET TO nnnnn.

説明: DD 名が SYSRECnn である場合、データ・セッ
ト用の JCL に指定されたレコード長が、アンロードさ
れたデータの 1 行全部が収まるだけの十分な長さでな
かったか、あるいはレコード長が JCL に指定されてい
ません。
DD 名が SYSPUNCH である場合、JCL に指定されたレ
コード長が、 80 〜 255 の範囲にないか、あるいはレ
コード長が JCL に指定されていません。

現在使用できないリソースのタイプ。 'type'
は、リソース 'name' のタイプのほかに、その
形式および内容も指定します。このメッセージ
で示されているリソースのタイプは、 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』 の表 3を使って見
つけることができます。

システムの処置: DB2 は、アンロード・データ・セッ
トのレコード長を、メッセージ・テキストで示された値
にセットします。

現在使用できないリソースの名前。

説明: SYSRECnn または SYSPUNCH データ・セット
のブロック・サイズが、次のいずれかの状態になってい
ます。

reason リソースが使用できない理由を示す理由コー
ド。
オペレーターの応答: 'reason' コード、'type' コード、
および 'name' をメモしておいてください。
問題判別: type X’401’ は、低いリリース・レベルの
SYSADM あるいは SYSCTRL のカスケード取り消し
が、より高いリリース・レベルでのみ使用可能なオブジ
ェクトに関する特権を取り消し、あるいは与えようとし
たことを示します。カスケード取り消しは、下位レベル
のリリースが認識していないオブジェクトに影響するた
め、SYSADM あるいは SYSCTRL は高いレベルのリリ
ースからのみ、取り消しが可能です。

DSNT504I

UNLOAD DATA SET ddname
BLOCKSIZE SET TO nnnnn.

v JCL に指定されていない。
v JCL でゼロにセットされている。
v 必要なレコード長より小さい。
v 必要なレコード長の偶数の倍数になっていない。
システムの処置: DB2 は、アンロード・データ・セッ
トのブロック・サイズを、メッセージ・テキストで示さ
れた値にセットします。
DSNT505I

DSNTIAUL OPTIONS USED: ’nnn’.

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1。

説明: DSNTIAUL を呼び出すときに、メッセージに示
されたオプションが指定されました。有効なオプション
は、’SQL’ だけです。

DSNT502I

重大度:

ERROR IN DSNTIAUL SQL INPUT:
statement

説明: DSNTIAUL 入力 SQL ステートメントを作成す
ることができません。
システムの処置:
します。

アプリケーション・プログラムは終了

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DSNTIAUL 入力ステ
ートメントが、セミコロンで終了する完全な SQL ステ
ートメントであるかどうかを調べてください。
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0 (通知)

DSNT506I

INPUT STATEMENT WAS NOT
SELECT * FROM A SINGLE
TABLE.LOAD STATEMENT WILL
NEED MODIFICATION.

説明: 表のアンロードを要求するために使用された
SELECT ステートメントに、次のうちの 1 つが含まれ
ています。
v ″SELECT * FROM″ 以外の SELECT 文節。
v 正確に 1 つの表名だけを含むものでない FROM 文
節。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNT507I
このため、ロードされる表が、データがアンロードした
元の表とは同じでなくなります。 DSNTIAUL は、ロー
ドする表の表名およびすべての列名を判別することがで
きません。
重大度:

DSNTIPY に入力したジョブ・カードを訂正することも
できます。
DSNT509I

4 (警告)

システムの処置: DSNTIAUL は、表名としてストリン
グ ’TBLNAME’ を含む LOAD ステートメントを生成し
ます。一部の列名がブランクとなる場合があります。
ユーザーの処置: LOAD ステートメントの表名を、示
された列記述を含む表の名前に変更してください。
DSNT507I

csect-name RECORD LENGTH NEEDED
IS GREATER THAN MAXIMUM
ALLOWED FOR TABLE table-name

説明: 表 'table-name' をアンロードするには、 DB2
は、システム最大長 32760 バイトよりも大きいレコー
ド長を持つ出力データ・セットが必要です。アンロード
する表が、32KB のページ表スペースにあり、長い列
と、いくつかの日付、時刻、またはタイム・スタンプ列
との組み合わせが含まれている場合、このメッセージが
発生します。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
します。
DSNT508I

アプリケーション・プログラムは終了

WARNING - NONSTANDARD JOB
CARD (cardstat), NO JOB CARDS
WILL BE ADDED TO THE EDITED
JOBS

説明: パネル DSNTIPY のフィールド 3 に入力したジ
ョブ・カードに、次の 1 つまたは複数のエラーがあり
ます。
v 7 文字未満である ('cardstat' = TOO SHORT)
v 最初の 2 文字が "//" ではない ('cardstat' = MISSING
//)
v 語 ″JOB″ が欠落している ('cardstat' = MISSING
"JOB"TOKEN)
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
システムの処置: このメッセージは、すべてのパネルが
表示されると画面に出力されます。その後、ジョブを編
集します。 JCL は、編集されたジョブには追加されま
せん。

WARNING - MIGRATION INPUT
MEMBER LEVEL IS rel_ind. LEVEL
prev_rel IS REQUIRED.RETURN TO
PANEL DSNTIPA1 TO CHANGE
MIGRATION INPUT MEMBER

説明: パネル DSNTIPA1 で入力したマイグレーション
入力メンバーに、誤ったリリース標識 ’rel_ind’ が含ま
れています。ここには、以前のリリースの標識
(’prev_rel’) が含まれていなければなりません。入力メン
バーにリリース標識が含まれていない場合は、’rel_ind’
は <null> です。これは、おそらく下位レベルのメンバ
ーを使用していることを示しています。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
システムの処置: このメッセージは、パネル
DSNTIPA1 が表示された後に画面に表示されます。
ユーザーの処置: ENTER を押して次のパネルに移って
から、PF3 を押してパネル DSNTIPA1 に戻り、正しい
リリース標識を持つ入力メンバーを入力してください。
DSNT510I

WARNING - INPUT MEMBER inmem
LEVEL IS rel_ind. LEVEL curr_rel IS
REQUIRED.RETURN TO PANEL
DSNTIPA1 TO CHANGE INPUT
MEMBER

説明: パネル DSNTIPA1 のフィールド 6 で入力した
入力メンバー ’inmem’ に、誤ったリリース標識
’rel_ind’ が含まれています。ここには、現在のリリース
の標識 (’curr_rel’) が含まれていなければなりません。
入力メンバーにリリース標識が含まれていない場合は、
’rel_ind’ は <null> です。これは、おそらく下位レベル
のメンバーを使用していることを示しています。
このメッセージは、次のインストール CLIST によって
出されます。 DSNTINST
システムの処置: このメッセージは、パネル
DSNTIPA1 が表示された後に画面に表示されます。
ユーザーの処置: ENTER を押して次のパネルに移って
から、PF3 を押してパネル DSNTIPA1 に戻り、正しい
リリース標識を持つ入力メンバーを入力してください。

ユーザーの処置: ジョブの編集を続行し、編集されたジ
ョブに手作業で JCL を追加することができます。ある
いは、インストール処理を繰り返して、パネル
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DSNT511I
DSNT511I

FIELDS 2 AND 5 MUST BE UNIQUE
FOR EACH NEW MEMBER
INSTALLED

説明: この警告メッセージは、DB2 データ共用グルー
プ内にインストールされた各新規メンバーごとに IRLM
SUBSYSTEM および IRLM PROC 名が固有でなければ
ならないことを示すために出されます。インストール処
理は、グループ内のこれらの名前が固有なものであるか
どうかを調べません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPI
ユーザーの処置: DB2 データ共用グループの各メンバ
ーごとに、これらのフィールドに固有な名前を入力して
ください。
DSNT512I

DSNT512I WARNING: ENTER UNIQUE
NAMES FOR LUNAME AND
LOCATION NAME

説明: この警告メッセージは、DB2 LOCATION NAME
フィールドおよび DB2 NETWORK LUNAME フィール
ドに値を入力しなければならないことを確認するために
出されます。
LUNAME は、ネットワーク内の特定の DB2 サブシス
テムを一意に示し、会計レコードの相関関係を示す特定
のトレース・レコードを示すために使用されます。
NETWORK LUNAME は、ネットワーク内で固有でなけ
ればなりません。インストール処理は、データ共用グル
ープ内のこの名前が固有なものであるかどうかを調べま
せん。
LOCATION NAME はネットワーク内で固有でなければ
なりませんが、 DB2 データ共用グループ内の全メンバ
ーに対して同じでなければなりません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPR
ユーザーの処置:
入力します。

これらのフィールドに、固有の名前を

このメッセージは次のパネルによって出されます。
DSNTIPX および DSNTIP5
ユーザーの処置: DB2 データ共用グループのメンバー
ごとに、これらのフィールドに固有な値を入力してくだ
さい。
DSNT514I

説明: この警告メッセージは、DB2 データ共用グルー
プ内にインストールされた各新規メンバーごとに
MEMBER NAME および WORK FILE DB NAME が固
有でなければならないことを銘記するために出されま
す。インストール処理は、グループ内のこれらの名前が
固有なものであるかどうかを調べません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPK
ユーザーの処置: DB2 データ共用グループの各メンバ
ーごとに、これらのフィールドに固有な名前を入力して
ください。
DSNT515I

このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPJ、DSNTIPO
ユーザーの処置: DB2 データ共用グループのメンバー
ごとに、これらのフィールドに固有な値を入力してくだ
さい。

FIELD 2 MUST BE UNIQUE FOR
EACH NEW MEMBER INSTALLED

説明: この警告メッセージは、パネル DSNTIPX 上の
DB2 PROC NAME フィールドまたはパネル DSNTIP5
上の RESYNC PORT フィールドが、DB2 データ共用
グループ内にインストールされている新しいメンバーの
それぞれに対して固有でなければならないことを確認す
るために出されます。インストール処理では、これらの
値がグループ内で固有であるかどうかは検査されませ
ん。

516

FIELD 7 MUST BE UNIQUE FOR
EACH NEW MEMBER INSTALLED

説明: この警告メッセージは、 DB2 データ共用グルー
プ内にインストールされた各新規メンバーごとに、パネ
ル DSNTIPJ の MEMBER IDENTIFIER フィールドまた
はパネル DSNTIPO の DSNZPARM NAME フィールド
が固有でなければならないことを示します。インストー
ル処理は、グループ内のこれらの値が固有なものである
かどうかを調べません。

DSNT516I
DSNT513I

FIELDS 2 AND 3 MUST BE UNIQUE
FOR EACH NEW MEMBER
INSTALLED

FIELDS 1, 2, AND 4 MUST BE
UNIQUE FOR EACH NEW MEMBER
INSTALLED

説明: この警告メッセージは、 DB2 データ共用グルー
プ内にインストールされた新規メンバーごとに、
SUBSYSTEM NAME、COMMAND PREFIX、および
SUBSYSTEM SEQUENCE フィールドが固有でなければ
ならないことを示します。インストール処理は、グルー
プ内のこれらの値が固有なものであるかどうかを調べま
せん。
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DSNT517I
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIPM

システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。

ユーザーの処置: DB2 データ共用グループのメンバー
ごとに、これらのフィールドに固有な値を入力してくだ
さい。

ユーザーの処置: ヌルのフィールドに値を入力するか、
DRDA PORT および RESYNC PORT を両方ともブラ
ンクにしてください。

| DSNT517I
|
|
|
|
|
|
|
|
|

CHARACTERS 2-18 MUST BE A-Z,
0-9, #, @, $, OR UNDERSCORE

DSNT522I

説明: 以下の基準を満たさない WLM 環境名は、使用
できません。WLM 環境名には、最高 18 文字を使用す
ることができます。WLM 環境名の先頭文字は、英字
(A-Z) か、または標準の英字拡張文字 (米国では、標準
英字拡張文字は '#'、'@'、'$') でなければなりません。2
番目から 18 番目の文字については、英字 (A-Z) か、英
字拡張文字 ('#'、'@'、'$')、数字 (0-9)、または下線文字
('_') を使用することができます。

説明: TCP/IP アクセスを行う必要があるが、必要な
TCP/IP インターフェースがこのシステムで使用できな
いことが DB2 BSDS によって示されました。必要な
TCP/IP インターフェースは、OS/390 リリース 3 に付
属しています。
システムの処置: DDF の始動が異常終了します。
システム・プログラマーの応答:
とってください。

| このメッセージは、次のパネルによって出されます。
| DSNTIPX

v ログ・インベントリー変更ユーティリティー
(DSNJU003) を使用し、 DDF ステートメントで
PORT=0 および RESPORT=0 を指定することによっ
て、 DB2 の TCP/IP を非活動化する。

| ユーザーの処置: 前述の基準を満たすように、WLM 環
| 境名を変更してください。
THE VALUES FOR DRDA PORT AND
RESYNC PORT CANNOT BE THE
SAME

説明: DRDA PORT および RESYNC PORT に同じ値
を入力しました。これらのフィールドには、異なる値を
指定しなければなりません。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIP5
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: DRDA PORT 値または RESYNC
PORT 値のいずれかを変更して、異なる値にしてくださ
い。
DSNT519I

IF YOU SPECIFY EITHER DRDA OR
RESYNC PORT, BOTH MUST BE
SPECIFIED

説明: DRDA PORT または RESYNC PORT の一方に
は値を入力していますが、他方には入力していません。
DRDA PORT または RESYNC PORT のいずれかを指
定する場合でも、両方の値を指定しなければなりませ
ん。

次のいずれかの処置を

v OS/390 リリース 3 以降をインストールして、必要な
TCP/IP インターフェースを使用可能にする。

| システムの処置: パネルは再表示され、カーソルはエラ
| ーのあるフィールドに置かれます。

DSNT518I

csect-name REQUIRED TCP/IP
SUPPORT NOT AVAILABLE

| DSNT524I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

SQL PROCEDURE DATA MIGRATION
HAS COMPLETED
SUCCESSFULLY.rowcount ROWS
WERE COPIED FROM TABLE
SYSIBM.SYSPSM TO TABLE
SYSIBM.SYSROUTINES_SRC. rowcount
ROWS WERE COPIED FROM TABLE
SYSIBM.SYSPSMOPTS TO TABLE TO
SYSIBM.SYSROUTINES_OPTS

説明: DB2 プログラム DSNTIGR が SQL プロシージ
ャー・データの一回限りのマイグレーションを完了した
ときに、このメッセージを出しました。DSNTIGR は、
ユーザーが保守する表 SYSIBM.SYSPSM と
SYSIBM.SYSPSMOPTS から、DB2 カタログ表
SYSIBM.SYSROUTINES_SRC と
SYSIBM.SYSROUTINES_OPTS に SQL プロシージャ
ー・データをマイグレーションしました。

| システムの処置: SQL プロシージャー・データの DB2
| カタログへのマイグレーションが完了しました。すべて
| の変更がコミットされました。
| ユーザーの処置: 不要。

このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSNTIP5
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DSNT525I
| DSNT525I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

SQL PROCEDURE DATA MIGRATION
CANCELLED, ERROR CODE error-code

説明: DB2 プログラム DSNTIGR が SQL プロシージ
ャー・データの一回限りのマイグレーション中、エラー
を検出したときにこのメッセージを出しました。
DSNTIGR は、ユーザーが保守する表 SYSIBM.SYSPSM
と SYSIBM.SYSPSMOPTS から、DB2 カタログ表
SYSIBM.SYSROUTINES_SRC と
SYSIBM.SYSROUTINES_OPTS に SQL プロシージャ
ー・データをマイグレーションしようとしました。
error-code は、以下の問題の特定原因を示します。

|
|
|

が発生しました。メッセージ DSNT408I に、
この SQL エラーについての詳しい情報があり
ます。

|
|
|
|

21

カタログ表 SYSIBM.SYSROUTINES_SRC に
は、すでにデータが入っています。マイグレー
ションの保全性を保証できないため、DSNTIGR
が取り消されました。

|
|
|
|

23

カタログ表 SYSIBM.SYSROUTINES_OPTS に
は、すでにデータが入っています。マイグレー
ションの保全性を保証できないため、DSNTIGR
が取り消されました。

|
|
|
|
|

30

DSNTIGR が表 SYSIBM.SYSPSM から表
SYSIBM.SYSROUTINES_SRC にデータをコピ
ーしたときに、SQL エラーが発生しました。
メッセージ DSNT408I に、この SQL エラーに
ついての詳しい情報があります。

|
|
|
|
|

40

DSNTIGR が表 SYSIBM.SYSPSMOPTS から表
SYSIBM.SYSROUTINES_OPTS にデータをコピ
ーしたときに、SQL エラーが発生しました。
メッセージ DSNT408I に、この SQL エラーに
ついての詳しい情報があります。

|
|
|
|

50

DSNTIGR が表 SYSIBM.SYSPSM の行カウン
トを要求したときに、SQL エラーが発生しま
した。メッセージ DSNT408I に、この SQL エ
ラーについての詳しい情報があります。

52

DSNTIGR が表 SYSIBM.SYSPSMOPTS の行カ
ウントを要求したときに、SQL エラーが発生
しました。メッセージ DSNT408I に、この
SQL エラーについての詳しい情報がありま
す。

| 01
|
|
|

ユーザー保守の SQL プロシージャー・ソース
表 SYSIBM.SYSPSM が存在しないため、SQL
プロシージャー・データを DB2 カタログにマ
イグレーションできません。

| 02
|
|
|
|

DSNTIGR が SYSIBM.SYSTABLES で表
SYSIBM.SYSPSM を検索したときに、SQL エ
ラーが発生しました。メッセージ DSNT408I
に、この SQL エラーについての詳しい情報が
あります。

|
|
|
|
|
|

03

SYSIBM.SYSPSM という名前のオブジェクトは
存在しますが、それは表ではありません。この
状態は、DSNTIGR が以前に実行されており、
SYSIBM.SYSPSM が現在
SYSIBM.SYSROUTINES_SRC の視点である場
合に発生します。

|
|
|
|

07

ユーザー保守の SQL プロシージャー・オプシ
ョン表 SYSIBM.SYSPSMOPTS が存在しないた
め、SQL プロシージャー・データを DB2 カタ
ログにマイグレーションできません。

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

08

DSNTIGR が SYSIBM.SYSTABLES で表
SYSIBM.SYSPSMOPTS を検索したときに、
SQL エラーが発生しました。メッセージ
DSNT408I に、この SQL エラーについての詳
しい情報があります。

|
|
|
|
|

54

DSNTIGR が表 SYSIBM.SYSROUTINES_SRC
の行カウントを要求したときに、SQL エラー
が発生しました。メッセージ DSNT408I に、
この SQL エラーについての詳しい情報があり
ます。

|
|
|
|
|
|

09

SYSIBM.SYSPSMOPTS という名前のオブジェ
クトは存在しますが、それは表ではありませ
ん。この状態は、DSNTIGR が以前に実行され
ており、SYSIBM.SYSPSMOPTS が現在
SYSIBM.SYSROUTINES_OPTS の視点である場
合に発生します。

|
|
|
|
|

56

DSNTIGR が表 SYSIBM.SYSROUTINES_OPTS
の行カウントを要求したときに、SQL エラー
が発生しました。メッセージ DSNT408I に、
この SQL エラーについての詳しい情報があり
ます。

57

|
|
|
|
|

10

|
|
|
|
|

すべての行が SYSIBM.SYSPSM から
SYSIBM.SYSROUTINES_SRC にコピーされた
後、表の行カウントが一致しませんでした。こ
れは、データ保全性エラーが発生したことを示
しています。

59

|
|

12

|
|

すべての行が SYSIBM.SYSPSMOPTS から
SYSIBM.SYSROUTINES_OPTS にコピーされた

518

DSNTIGR が表 SYSIBM.SYSPSM に対して排
他ロックを要求したときに、SQL エラーが発
生しました。メッセージ DSNT408I に、この
SQL エラーについての詳しい情報がありま
す。
DSNTIGR が表 SYSIBM.SYSPSMOPTS に対し
て排他ロックを要求したときに、SQL エラー
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DSNT526I
|
|
|

後、表の行カウントが一致しませんでした。こ
れは、データ保全性エラーが発生したことを示
しています。

| 60
|
|
|
|
|
|

DSNTIGR が、ユーザー保守の SQL プロシー
ジャー表、SYSIBM.SYSPSM と
SYSIBM.SYSPSMOPTS の入ったデータベース
を除去しようとしたときに、SQL エラーが発
生しました。メッセージ DSNT408I に、この
SQL エラーについての詳しい情報がありま
す。

| 70
|
|
|
|

DSNTIGR が表 SYSIBM.SYSROUTINES_SRC
上に視点 SYSIBM.SYSPSM を作成しようとし
たときに、 SQL エラーが発生しました。メッ
セージ DSNT408I に、この SQL エラーについ
ての詳しい情報があります。

| 72
|
|
|
|

DSNTIGR が表 SYSIBM.SYSROUTINES_OPTS
上に視点 SYSIBM.SYSPSMOPTS を作成しよう
としたときに、 SQL エラーが発生しました。
メッセージ DSNT408I に、この SQL エラーに
ついての詳しい情報があります。

|
|
|

80

COMMIT 操作中に、SQL エラーが発生しまし
た。メッセージ DSNT408I に、この SQL エラ
ーについての詳しい情報があります。

|
|
|

82

ROLLBACK 操作中に、SQL エラーが発生しま
した。メッセージ DSNT408I に、この SQL エ
ラーについての詳しい情報があります。

|
|
|

システムの処置: DB2 は、DB2 カタログへの SQL プ
ロシージャー・データのマイグレーションを中断し、す
べての変更はロールバックされます。

|
|
|
|

ユーザーの処置: SQL エラーが発生した場合には、メ
ッセージ DSNT408I を参照して特定のエラーを判別し
てください。SQL エラーの詳細については、 9 ページ
の『第 2 部 SQL 戻りコード』 を参照してください。

|
|
|

表 SYSIBM.SYSPSM または SYSIBM.SYSPSMOPTS が
削除されている場合は、データベース DSNDPSM をリ
カバリーして、削除された表を復元してください。

|
|
|
|
|

DSNTIGR は、一度しか正常に実行できません。データ
共用マイグレーションでは、マイグレーションするグル
ープの最初のメンバーに対してのみ DSNTIGR を実行し
てください。再マイグレーションの後には、DSNTIGR
を実行しないでください。

|
|
|
|
|
|
|

DSNTIGR を実行する前に、カタログ表
SYSIBM.SYSROUTINES_SRC と
SYSIBM.SYSROUTINES_OPTS は、空になっていなけれ
ばなりません。これらのカタログ表にすでに行を追加し
ている場合は、行を追加した SQL プロシージャーを除
去してください。ジョブ DSNTIGR を実行して
SYSIBM.SYSPSM と SYSIBM.SYSPSMOPTS をマイグ

|
|

レーションした後で、除去された SQL プロシージャー
を作成し直してください。

|
|

エラー・コードがデータ保全性の問題を示している場合
は、システム・プログラマーに連絡してください。

# DSNT526I
#
#
#
#
#
#
#
#

WARNING: DSNHDECP SPECIFIES AN
UNDEFINED (0) VALUE FOR
ccsid-parm NOTIFY THE SYSTEM
PROGRAMMER.

説明: DB2 プリコンパイラーによって使用される
DSNHDECP モジュールが、ccsid-parm に示された
CCSID パラメーターに対して未定義の (0) 値を指定し
ています。未定義の CCSID の使用は、近い将来 DB2
によって禁止されます。

# システムの処置: 処理は続行されます。
# ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
# ださい。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DSNHDECP は、サポ
ートされる 3 つのコード化スキーム
(ASCII、EBCDIC、および UNICODE) のそれぞれに対
して、有効な非ゼロのデフォルト CCSID (コード化文字
セット ID) を指定する必要があります。未定義の
CCSID を指定して文字データを保管すると、データの
消失や破壊など、予期しない結果を生じる可能性があり
ます。DB2 システム上で使用されないコード化スキー
ムに対しても、デフォルト CCSID を定義する必要があ
ります。

#
#
#
#
#

ccsid-parm が ASCCSID の場合、単一バイト ASCII コ
ード化文字データのデフォルト CCSID は未定義です (0
に設定される)。ccsid-parm が SCCSID の場合、単一バ
イト EBCDIC コード化文字データのデフォルト CCSID
は未定義です (0 に設定される)。

#
#
#
#

EBCDIC に対して未定義の CCSID を使用することは禁
止されます。 ASCII に対して未定義の CCSID を使用
することは、DB2 の将来のリリースでは禁止されま
す。

#
#
#
#
#
#

今の時点で処置を行い、それぞれの未定義 CCSID ごと
に適切な CCSID を選択して、DB2 サブシステムまたは
データ共用システム上に更新された DSNHDECP を配置
するように計画とスケジュールを立ててください。詳し
い指示については、APAR PQ56697 に関する PTF に付
属の資料を参照してください。

#
#
#
#

IBM からの指示を受けずに、CCSID を選択または変更
しないでください。間違った CCSID を使用すると、デ
ータが破壊され、リカバリー不能になる可能性がありま
す。
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DSNT527I
# DSNT527I
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

WARNING: DB2 IS BEING STARTED
WITH THE DB2-SUPPLIED DSNHDECP
MODULE. THIS MODULE WILL BE
ELIMINATED BY A FUTURE VERSION
OF DB2. NOTIFY THE SYSTEM
PROGRAMMER.

説明: DB2 によって提供されている DSNHDECP モジ
ュールが、DB2 の開始、または DB2 プリコンパイラー
の実行に使用されています。このモジュールは、単一バ
イトの EBCDIC および ASCII CCSID のデフォルト
CCSID (コード化文字セット ID) を指定しており、DB2
の将来のバージョンでは廃止されます。これは、CCSID
はインストール・システムに完全に依存しており、デフ
ォルトでは提供できないからです。

# システムの処置: 処理は続行されます。
# ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
# ださい。
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: お使いの DB2 システ
ムは、DB2 の将来のバージョンでは廃止される DB2 提
供のモジュールを使用して動作しています。EBCDIC エ
ンコードのデータは CCSID 500 を使用して保管され、
ASCII エンコードのデータは未定義の CCSID (0) を使
用して保管されています。

#
#
#
#
#
#
#
#
#

今の時点で処置を行い、お使いの EBCDIC データに該
当する CCSID が 500 であることを確認し、ASCII デ
ータに対しては定義済みの CCSID を選択する必要があ
ります (ASCII コード化データがシステム上になくて
も)。また、DB2 サブシステムまたはデータ共用システ
ム上にサイト固有の DSNHDECP モジュールを配置する
ように計画とスケジュールを立ててください。詳しい指
示については、APAR PQ56697 に関する PTF に付属の
資料を参照してください。

#
#
#
#

IBM からの指示を受けずに、CCSID を選択または変更
しないでください。間違った CCSID を使用すると、デ
ータが破壊され、リカバリー不能になる可能性がありま
す。

# DSNT528I
#
#
#
#
#
#

USE PROTECTION MUST BE YES
WHEN CACHE DYNAMIC SQL IS YES

説明: パネル DSNTIPP 上で USE PROTECTION に対
して NO を入力し、パネル DSNTIP4 上で CACHE
DYNAMIC SQL に対して YES を入力しました。
CACHE DYNAMIC SQL が YES の場合、USE
PROTECTION には YES を入力する必要があります。

# システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
# ールドにカーソルが位置づけられます。
# ユーザーの処置: パネル DSNTIPP にこのメッセージ
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#
#
#
#
#
#
#

が表示された場合は、USE PROTECTION に対して値
YES を入力するか、パネル DSNTIP4 に戻って CACHE
DYNAMIC SQL に対して NO を入力します。パネル
DSNTIP4 にこのメッセージが表示された場合は、
CACHE DYNAMIC SQL に対して値 NO を入力する
か、パネル DSNTIPP に進んで USE PROTECTION に
対して YES を入力します。
DSNT530I

program-name COULD NOT RUN
BECAUSE IT WAS NOT INVOKED
FROM AN APF-AUTHORIZED
LIBRARY

説明: 次のいずれかの理由で program-name を実行でき
ませんでした。
v program-name が APF 許可ライブラリーから呼び出
されなかった。
v program-name を呼び出すジョブの STEPLIB または
JOBLIB 連結で指定された 1 つまたは複数のライブ
ラリーに APF 許可がない。
システムの処置: プログラムは終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: program-name が、オ
プション AC(1) を指定してリンク・エディットされ、
APF 許可ライブラリーに常駐していることを確認して
ください。program-name を呼び出すジョブの STEPLIB
または JOBLIB 連結で指定されたすべてのライブラリ
ーが APF 許可付きであることを確認してください。
program-name が DB2 ストアード・プロシージャーの
外部モジュールであるかユーザー定義関数である場合
は、該当する SYSIBM.SYSROUTINES エントリーに
WLM が確立したアドレス・スペースが指定されている
ことを確認してください。
DSNT531I

schema.routine-name RECEIVED
SQLCODE sqlcode FROM SQL
STATEMENT sql-statement

説明: schema.routine-name が sql-statement を実行した
ときに、DB2 によって SQL の警告またはエラー
sql-code が戻されました。
システムの処置: schema.routine-name は終了します。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: SYSPRINT データ・
セットに出されたメッセージを検査して、ルーチン
schema.routine-name が実行されているストアード・プロ
シージャーのアドレス・スペースを見つけます。SQL
の警告またはエラーに関する特定の情報は、メッセージ
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DSNT532I
DSNT408I によって提供されます。SQL エラーの詳細に
ついては、『第 2 部 SQL 戻りコード』を参照してく
ださい。
DSNT532I

schema.routine-name RECEIVED SAF
RETURN CODE return-code FROM
RACROUTE COMMAND command.

説明: schema.routine-name が RACROUTE コマンド
を実行したときに、OS/390 システム許可機能 (SAF) に
よって予期しないコード return-code が戻されました。
システムの処置:

schema.routine-name は終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: SAF エラーについて
の詳細は、「OS/390 Security Server RACROUTE マク
ロ解説書」を参照してください。

# DSNT533I
#
#
#

schema.routine-name RECEIVED RETURN
CODE return-code FROM MVS
SERVICE service-name, FUNCTION
function-name.

# 説明: schema.routine-name が関数 function-name のため
# に MVS サービス service-name を実行し、予期しない
# コード return-code を受け取りました。
# システムの処置: schema.routine-name は終了します。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: エラーの診断を支援す
る情報については、「z/OS MVS Authorized Assembler
Services Reference」にあるサービス service-name の説明
を参照してください。

# ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
# ださい。
# DSNT534I
#
#
#
#
#
#

schema.routine-name RECEIVED AN
ALERT FROM THE EXTENDED MCS
CONSOLE: alert-type.

説明: schema.routine-name が、システム・メッセージ
をモニターするための拡張 MCS コンソールを活動化し
ました。このコンソールは、alert-type に示されたアラ
ートを通知しました。

# システムの処置: schema.routine-name は終了します。
#
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: routine-name が DB2
提供のストアード・プロシージャー WLM_REFRESH で
ある場合、このメッセージはプログラム DSNTWR 内の
エラーを示しており、DB2 管理者に連絡して支援を得
る必要があります。そうでなければ、「z/OS MVS
Authorized Assembler Services Guide」の『What Is an
Extended MCS Console?』にあるサブトピック、『What

# to Do if Message Queuing Stops』を参照してください。
# ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
# ださい。
DSNT540I

wlm-environment-name WAS REFRESHED
BY user USING AUTHORITY FROM
SQL ID sqlid

説明: DB2 ストアード・プロシージャー
WLM_REFRESH が WLM 環境 wlm-environment-name
をリフレッシュしました。ユーザー ID user が、SQL
ID sqlid からの権限を使用して、要求が出されました。
システムの処置: WLM 環境 wlm-environment-name が
更新されます。
ユーザーの処置: 不要。
システム・プログラマーの応答:
DSNT541I

不要。

WLM REFRESH REQUEST FAILED.
RESOURCE PROFILE
subsystem-name.WLM_REFRESH.wlmenvironment-name IS UNDEFINED

説明: SAF リソース・プロファイル
subsystem-name.WLM_REFRESH.wlm-environment-name
が存在しないので、DB2 ストアード・プロシージャー
WLM_REFRESH は、WLM 環境 wlm-environment-name
に対するリフレッシュ要求をリジェクトしました。
WLM_REFRESH は、リソース・プロファイルを使用し
て、リクエスターが WLM 環境をリフレッシュするこ
とを許可されているかどうかを検証します。リクエスタ
ーは DB2 サブシステム subsystem-name に接続されて
います。
システムの処置: WLM_REFRESH は、リフレッシュ要
求をリジェクトします。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: リソース・クラス
DSNR に SAF リソース・プロファイルを作成し、
WLM 環境をリフレッシュするのに必要な 1 次および
2 次の許可 ID すべてに対する READ アクセスを許可
してください。
DSNT542I

SQL ID sqlid IS NOT AUTHORIZED TO
REFRESH WLM ENVIRONMENT
wlm-environment-name

説明: DB2 ストアード・プロシージャー
WLM_REFRESH は、sqlid が許可されていないので、
WLM 環境 wlm-environment-name に対するリフレッシ
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DSNT543I
ュ要求をリジェクトしました。sqlid はリクエスターの
現行 SQLID です。
システムの処置: WLM_REFRESH は、リフレッシュ要
求をリジェクトします。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 該当する SAF リソー
ス・プロファイルに sqlid READ アクセス以上の権限を
与えます。このプロファイルは、SAF リソース・クラ
ス DSNR に常駐していて、フォーマットは
ssid.WLM_REFRESH.wlm-environment-name です。

# DSNT543I
#
#
#

WLM REFRESH REQUEST FAILED:
PARAMETER parameter IS NULL,
BLANK, OR CONTAINS INVALID
CHARACTERS

# 説明: 次のいずれかの理由で、WLM_REFRESH に渡さ
# れた parameter の引き数が使用できません。
# v 引き数がヌルまたはブランクである
# v SAF リソース・プロファイル、または DB2 サブシス
テム名に使用できない文字が引き数に含まれている
#

#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: 失敗したリフレッシュ
要求の付近のシステム・ログを調べて、メッセージ ID
message-identifier を見付けてください。このメッセージ
と関連メッセージを使用して、WLM リフレッシュ要求
の妨げになっている問題を診断し、訂正してください。

# ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
# ださい。
# DSNT550I
#
#
#
#
#
#

’data-set-name’ IS UNAVAILABLE FOR
CLIST OUTPUT BECAUSE reason

説明: DB2 インストール CLIST による出力のために
データ・セット data-set-name が必要ですが、reason に
示された理由のためにデータ・セットを割り振ることが
できませんでした。可能な理由としては、次のものがあ
ります。

# v IT CANNOT BE ALLOCATED OR OPENED FOR
OUTPUT
#
#
#

data-set-name の割り振り、オープン、またはクローズ
の操作中にエラーが発生しました。

# v ERROR PROCESSING REQUESTED DATA SET
#

data-set-name の要求を処理できませんでした。

# システムの処置: プログラムは終了します。

# v MEMBER SPECIFIED, BUT DATASET IS NOT
PARTITIONED
#

# ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
# ださい。

#
#

# システム・プログラマーの応答:

# v PROTECTED DATASET

# v WLM_ENV_NAME パラメーターの場合は、非ヌル、
非ブランクの引き数を指定します。その引き数は、
#
SAF リソース・プロファイルの規則に準拠している
#
必要があります。詳しくは、「OS/390 Security Server
#
(RACF) 監査担当者の手引き」の付録 A を参照して
#
ください。
#

#
#

# v SSID パラメーターの場合は、ヌルまたはブランクの
引き数を指定するか、または「DB2 インストレーシ
#
ョン・ガイド」で説明されているとおり、DB2 サブ
#
システム名の規則に準拠する値を指定します。ヌルま
#
たはブランクの値を指定した場合は、DB2 がサブシ
#
ステム名を決定します。
#
# DSNT545I
#
#
#
#
#
#
#

WLM REFRESH REQUEST FAILED
BECAUSE OF AN UNEXPECTED
SYSTEM MESSAGE WITH IDENTIFIER
message-identifier

説明: システムは、DB2 ストアード・プロシージャー
WLM_REFRESH から渡された WLM リフレッシュ要求
を拒否しました。message-identifier は、要求が失敗した
ときに出されたシステム・メッセージの ID です。

data-set-name はすでに存在していますが、CLIST が
必要とする区分データ・セットではありません。

お使いのユーザー ID は、data-set-name を使用する
許可を受けていません。

# v VOLUME NOT ON SYSTEM
#
#
#

data-set-name が登録されているシステム・カタログ
は、現在アンマウントされているか使用不可の DASD
またはテープ・ボリューム上にあります。

# v UNAVAILABLE DATASET
#
#
#
#
#
#

data-set-name は現在、別のユーザーによって割り振ら
れています。
システムの処置: data-set-name を指定するためのイン
ストール・パネルが再表示されます。問題が解決するま
で、次の DB2 インストール・パネルに進むことはでき
ません。

# ユーザーの処置: reason に応じて、次のいずれかの処
# 置を取ってください。
# v data-set-name の割り振り、オープン、または処理に関
するエラーの場合は、具体的な診断メッセージが
#
TSO に表示されます。これらのメッセージが表示さ
#
れない場合は、現在の DB2 インストール・パネルの
#
コマンド行にコマンド TSO PROFILE WTPMSG を入
#

# システムの処置: リフレッシュ要求は拒否されます。
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DSNT601I
#
#
#

力します。これらのメッセージについて詳しくは、該
当する MVS システム・メッセージとコードのマニュ
アルを調べてください。

# v data-set-name が非区分データ・セットと示されている
場合は、CLIST の出力先とするデータ・セット名を
#
入力したかどうか確認します。入力が正しければ、既
#
存のデータ・セットをリネームまたは削除します。
#
# v 保護データ・セットへのアクセス権を取得するには、
システム・セキュリティー管理者に相談してくださ
#
い。
#
# v データ・セットが使用不可の場合は、データ・セット
をリリースするように現行ユーザーに依頼してくださ
#
い。ユーザーが識別できない場合は、システム・プロ
#
グラマーにユーザーの識別を依頼してください。ある
#
いは、後でデータ・セットが解放されたときに再試行
#
します。
#
DSNT601I

THE DESCRIPTOR FOR type name
DOES NOT EXIST IN DBD01

説明: このメッセージは、複数行 WTO の場合に出さ
れます。データベース、表スペース、または索引スペー
ス 'name' は、 DB2 カタログに入っていますが、この
オブジェクトの記述子が、データベース DSNDB01 の
DBD01 表スペース内に存在していません。このエラー
は、次のうちの 1 つに該当する場合に発生することが
あります。
v バージョン 7 のカタログが、第 6 版にマイグレーシ
ョンされています。第 6 版のカタログにはオブジェ
クトが入っているが、第 6 版のディレクトリー
(DBD01) に、このオブジェクトの記述子が入ってい
ません。
v ユーザーがリカバリー処理時に、DBD01 表スペース
を完全に復元していなかった。
v DB2 論理エラーがある。
このメッセージにおいて、 'type' は、'DATABASE' また
は 'SPACE' のいずれかであり、 'name' は、データベー
ス、表スペース、または索引スペースの 8 文字の名前
です。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。

DSNT602I

NO SPACES FOUND

説明: このメッセージは、複数行の WTO の場合に出
されます。このメッセージは、DISPLAY DB(name)
SPACENAM(...) が入力されたが、要求に合うスペース
が見つからなかった場合に出されます。
SPACENAM(...) が、スペースの範囲、サブセット、ま
たはリストの形で指定されていた可能性があります。
DSNT603I

spacetype name NOT type

説明: このメッセージは、複数行 WTO の場合に出さ
れます。このメッセージは、DISPLAY DB(...)
SPACENAM(...) でリストされた表スペースおよび索引
スペースの中に、ユーザーの要求を満たすものがなかっ
た場合に出されます。
spacetype
このスペースが表スペースの場合は
TABLESPACE、索引スペースの場合は
INDEXSPACE。
name

このスペースの名前。

type

指定された要求のタイプを示す文字ストリン
グ。このストリングは、次のもののリストを
'OR' で区切ったものです。
v キーワード ACTIVE が指定されている場合
は 'ACTIVE'。
v キーワード RESTRICT が指定されている場
合は 'RESTRICTED'。

システムの処置: キーワード ACTIVE および
RESTRICT が指示されず、オブジェクトが見つからない
ときは、メッセージ DSNT301I または DSNT302I のど
ちらかが出されます。
DSNT604I

NO INFORMATION AVAILABLE

説明: このメッセージは、複数行の WTO の場合に出
されます。これは、使用可能な LOCK または USE 情
報がない場合に出されます。 DISPLAY DB(name)
SPACENAM(...) が入力され、SPACENAM(...) がスペー
スのリストであった場合に、名前がリストされた表スペ
ースまたは索引スペースに使用可能な LOCK または
USE 情報を持つものがなかったことを、このメッセー
ジは示しています。 DISPLAY DB(name)
SPACENAM(...) が入力され、SPACENAM(...) がスペー
スの範囲またはサブセットであった場合に、指定された
データベース内の表スペースおよび索引スペースに使用
可能な LOCK または USE 情報を持つものがなかった
ことを、このメッセージは示しています。 このメッセ
ージが出されるのは、キーワード USE および LOCKS
が指定されている場合に限られます。
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DSNT694I • DSNT702I
DSNT694I

DATABASE name CANNOT BE
STOPPED.IT CONTAINS THE DDL
REGISTRATION TABLES

システムの処置: システムは通常の処理を続行します。
ユーザーの処置: 「オペレーターの応答」を参照してく
ださい。

説明: メッセージに示されたデータベースは、その中に
アプリケーション登録表およびオブジェクト登録表が含
まれているため、停止できません。このデータベースを
停止させるためには、SYSADM インストール権限また
は SYSOPR インストール権限が必要です。

オペレーターの応答: 別のリソース限定指定表を利用し
ている際に管理プログラムをアクティブにするには、希
望する表の ID を指定して、START RLIMIT コマンド
を出してください。この機能をアクティブにしたくない
場合には、STOP RLIMIT コマンドを出してください。

システムの処置: このメッセージで示されたデータベー
スは、停止されません。

システム・プログラマーの応答: どの表が使用中である
かに関する問題を解決するのに使用することができま
す。

ユーザーの処置: 適切な権限を用いてコマンドを出し直
してください。

DSNT701I
DSNT695I

TABLESPACE name CANNOT BE
STOPPED.IT CONTAINS A DDL
REGISTRATION TABLE

説明: メッセージに示された表スペースは、その中にア
プリケーション登録表またはオブジェクト登録表が含ま
れているため、停止できません。この表スペースを停止
させるためには、SYSADM インストール権限または
SYSOPR インストール権限が必要です。
システムの処置: メッセージで示された表スペースは、
停止されません。
ユーザーの処置:
してください。
DSNT696I

適切な権限を用いてコマンドを出し直

INDEXSPACE name CANNOT BE
STOPPED.IT IS DEFINED ON A DDL
REGISTRATION TABLE

説明: メッセージに示された索引スペースは、アプリケ
ーション登録表またはオブジェクト登録表に定義されて
いるため、停止できません。このデータベースを停止さ
せるためには、SYSADM インストール権限または
SYSOPR インストール権限が必要です。
システムの処置: メッセージで示された索引スペース
は、停止されません。
ユーザーの処置:
してください。
DSNT700I

説明: これは、DISPLAY RLIMIT コマンドへの応答メ
ッセージです。リソース限定機能 (管理プログラム) が
現在アクティブであり、リソースの限界を判別するため
に表 'table-name' を使用しています。
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説明: これは、DISPLAY RLIMIT コマンドへの応答メ
ッセージです。管理プログラムがアクティブでないとき
は、いつでも出されます。
システムの処置:

通常の処理が続行されます。

ユーザーの処置:
ださい。

「オペレーターの応答」を参照してく

オペレーターの応答: 管理プログラムをアクティブにし
たい場合には、使用するリソース限定指定表の ID を指
定して、 START RLIMIT コマンドを出してください。
システム・プログラマーの応答: この機能がすでにアク
ティブである場合 (すなわち、DSNT703 メッセージを
前に受け取っていた場合) には、 DISPLAY RLIMIT コ
マンドを入力する前に DSNT703 メッセージが出されて
いることを確認してください。不確かな場合には、
DISPLAY RLIMIT コマンドを出し直してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5
DSNT702I

適切な権限を用いてコマンドを出し直

table-name IS THE ACTIVE
RESOURCE LIMIT SPECIFICATION
TABLE

RESOURCE LIMIT FACILITY IS
INACTIVE

RESOURCE LIMIT FACILITY HAS
BEEN STOPPED.WAS USING
table-name

説明: このメッセージは、STOP RLIMIT コマンドに対
する通常応答です。リソースの限界を判別するために、
表 'table-name' が使用されていました。
システムの処置: 管理プログラムは停止します。
システム・プログラマーの応答: このメッセージは、ど
の表を使用していたかを調べる場合に使用することがで
きます。
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DSNT703I
DSNT703I

RESOURCE LIMIT FACILITY IS
ALREADY INACTIVE.STOP LIMIT
COMMAND IS IGNORED

説明: STOP RLIMITコマンドが入力されましたが、リ
ソース限定機能はすでに停止しています。このコマンド
は無視されます。
システムの処置:
DSNT704I

システムは通常の処理を続行します。

table-name HAS BEEN STARTED FOR
THE RESOURCE LIMIT FACILITY

説明: このメッセージは、START RLIMIT コマンドに
対する通常の応答です。リソースの限界を判別するため
に、表 'table-name' が現在使用されています。
システムの処置: 指定された表を利用して、管理プログ
ラムが開始されました。
システム・プログラマーの応答: どの表が使用中である
かに関する問題を解決するのに使用することができま
す。
DSNT705I

csect-name DATABASE name CANNOT
BE STOPPED. IT CONTAINS AN
ACTIVE RESOURCE LIMIT
SPECIFICATION TABLE

説明: データベース name は、その中にアクティブな
リソース限定指定表が含まれているため、停止できませ
ん。
システムの処置:
ん。

このデータベースは、停止されませ

オペレーターの応答: このデータベースを停止させなけ
ればならない場合には、リソース限定機能を停止させる
か (STOP RLIMIT)、あるいは、このデータベースに含
まれていないリソース限定指定表を使用するように切り
換えるか (START RLIMIT,ID=xx) のいずれかを行わな
ければなりません。 DB2 データ共用環境では、DB2 デ
ータ共用グループのすべてのメンバーのリソース限定機
能を停止させるか、あるいは、このデータベースに含ま
れていないリソース限定指定表を使用するように切り替
えるかのいずれかを行わなければなりません。
DSNT706I

table-name DOES NOT EXIST.START
LIMIT COMMAND FAILED

説明: START RLIMIT コマンドが入力されましたが、
表 'table-name' が存在しないために失敗しました。
システムの処置:
ます。

START RLIMIT コマンドは無視され

ユーザーの処置:
ださい。

「オペレーターの応答」を参照してく

オペレーターの応答: DSNRLST の後の 1 文字または
2 文字が、START RLIMIT コマンドで ID として入力
予定したものであるかどうかを確かめてください。そう
でなければ、適切な ID を指定して、このコマンドを入
力し直してください。この ID が正しいと思われる場合
には、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 は、指定された
表をカタログ内に見つけることができません。 FULLY
QUALIFIED 名が、予期されたものであるかどうかを確
かめてください。表名は、START RLIMIT コマンドで
指定された 1 文字または 2 文字の ID を、許可
ID.DSNRLST に付け加えて作成します。許可 ID は、サ
ブシステムを始動させる時点で使用される DSNZPARM
から判別されます。
すべてが適切であると思われる場合には、正規の許可を
もつ TSO 端末から、次の SQL ステートメントを入力
してください。
SELECT * FROM SYSIBM.SYSTABLES WHERE NAME=DSNRLSTxx
AND CREATOR=authorization ID

ここで、
DSNRLSTxx
DSNRLST で始まる表名。
許可 ID (authorization ID)
ピリオドまでの表名 (ただし、ピリオドは含ま
ない)。
項目が見つかった場合は、出力を保管してください。
DB2 内にエラーがあると思われる場合には、問題の識
別および報告について、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 以下の診断項目を集めてください。
v 障害のある START コマンドを示しているコンソール
出力。
v SELECT コマンドの出力。
DSNT707I

START RLIMIT COMMAND FAILED.
COLUMN column-name IN TABLE
table-name IS INCORRECTLY
DEFINED. THE COLUMN DEFINITION
IS attribute WITH LENGTH length
AND NULL ATTRIBUTE null-attribute.
THE COLUMN DEFINITION SHOULD
BE attribute WITH LENGTH length
AND NULL ATTRIBUTE null-attribute

説明: START RLIMIT コマンドが入力されましたが、
TABLE'table-name' にリソース限定指定表に関する適切
な列定義がなかっために失敗しました。適切な列定義と
第 17 章 DB2 メッセージ
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ともに、現行の列定義が示されています。
システムの処置:
ます。

START RLIMIT コマンドは無視され

ユーザーの処置:
ださい。

「オペレーターの応答」を参照してく

オペレーターの応答: DSNRLST の後の 1 文字または
2 文字が、START RLIMIT コマンドで ID として入力
予定したものであるかどうかを確かめてください。そう
でなければ、適切な ID を指定して、このコマンドを入
力し直してください。 ID が正しいと思われる場合に
は、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: TABLE 'table-name'
に、リソース限定指定表の適切な列定義がありません。
現行の表の列定義を、このメッセージで示された適切な
列定義と比較してください。
問題判別: 障害のある START コマンドを示している
コンソール出力を集めてください。
DSNT708I

INDEX index-name DOES NOT EXIST.
START RLIMIT COMMAND FAILED

説明: START RLIMIT コマンドが入力されましたが、
対応するリソース限定指定表 DSNRLSTxx に INDEX
DSNARLxx が存在しないために、失敗しました。
システムの処置: START RLIMIT コマンドは無視され
ます。
ユーザーの処置: 「オペレーターの応答」を参照してく
ださい。
オペレーターの応答: DSNRLST の後の 1 文字または
2 文字が、START RLIMIT コマンドで ID として入力
予定したものであるかどうかを確かめてください。そう
でなければ、適切な ID を指定して、このコマンドを入
力し直してください。 ID が正しいと思われる場合に
は、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: リソース限定指定表
DSNRLSTxx に、必要な索引 DSNARLxx が定義されて
いません。必要な索引を作成して、START RLIMIT コ
マンドを出し直してください。
問題判別: 障害のある START コマンドを示している
コンソール出力を集めてください。
DSNT709I

new-table-name NOW
ACTIVE.old-table-name WAS OLD
RESOURCE LIMIT SPECIFICATION
TABLE

説明: この機能がすでにアクティブであったときに、
START RLIMIT コマンドが入力されました。この機能
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はアクティブのままで、古い表名から新しい表名を使用
するように変わります。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答:
てください。
DSNT710I

システム・プログラマーに通知し

table-name ALREADY ACTIVE.START
LIMIT COMMAND IGNORED

説明: START RLIMIT コマンドが入力されましたが、
管理プログラムは、指定された表を利用してすでにアク
ティブ状態にあります。このコマンドは無視されます。
システムの処置: 管理プログラムは、表 'table-name' の
使用を続けます。
ユーザーの処置:
ださい。

「オペレーターの応答」を参照してく

オペレーターの応答: START RLIMIT コマンドで指定
された ID が、望み通りのものであったことを確かめて
ください。そうでない場合には、正しい ID を指定し
て、このコマンドを入力し直してください。 ID が正し
い場合は、この機能はすでにアクティブであり、所要の
表を使用しているので、処置は必要ありません。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5
DSNT711I

COLUMN column-name IS MISSING
IN TABLE table-name. SHOULD BE
DEFINED AS attribute WITH LENGTH
length AND NULL INDICATOR OF
null-attribute

説明: START RLIMIT コマンドが入力されましたが、
リソース限定指定表 'table-name' 内に COLUMN
'column-name' が定義されていないために、失敗しまし
た。適切な列定義が、このメッセージに示されていま
す。
システムの処置:
ます。

START RLIMIT コマンドは無視され

ユーザーの処置:
ださい。

「オペレーターの応答」を参照してく

オペレーターの応答: DSNRLST の後の 1 文字または
2 文字が、START RLIMIT コマンドで ID として入力
予定したものであるかどうかを確かめてください。そう
でなければ、適切な ID を指定して、このコマンドを入
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DSNT712I
力し直してください。 ID が正しいと思われる場合に
は、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: TABLE 'table-name'
に、COLUMN 'column-name' が定義されていません。
ALTER TABLE を使用して、このメッセージで指示さ
れたように、列を定義してください。
問題判別: 障害のある START コマンドを示している
コンソール出力を集めてください。
DSNT712I

INDEX index-name IS NOT FOR
TABLE table-name. START RLIMIT
COMMAND FAILED

説明: START RLIMIT コマンドが入力されましたが、
リソース限定指定表 'table-name' に INDEX 'index-name'
が定義されていないために、失敗しました。
システムの処置:
ます。

START RLIMIT コマンドは無視され

ユーザーの処置:
ださい。

「オペレーターの応答」を参照してく

オペレーターの応答: DSNRLST の後の 1 文字または
2 文字が、START RLIMIT コマンドで ID として入力
予定したものであるかどうかを確かめてください。そう
でなければ、適切な ID を指定して、このコマンドを入
力し直してください。 ID が正しいと思われる場合に
は、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: リソース限定指定表
'table-name' 内に、INDEX 'index-name' が定義されてい
ません。リソース限定指定表 DSNRLSTxx に、必要な
索引 DSNARLxx が定義されていません。表名の最後の
2 文字が、索引の最後の 2 文字に対応しています。既
存の DSNARLxx 索引を除去して、正しい索引をリソー
ス限定指定表内に作成してください。

予定したものであるかどうかを確かめてください。そう
でなければ、適切な ID を指定して、このコマンドを入
力し直してください。 ID が正しいと思われる場合に
は、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: リソース限定指定表内
の INDEX 'index-name' が、UNIQUE でありません。そ
れを固有名として、再定義してください。
問題判別: 障害のある START コマンドを示している
コンソール出力を集めてください。
DSNT714I

説明: START RLIMIT コマンドが入力されましたが、
リソース限定指定表 'table-name' 内の INDEX
'index-name' が、正しく定義されていないために、失敗
しました。
システムの処置:
ます。

START RLIMIT コマンドは無視され

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
てください。
システム・プログラマーの応答: リソース限定指定表内
の INDEX 'index-name' の定義が、正しくありません。
リソース限定表指定表の定義例については、DB2 ユニバ
ーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理
ガイド の第 5 部 (第 2 巻) を参照してください。
問題判別: 障害のある START コマンドを示している
コンソール出力を集めてください。
DSNT715E

問題判別: 障害のある START コマンドを示している
コンソール出力を集めてください。
DSNT713I

INDEX index-name IS NOT UNIQUE.
START RLIMIT COMMAND FAILED

説明: START RLIMIT コマンドが入力されましたが、
リソース限定指定表内の INDEX 'index-name' が、
UNIQUE 索引として定義されていないために、失敗しま
した。
システムの処置:
ます。

START RLIMIT コマンドは無視され

ユーザーの処置:
ださい。

「オペレーターの応答」を参照してく

INDEX index-name IS INCORRECTLY
DEFINED. START RLIMIT COMMAND
FAILED

ERROR reason-code READING
table-name.default WILL BE
RESOURCE LIMIT FOR
CORRELATION-ID correlation-id,
CONNECTION-ID connection-id,
LUW-ID luw-id =token

説明: リソース限定指定表 'table-name' の読み取り中
に、エラーが発生しました。使用される限界は、システ
ム・パラメーター内で指定されたデフォルト値から判別
されます。デフォルト値は、次のとおりです。
NOLIMIT
限界なしが適用されます。
NORUN
ゼロ時間の限界。
integer 使用される限界。

オペレーターの応答: DSNRLST の後の 1 文字または
2 文字が、START RLIMIT コマンドで ID として入力
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読み取りエラーを定義している理由コードは、
'connection-ID'、 'correlation-ID'、スレッドの作業論理単
位 (LUW-ID) と同様に、メッセージ・テキストの中に含
まれています。 LUW-ID が '*' のときは、このスレッ
ドが LUW-ID を持っていないことを示します。
LUW-ID が '*' でない場合、値は、このスレッドに割り
当てられた作業論理単位 ID で、後ろに '=' 符号と、ト
ークン値が続きます。これを、DB2 コマンドで作業論
理単位 ID の代わりに使用すると、作業論理単位 ID の
入力として受け入れられます。 '0nn' で始まる相関 ID
('nn' は 01〜28) は、システム・エージェントを示しま
す。
システムの処置: システム定義のデフォルト値を用い
て、処理が続行されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは入出力エラーで
す。理由コードと先行のメッセージで示されている問題
を調べてください。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5
DSNT716E

AN ERROR OCCURRED
ESTABLISHING A RESOURCE LIMIT
FOR CORRELATION-ID correlation-id,
CONNECTION-ID connection-id,
LUW-ID luw-id =token.limit WILL BE
USED AS THE LIMIT

説明: 指定されたリクエスターのリソース限界を設定し
ている際に、内部エラーが発生しました。使用される
'limit' は、システム・パラメーター内で指定されたデフ
ォルト値から判別されます。デフォルト値は、次のとお
りです。
NOLIMIT
限界なしが適用されます。
NORUN
ゼロ時間の限界。
integer 使用される限界。
作業論理単位 ID (LUW-ID) が '*' のときは、このスレ
ッドが LUW-ID を持っていないことを示します。
LUW-ID が '*' でない場合、値は、このスレッドに割り
当てられた作業論理単位 ID で、後ろに '=' 符号と、ト
ークン値が続きます。これを、DB2 コマンドで作業論
理単位 ID の代わりに使用すると、作業論理単位 ID の
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入力として受け入れられます。 '0nn' で始まる相関 ID
('nn' は 01〜28) は、システム・エージェントを示しま
す。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNTCGET
システムの処置: システム定義のデフォルト値を用い
て、処理が続行されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5
DSNT717I

csect-name TABLE SPACE name
CANNOT BE STOPPED. IT CONTAINS
AN ACTIVE RESOURCE LIMIT
SPECIFICATION TABLE

説明: 表スペース name には、アクティブなリソース
限定指定表が含まれているため、停止させることはでき
ません。
システムの処置: 表スペースは停止されません。
オペレーターの応答: 表スペースを停止させる場合は、
リソース限定機能を停止させるか (STOP RLIMIT)、あ
るいは、その表スペースに含まれていないリソース限定
指定表を使用するように切り替えるか (START
RLIMIT,ID=xx) の、いずれかを行わなければなりませ
ん。 DB2 データ共用環境では、DB2 データ共用グルー
プのすべてのメンバーのリソース限定機能を停止させる
か、あるいは、この表スペースに含まれていないリソー
ス限定指定表を使用するように切り替えるかのいずれか
を行わなければなりません。
DSNT718I

csect-name INDEX SPACE name
CANNOT BE STOPPED. IT IS
DEFINED ON AN ACTIVE RESOURCE
LIMIT SPECIFICATION TABLE

説明: 索引スペース 'name' は、アクティブなリソース
限定指定表内に定義されているために、停止させること
はできません。
システムの処置:

索引スペースは停止されません。

オペレーターの応答: 索引スペースを停止させなければ
ならない場合は、リソース限定機能を停止させるか
(STOP RLIMIT)、あるいは、別のリソース限定指定表を
使用するように切り替えるかの、いずれかを行わなけれ
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DSNT719I
ばなりません。 DB2 データ共用環境では、DB2 データ
共用グループのすべてのメンバーのリソース限定機能を
停止させるか、あるいは、索引スペースに索引を持たな
い別のリソース限定指定表を使用するように切り替える
かのいずれかを行わなければなりません。
DSNT719I

TABLE table-name CANNOT BE
READ. START RLIMIT COMMAND
FAILED

説明: TABLE 'table-name' にアクセスすることができ
ません。このメッセージの前に、この表にアクセスでき
ない理由を説明する関連エラー・メッセージが出される
ことがあります。
システムの処置:
ました。

START RLIMIT コマンドは、失敗し

ユーザーの処置:
ださい。

「オペレーターの応答」を参照してく

オペレーターの応答: TABLE 'table-name' は現在、ア
クセスして読み取ることができません。デッドロックま
たはタイムアウトの場合には、START RLIMIT コマン
ドを出し直してください。
DSNT720I

csect-name INDEX index-name
NEEDS TO BE index-type

説明: START RLIMIT コマンドが入力されましたが、
示された索引がリソース限定指定表に正しく定義されて
いないために、失敗しました。
システムの処置: システムは、START RLIMIT コマン
ドを無視します。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

オペレーターの応答:
てください。

START DATABASE コマンドは無視

オペレーターの応答: このデータベースをアクセス
(UT) で開始する必要がある場合は、リソース限定指定
表を停止するか (STOP RLIMIT)、あるいは、そのデー
タベースに入っていないリソース限定指定表を使うよう
に切り替えるか (START RLIMIT,ID=xx) のいずれかを
行わなければなりません。 DB2 データ共用環境では、
DB2 データ共用グループのすべてのメンバーのリソー
ス限定機能を停止させるか、あるいは、このデータベー
スに含まれていないリソース限定指定表を使用するよう
に切り替えるかのいずれかを行わなければなりません。
DSNT722I

csect-name TABLE SPACE name
CANNOT BE STARTED WITH
ACCESS (UT). IT CONTAINS AN
ACTIVE RESOURCE LIMIT
SPECIFICATION TABLE

説明: 表スペース name には、アクティブなリソース
限定指定表が含まれているため、アクセス (UT) ではそ
の表スペースを開始することができません。
システムの処置:
されます。

START DATABASE コマンドは無視

オペレーターの応答: この表スペースをアクセス (UT)
で開始する必要がある場合は、リソース限定機能を停止
するか (STOP RLIMIT)、あるいは、この表スペースに
入っていないリソース限定指定表を使うように切り替え
るか (START RLIMIT,ID=xx) のいずれかを行わなけれ
ばなりません。 DB2 データ共用環境では、DB2 データ
共用グループのすべてのメンバーのリソース限定機能を
停止させるか、あるいは、この表スペースに含まれてい
ないリソース限定指定表を使用するように切り替えるか
のいずれかを行わなければなりません。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマーの応答: リソース限定指定表に
定義されている、示された索引の定義が、間違っていま
す。
問題判別: 障害のある START コマンドを示している
コンソール出力を集めてください。
DSNT721I

システムの処置:
されます。

csect-name DATABASE name CANNOT
BE STARTED WITH ACCESS (UT).IT
CONTAINS AN ACTIVE RESOURCE
LIMIT SPECIFICATION TABLE

説明: データベース name には、アクティブなリソー
ス限定指定表が含まれているため、アクセス (UT) では
そのデータベースを開始することができません。

DSNT723I

csect-name INDEX SPACE name
CANNOT BE STARTED WITH
ACCESS (UT). IT IS DEFINED ON AN
ACTIVE RESOURCE LIMIT
SPECIFICATION TABLE

説明: 索引スペース name には、アクティブなリソー
ス限定指定表が含まれているために、アクセス (UT) で
はその索引スペースを開始することができません。
システムの処置:
されます。

START DATABASE コマンドは無視

オペレーターの応答: この索引スペースをアクセス
(UT) で開始する必要がある場合は、リソース限定機能
を停止するか (STOP RLIMIT)、あるいは、別のリソー
ス限定指定表を使うように切り替えるか (START
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DSNT724E
RLIMIT,ID=xx) のいずれかを行わなければなりません。
DB2 データ共用環境では、DB2 データ共用グループの
すべてのメンバーのリソース限定機能を停止させるか、
あるいは、索引スペースに索引を持たないリソース限定
指定表を使用するように切り替えるかのいずれかを行わ
なければなりません。
DSNT724E

csect-name ERROR reason-code IN
READING RESOURCE LIMIT
SPECIFICATION TABLE table-name.
FOR AUTHORIZATION ID auth-id
RUNNING THREAD WITH
CORRELATION ID correlation-id,
CONNECTION ID connection-id, AND
LUWID luw-id, USE OF operation-name
IS NOT GOVERNED.

説明: リソース限定指定表 'table-name' の読み取り中
に、エラーが発生しました。 'auth-id' は、
'operation-name' を実行することが許可されているものと
想定されます。 'operation-name' は、BIND または
PARALLEL PROCESSING です。
読み取りエラーを定義している理由コードは、スレッド
の接続 ID、相関 ID、および作業論理単位 ID
(LUW-ID) と同様に、メッセージ・テキストの中に含ま
れています。 LUW-ID '*' は、要求がこのサイトから出
されていることを示します。 '*' ではない場合には、
LUW-ID は、要求側サイトの接続スレッドに割り当てら
れています。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は 01〜28)
は、システム・エージェントを示します。
システムの処置: 'operation-name' が BIND のとき、
'auth-id' が BIND の実行を認められている場合は処理が
続行されます。 'operation-name' が PARALLEL
PROCESSING の場合、照会並列処理ができませんが、
CURRENT DEGREE 特殊レジスターの値が ’ANY’ の
場合には可能になります。
ユーザーの処置:
ださい。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

AN ERROR OCCURRED WHILE
GOVERNING BIND OPERATIONS OF
auth-id RUNNING WITH
CORRELATION-ID correlation-id,
CONNECTION-ID connection-id,
LUW-ID luw-id. auth-id IS ALLOWED
TO PERFORM BIND OPERATIONS

説明: 'auth-id' がバインド操作を行うことが許可されて
いるかどうかを判別している際に、内部エラーが発生し
ました。 'auth-id' は、バインド操作を行う許可が与えら
れているものと想定されます。
LUW-ID '*' は、要求がこのサイトから出されているこ
とを示します。 '*' ではない場合には、LUW-ID は、要
求側サイトの接続スレッドに割り当てられています。
'0nn' で始まる相関 ID ('nn' は 01 〜 28) は、システ
ム・エージェントを示します。
このメッセージは、次のモジュールによって出されま
す。 DSNTCAUT
システムの処置: この許可 ID がバインド操作の実行
を認められているものと想定して、処理が行われます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
DSNT726I

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 理由コードと先行のメ
ッセージで示されている問題を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
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DSNT725E

csect-name DATABASE name AND ANY
SPACE IT CONTAINS CANNOT BE
STARTED WITH ACCESS (UT). IT IS
THE ACTIVE COMMUNICATIONS
DATABASE

説明: メッセージで示されたデータベースは、アクティ
ブな通信データベースであるため、アクセス (UT) では
そのデータベースを開始することができません。また、
アクティブな通信データベース内のスペースをアクセス
(UT) で開始させることもできません。
システムの処置:
されます。

START DATABASE コマンドは無視

オペレーターの応答: このデータベースまたはその中に
含まれる任意のスペースを、アクセス (UT) で開始する
必要がある場合には、分散データ機能を停止させる必要
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DSNT735I
があります (STOP DDF)。 DB2 データ共用環境では、
DB2 データ共用グループのすべてのメンバーの分散デ
ータ機能を停止しなければなりません。
DSNT735I

object name CANNOT BE STARTED.
IT CONTAINS OR IS DEFINED ON
THE DDL REGISTRATION TABLE(S)

説明: メッセージで示されたオブジェクトは、DDL 登
録表を含んでいるかまたは DDL 登録表で定義されてい
るため、開始することができません。このオブジェクト
を開始させるためには、SYSADM インストール権限ま
たは SYSOPR インストール権限が必要です。
このメッセージにおける 'object' は、次のいずれかで
す。
v DATABASE (指定されたデータベースにアプリケーシ
ョン登録表およびオブジェクト登録表が含まれている
場合)
v TABLESPACE (指定された表スペースにアプリケーシ
ョン登録表またはオブジェクト登録表が含まれている
場合)
v INDEXSPACE (指定された索引スペースがアプリケー
ション登録表またはオブジェクト登録表に関して定義
されている場合)
システムの処置: メッセージで指定されたオブジェクト
は、開始されません。
ユーザーの処置:
してください。
DSNT736I

適切な権限を用いてコマンドを出し直

csect-name ASYNCHRONOUS STOP
DATABASE COMMAND HAS
COMPLETED FOR COMMAND
command_string

DSNT800I

csect-name DB2 CANNOT IDENTIFY TO
IRLM. IRLM CANNOT CONNECT TO
ITS DATA SHARING GROUP. THE
LOCK STRUCTURE THAT IRLM
ATTEMPTED TO ACCESS WAS
strname.

説明: IRLM が、IRLM データ共用グループに対する接
続に失敗しました。このメッセージと一緒に、異常終了
理由コード 00E30806 が出されます。
システムの処置: DB2 は、理由コード 00E30806 で異
常終了します。
システム・プログラマーの応答: IRLM がそのデータ共
用グループに接続できなかった理由として考えられるの
は以下のとおりです。
v アクティブな MVS CFRM 管理ポリシーで、ロック
構造が正しく定義されていない。ロック構造名は、
DB2 共用グループ名と下線 (_) で区切られたストリ
ング ’LOCK1’ とを結合したものです。たとえば、
DB2 データ共用グループ名が DSNCAT である場
合、DSNCAT_LOCK1 がロック構造名になります。
アクティブな CFRM ポリシーで、ロック構造が正し
く定義されるようにしてください。 IRLM がアクセ
スしようとしたロック構造の名前は、このメッセージ
で示されます。 IRLM はメッセージ DXR138E を出
し、アクティブな CFRM ポリシーでロック構造定義
にアクセスできなかったことを示します。
v IRLM が、ロック構造に接続できなかった。接続でき
なかった理由は、IRLM メッセージ DXR135E で示さ
れます。
v IRLM が、そのデータ共用グループを結合できなかっ
た。結合できなかった理由は、IRLM メッセージ
DXR134E で示されます。

command_string は、完了したコマンドの STOP
DATABASE コマンド・ストリングです。このストリン
グでは、文字を節約するために常に DATABASE の代わ
りに DB を、SPACENAM の代わりに SPACE を使用
します。

v IRLM は間違ったグループを結合しました。指定した
ロック構造に接続される IRLM のセットはすべて同
一のグループのメンバーでなくてはなりません。
IRLM 始動プロシージャーで、GROUP パラメーター
が正しく指定されるようにしてください。正しくない
グループ名を指定すると、IRLM はロック構造に接続
し、他の接続からの応答を待機してタイムアウトにな
ります。 IRLM は、タイムアウトに対してメッセー
ジ DXR133I を出します。

STOP DATABASE コマンドの初めから 100 文字のみが
表示されます。

DSNT801I

説明: メッセージに表示されている構文のコマンドに対
して、 STOP DATABASE コマンドの非同期処理が完了
しました。

システムの処置: STOP DATABASE コマンドの非同期
処理が完了しました。
システム・プログラマーの応答:

処置は不要です。

ACTION A (ADD) DOES NOT ALLOW
GENERIC DISPLAY (% IN DATA
FIELD).

説明: DATA フィールドには、特定のデータ項目を指
定しなければなりません。
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DSNT802I
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSN8SSH
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: DATA フィールドに、特定のデータ
を入力してください。
DSNT802I

ONLY ACTION D (DISPLAY) IS
ALLOWED FOR DEPARTMENT
STRUCTURE.

説明: 部門構造については、追加、更新、または消去を
行うことはできません。表示のみを行うことができま
す。
このメッセージは、次のパネルによって出されます。
DSN8SSH
システムの処置: パネルが再表示されて、エラーのフィ
ールドにカーソルが位置づけられます。
ユーザーの処置: ACTION フィールドを D に変更する
か、あるいは、OBJECT フィールドを DE または EM
に変更してください。
DSNT803I

csect-name DB2 CANNOT IDENTIFY TO
IRLM. THE REQUESTED FUNCTION
LEVEL IS NOT SUPPORTED.

説明: DB2 が必要とする機能のレベルをサポートして
いない IRLM を識別しようとしました。このメッセー
ジと一緒に、異常終了理由コード 00E30800 が出されま
す。
システムの処置:
常終了します。

DB2 は、理由コード 00E30800 で異

システム・プログラマーの応答: IRLM 始動プロシージ
ャーの STEPLIB ステートメントが正しい IRLM コー
ド・ライブラリーを参照し、 IRLM が適切なメインテ
ナンス・レベルになっていることを確認してください。
DSNT804I

csect-name THERE ARE MODIFY
LOCKS OWNED BY THIS DB2 THAT
HAVE BEEN RETAINED

説明: DB2 のシャットダウン中に IRLM との接続が中
断されたときに、 IRLM が、まだ未解決の修正ロック
が存在することを示しました。これらのロックは IRLM
によって保存されました。保存ロックは、それらが保持
されているリソースを引き続きデータ共用グループ内の
他の DB2 からの要求から引き続き保護します。すなわ
ち、IRLM は、ロックの保存状態と適合しない別の
DB2 からのロック要求を拒否します。終了する DB2 サ
ブシステムが再始動し、ロックを保持するリソースがリ

532

カバリーされるまで、ロックは保存されます。
システムの処置: DB2 は、そのシャットダウン処理を
続行します。
システム・プログラマーの応答:
DSNT805I

応答は不要です。

NAME TYPE PART STATUS LPL
PAGES

説明: このメッセージは、キーワード LPL が指定され
た DISPLAY DATABASE コマンドの結果としての情報
を表示するために使用される一連のメッセージの始まり
を示します。このメッセージには、表示の見出しが入っ
ています。 (このメッセージは、上記とは異なり、画面
の左右いっぱいの連続した 1 行に表示されます。) この
メッセージの後には常に、列データを含む 1 つまたは
複数の DSNT806I メッセージが続きます。これらの見
出しによって識別されるデータの記述については、メッ
セージ DSNT806I を参照してください。
DSNT806I

space type part status LPL pages

説明: このメッセージでは、キーワード LPL を指定し
た DISPLAY DATABASE コマンドを出した結果表示さ
れる情報が示されます。先行メッセージ DSNT362I に
リストされたデータベースにある表スペースまたは索引
スペースの状態を記述する列データも示されます。この
メッセージの前には常に、列見出しメッセージ
DSNT805I が出されます。このメッセージのメッセージ
番号は表示されません。
メッセージ・フィールドは、以下の意味を持っていま
す。
space

表スペース名または索引スペース名。

type

表スペースの場合は TS、索引スペースの場合
は IX、LOB 表スペースの場合は LS です。

part

区画番号。非区分表スペースまたは非区分索引
スペースの場合はブランクです。

status

次の 1 つまたは複数がコンマで区切られて示
されます。最大長は、18 文字です。
ACHKP
この表スペースは検査保留状態に置か
れています。表スペースの場合の
ACHKP は、CHECK DATA でオーフ
ァンあるいは LOB が欠落しているの
が検出された、あるいは基本表の行と
LOB 表スペースにある LOB との同
期がとれていない状態が検出されたこ
とを示します。
AUXW この表スペースは警告状態に置かれて
います。 LOB 表スペースの場合の
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DSNT807I
AUXW は、LOB 表スペース内の 1
つまたは複数の LOB が無効であるこ
とを示します。基本表スペースの場合
の AUXW は、CHECK DATA でオー
ファンあるいは LOB が欠落している
のが検出された、あるいは基本表の行
と LOB 表スペースにある LOB との
同期がとれていない状態が検出された
ことを示します。
CHKP

この表スペースは検査保留状態に置か
れています。

COPY

イメージ・コピーがこのオブジェクト
(表スペースまたはこの表スペース内の
データ・セット) には必要です。
STOP も表示されます。 RESTART
中に DB2 が問題を検出したためにイ
メージ・コピーが必要になる場合、
STOP の代わりに STOPE が表示され
ます。

は索引スペースは、読み取りおよび書
き込み活動を目的として開始されてい
ます。
STOP

STOPE
内部矛盾が生じたため、DB2 は表ス
ペースまたは索引スペースを暗黙に停
止しました。エラーを検出した時に、
矛盾を示す DSNT500I または
DSNT501I メッセージが出されます。
STOPP
このデータベース、表スペース、また
は索引スペースの停止は、保留中また
は進行中です。
UT

このデータベース、表スペース、また
は索引スペースは、ユーティリティー
処理専用を目的として開始されていま
す。

UTRO

表スペースまたは索引スペースは RW
として開始されますが、ユーティリテ
ィーは進行中で、RO だけが許可され
ています。

UTRW

表スペースまたは索引スペースは RW
として開始されますが、ユーティリテ
ィーは進行中です。

UTUT

表スペースまたは索引スペースは RW
として開始されますが、ユーティリテ
ィーは進行中で、UT アクセスだけが
許可されています。

GRECP
このオブジェクト (表スペース、表ス
ペース区画、索引スペース、または索
引スペース区画) は、グループ・バッ
ファー・プールに障害が発生したた
め、リカバリー保留状態にあります。
この状態値はスペースについてだけ現
れます。これはデータベースには適用
されません。この制限された状態の解
決については、DB2 データ共用: 計画
および管理 を参照してください。
LPL

このオブジェクトには、論理または物
理損傷のために使用できないページま
たはページの範囲があります。

LSTOP この論理区画は停止されています。
RECP

この表スペースまたは索引スペース
は、リカバリー保留中です。メンバー
を再始動して、データに対するすべて
のアクセスを復元しなければなりませ
ん。論理区画の場合、RECP 状態は
RBDP* として現れます。

RBDP* 索引全体が SQL アプリケーションに
アクセスできないことを示しています
が、論理区画だけをリカバリーする必
要があります。

このデータベース、表スペース、また
は索引スペースは停止されます。

LPL pages
論理または物理損傷のため使用できない、指定
された space にあるページ。
DSNT807I

csect-name IRLM PURGE OF RETAINED
LOCKS FAILED.RETURN CODE =
retcode SUB-CODE = subcode

説明: DB2 が、この DB2 の保存ロックを除去する
PURGE 要求を IRLM に対して出しました。 PURGE
要求は正常に終了しませんでした。このメッセージは、
IRLM からの戻りコードとサブコードを示します。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNTRSTE

RO

このデータベース、表スペース、また
は索引スペースは、読み取り専用活動
を目的として開始されています。

システムの処置: DB2 は、理由コード 00E30808 で異
常終了します。再始動処理が終了します。

RW

このデータベース、表スペース、また

システム・プログラマーの応答: IRLM コードを参照し
てください。
第 17 章 DB2 メッセージ
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DSNT809E
DSNT809E

csect-name FEEDBACK FROM IRLM
IDENTIFY INDICATED IRLM DID NOT
CONNECT TO THE LOCK
STRUCTURE

説明: DB2 が IRLM を指定しましたが、IRLM がロッ
ク構造に接続しなかったため、続行することはできませ
ん。グローバル・ロックは無視されます。このメッセー
ジと一緒に、異常終了理由コード 00E30809 が出されま
す。
システムの処置:
常終了します。

DB2 は、理由コード 00E30809 で異

システム・プログラマーの応答: データ共用モードで
DB2 を実行している場合にこれが生じますが、関連す
る IRLM は、ローカル範囲で (IRLM 始動プロシージャ
ーの SCOPE=LOCAL) 実行されています。データ共用
モードで DB2 を実行している場合、関連する IRLM
始動プロシージャーが SCOPE=GLOBAL を指定するよ
うにしてください。逆に、データ共用モードで DB2 を
実行していない場合、関連する IRLM 始動プロシージ
ャーが SCOPE=LOCAL と指定するようにしてくださ
い。
DSNT810E

csect-name DB2 CANNOT IDENTIFY TO
IRLM. AN INVALID LOCK
STRUCTURE NAME WAS DETECTED.

説明: 無効なロック構造名が指定されたため、DB2 は
IRLM を指定することができませんでした。このメッセ
ージと一緒に、異常終了理由コード 00E30807 が出され
ます。
システムの処置: DB2 の始動は、理由コード 00E30807
で異常終了します。

た。このメッセージと一緒に、異常終了理由コード
00E30802 が出されます。
システムの処置:
常終了します。

DB2 は、理由コード 00E30802 で異

システム・プログラマーの応答: IRLM バージョン 2.1
は、IRLM と DB2 との間の 1 対 1 のマッピングを実
行します。複数の DBMS サブシステムは、同じ IRLM
を使用できません。以下を確認してください。
v 各 DB2 サブシステムが、それぞれの IRLM サブシ
ステムと関連している。
v 正しい IRLM プロシージャー名およびサブシステム
名が、DB2 システム・パラメーターで指定されてい
る。
DSNT812I

-MEMBER NAME member-name

説明: このメッセージは、データ共用環境にある各スレ
ッドごとに、 DSNT389I、DSNT394I、または DSNT396I
と共に出されます。この追加行は、このオブジェクトに
アクセスする DB2 サブシステムのメンバー名を報告し
ます。
メンバー名の後に文字 ’(CO)’ が付くと、このメンバー
はページ・セットまたは区画のキャストアウト所有者で
す。ページ・セットまたは区画のキャストアウト所有者
は、そのページ・セットまたは区画のキャストアウト入
出力のすべてを行う責任のある DB2 メンバーです。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
DSNT813I

---- status(es) page(s)

説明: このメッセージは、メッセージ DSNT389I、
DSNT392I、 DSNT394I、 DSNT396I、または DSNT806I
の後に出され、論理ページ・リスト (LPL) の状況また
はページの詳細について表示します。

システム・プログラマーの応答: データ共用モードで
DB2 を実行していない場合にこれが生じますが、関連
する IRLM は、グローバル範囲で (IRLM 始動プロシー
ジャーの SCOPE=GLOBAL) 実行されています。データ
共用モードで DB2 を実行していない場合、関連する
IRLM 始動プロシージャーが SCOPE=LOCAL を指定す
るようにしてください。逆に、データ共用モードで
DB2 を実行している場合、関連する IRLM 始動プロシ
ージャーで SCOPE=GLOBAL と指定するようにしてく
ださい。

このメッセージは DISPLAY DATABASE データ行の一
部であるため、メッセージ番号とサブシステム認識文字
は含まれていません。

DSNT811E

DSNT814I

csect-name DB2 CANNOT IDENTIFY TO
IRLM. REQUEST VIOLATES ONE DB2
PER IRLM RULE.

説明: 別の DBMS がすでに IRLM を指定しているた
め、DB2 は IRLM を指定することができませんでし
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LPL ページは、単一のページを示す形式 (ページ番号で
示されます)、またはページ範囲を示す形式 (ダッシュを
挟んで範囲の開始ページと終了ページの番号が示されま
す) の 2 つの形式で示されます。

NON-LOCAL INFORMATION
UNAVAILABLE FOR object = name

説明: DB2 データ共用グループの 1 つのメンバーが、
以下のいずれかの理由のため、別のメンバーからの情報
を取得できませんでした。
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DSNT814I
v DISPLAY を実行している DB2 サブシステムに送ら
れた最大バッファー域のオーバーフロー。このバッフ
ァー域には、DISPLAY 情報が含まれています。
v 対等 DB2 サブシステムからの DISPLAY DB 情報を
要求している間に問題が発生しました。
このメッセージに関連する用語を次に示します。
object

DATABASE または SPACE

name

DATABASE または SPACE の名前

ユーザーの処置:
v DISPLAY GROUP を出して、いずれかの DB2 メン
バーがダウンしていないか、応答しないものがないか
を確かめ、次に再度 DISPLAY DATABASE コマンド
を出してください。
v ’*’ を指定するかわりに、個々のデータベース名また
はスペース名を指定してください。

第 17 章 DB2 メッセージ
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第 18 章 DSNU... メッセージ
以下のユーティリティー・メッセージで示される重大度の値は、メッセージが出された時点のジョブ・ステ
ップから、ジョブ・ステップ条件コードとして戻されるものです。同じジョブ・ステップ中で、より高い重
大度の値をもつ追加メッセージが出された場合は、高い方の値がジョブ・ステップ条件コードとして反映さ
れます。
重大度の値の意味は、次のとおりです。
0

通知

エラーは発生していません。

4

警告

注意すべき条件が検出されています。ユーザーはそれ以
上の処置をとる必要があるかもしれません。

8

エラー

エラーが検出されており、処理を続行できません。

DSNU000I

csect-name OUTPUT START FOR
UTILITY, UTILID = uuuuuuu

説明: このメッセージは、特定のユーティリティー・ジ
ョブのための出力が開始されたことを示します。 この
ユーティリティー・ジョブを示すために使用されたユー
ティリティー ID は、 'uuuuuuu' です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
す。
DSNU001I

ユーティリティー処理が続行されま

csect-name - COULD NOT LOAD
RELEASE DEPENDENT MODULE
module-name CODE=code
REASON=reason

説明: 'module-name' のロード中に、示されたシステム
完了コードおよび理由コードを MVS が戻しました。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。
ユーザーの処置: 適切な MVS の資料を参照してくだ
さい。

csect-name- RELEASE DEPENDENT
MODULE module-name WAS NOT
FOUND

説明: システムは、示されたライブラリー (専用ライブ
ラリー、ジョブ・ライブラリー、または連係ライブラリ
ー) 内で指定されたモジュールを見つけることができま
せんでした。
システムの処置:
します。

DSNU002I

ユーティリティー・ジョブは異常終了

ユーザーの処置: ロード・モジュール・ライブラリーが
正しく示されており、示されたライブラリーに必要なプ
ログラムが入っていることを確認してください。 示さ
れたライブラリーに必要なプログラムが入っていない場
合は、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: モジュール名の最後の
3 文字は、 DSNUTILB に渡された、パラメーターで示
されたサブシステムの DB2 リリース・レベルを示しま
す。 しかし、LOAD は、そのリリースに対するリリー
ス従属ユーティリティー・モジュールを示されたライブ
ラリー内で見つけることができませんでした。 これは
保守の問題であると考えられます。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

DSNU003I

csect-name NOT INVOKED APF
AUTHORIZED

説明: DSNUTILS ストアード・プロシージャーが、許
可されて呼び出されませんでした。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: このユーティリティーは、ストアー
ド・プロシージャーにより実行されません。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答:
SYSIBM.SYSPROCEDURES 内の DSNUTILS 項目で、
ストアード・プロシージャーが WLM 設定アドレス・
スペース (WLM_ENV がブランクでない) 内で稼働する
ように指定しているか、DSNUTILS ロード・モジュール
が AC(1) でリンク・エディットされているか、
DSNUTILS ロード・モジュールが APF 許可ライブラリ
ー内にあるか、そして STEPLIB JOBLIB 内のすべての
ライブラリーが APF 許可を得ているかを確認してくだ
さい。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識
別と報告に関する情報については、DB2 Diagnosis Guide
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DSNU004I
and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている診断項目 (1、532、46、60、61) を収集し
てください。
DSNU004I

csect-name UTILITY utility NOT
SUPPORTED

説明: ストアード・プロシージャーがサポートするユー
ティリティーについては、DB2 ユーティリティー・ガイ
ドおよび解説書 を参照してください。
重大度:

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡を
とり、示されたサブシステムに対して -START DB2 コ
マンドを出すかどうかを、判断してください。
システム・プログラマーの応答: 示されたサブシステム
に対して -START DB2 コマンドを出すようにオペレー
ターに依頼してください。
問題判別: DB2 ユーティリティーを実行するために、
DB2 を始動する必要があります。
DSNU007I

8 (エラー)

csect-name DB2 SYSTEM system-name
DOES NOT EXIST

システムの処置: このユーティリティーは、ストアー
ド・プロシージャーにより実行されません。

説明: ユーティリティー始動処理で、示された DB2 サ
ブシステムに接続することができません。このシステム
上に、そのサブシステムが存在しないためです。

ユーザーの処置: ユーティリティーをバッチ・ジョブと
して実行してください。

重大度:

DSNU005I

システムの処置: ユーティリティー処理は、要求された
1 つまたは複数のユーティリティーを呼び出すことな
く、終了します。

csect-name input record

説明: このメッセージは、ユーティリティー構文解析プ
ログラムへの入力に接続したユーティリティー・ステー
トメントを表示しています。 このメッセージのあとで
追加のエラー・メッセージが出され、ユーティリティ
ー・ステートメントが原因で構文解析プログラム・エラ
ーが発生した理由が示されます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。 SYSIBM.SYSUTIL レコードは作成されません。
ユーザーの処置: 入力エラーを訂正した上で、ジョブを
入力し直してください。 このジョブは再始動させない
でください。
DSNU006I

csect-name DB2 SYSTEM system-name
HAS NOT BEEN STARTED

説明: ユーティリティー始動処理で、示された DB2 サ
ブシステムに接続することができません。このサブシス
テムに対する -START DB2 コマンドが出ていないため
です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー処理は、要求された
1 つまたは複数のユーティリティーを呼び出すことな
く、終了します。
ユーザーの処置: JCL を訂正して、EXEC ステートメ
ントに正しいサブシステム名を指定した上で、ジョブを
入力し直してください。 あるいは、システム・プログ
ラマーに連絡して、処理のためにそのサブシステムが使
用可能になる時間を判別してください。
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8 (エラー)

ユーザーの処置: JCL を訂正して、EXEC ステートメ
ントに正しいサブシステム名を指定した上で、ジョブを
入力し直してください。 指定する DB2 サブシステム
が不確かな場合は、システム・プログラマーに連絡して
ください。
システム・プログラマーの応答: 正しい DB2 サブシス
テムが -START DB2 コマンドを介して必ず始動されて
いるようにしてください。
問題判別: DB2 ユーティリティーを実行するために、
DB2 を始動する必要があります。
DSNU008I

csect-name SPECIFIED USER FAILED
VALIDITY CHECK

説明: ユーザーが接続妥当性検査に失敗したため、ユー
ティリティー始動処理で DB2 に接続することができま
せん。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー処理は、要求された
1 つまたは複数のユーティリティーを呼び出すことな
く、終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに連絡をと
り、ご使用のシステムのセキュリティー検査についての
支援を得てください。
システム・プログラマーの応答: ローカルに定義された
RACF またはこれに相当するセキュリティー・システム
接続許可がユーザーの DB2 へのアクセスを拒否しまし
た。 このユーザーにアクセスを許可する場合は、DB2
接続許可を許可してください。
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DSNU009I
DSNU009I

csect-name SPECIFIED USER NOT
AUTHORIZED FOR DB2 UTILITIES

説明: ジョブ・ステートメントに指定されたユーザーの
ためのユーティリティー始動処理が失敗しました。この
ユーザーが、DB2 ユーティリティーを実行する許可を
得ていなかったためです。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー処理は、要求された
1 つまたは複数のユーティリティーを呼び出すことな
く、終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーと連絡をと
り、ご使用のシステムのセキュリティー検査についての
支援を得てください。
システム・プログラマーの応答: ユーザーがジョブ・ス
テートメントに何か誤った指定を行っていた場合は、そ
れを訂正した上で、ジョブを実行し直してください。
SQL の GRANT コマンドを用いて、必要な許可をユー
ザーに与えてください。
DSNU010I

csect-name UTILITY EXECUTION
COMPLETE, HIGHEST RETURN CODE
= rr

システムの処置: ユーティリティー処理は終了します。
ユーザーの処置: 他のエラー・メッセージが出ていない
かどうか、ユーティリティー出力を調べてください。
DSNU013I

csect-name JOB WITH DUPLICATE
UTILID FOUND IN SYSUTIL

説明: 同じ修飾子をもつ項目が SYSIBM.SYSUTIL 表
内で見つかりました。現行のジョブでは、再始動は指定
されていません。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは、理由コ
ード X'00E40018' で異常終了します。
ユーザーの処置: ユーティリティーを再始動させる目的
でこのジョブを実行する場合には、 EXEC パラメータ
ーに RESTART を追加してください。 ユーティリティ
ーを実行し直すためにこのジョブを実行する場合には、
-TERM ユーティリティー・コマンドを用いて、同一の
修飾子をもつ項目を SYSIBM.SYSUTIL 表から削除して
ください。 このジョブが SYSIBM.SYSUTIL 項目のジ
ョブと無関係であれば、別の新しい修飾子を用いてくだ
さい。
DSNU014I

csect-name JOB WITH DUPLICATE
UTILID CURRENTLY EXECUTING

説明: ユーティリティーの処理が完了し、戻りコード
'rr' が戻されました。 これは、終了エラーが検出されな
かったことを示しています。

説明: 同じ修飾子をもつジョブが実行中であることがわ
かりました。

重大度:

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは、理由コ
ード X'00E40018' で異常終了します。

0 (通知) または 4 (警告)

システムの処置: ほとんどの場合、このジョブ・ステッ
プに関する SYSIBM.SYSUTIL レコードは、
SYSIBM.SYSUTIL から削除されます。 しかし、使用さ
れたユーティリティーが、REORG および
UNLOAD(PAUSE) であった場合、 SYSIBM.SYSUTIL
レコードはそのまま残されるので、RELOAD フェーズ
から REORG を再始動させることができます。
ユーザーの処置:
置は不要です。

戻りコード ('rr') が 0 であれば、処

戻りコード ('rr') が 4 のときは、他のメッセージが出さ
れていないかどうか、ユーティリティー出力を調べてく
ださい。
DSNU012I

csect-name UTILITY EXECUTION
TERMINATED, HIGHEST RETURN
CODE = rr

説明: ユーティリティーの実行が終了しました。 処理
の続行ができなくなるようなエラーが検出されました。
戻りコードの値は 8 です。
重大度:

8 (エラー)

ユーザーの処置: 現在実行中の同じ修飾子をもつジョブ
が正しいジョブであれば、そのジョブが完了するまで待
ってから同じ修飾子を使用するか、あるいは、別の修飾
子を使用するかしてください。 現在実行中のジョブが
誤っている場合には、-TERM コマンドを用いてそれを
終了させた上で、失敗したジョブを入力し直すことがで
きます。 REORG の中で UNLOAD フェーズを経て現
在アクティブなユーティリティー・ジョブ・ステップに
ついては、 -TERM UTILITY を実行しないでくださ
い。
DSNU015I

csect-name JOB WITH UTILID NOT
FOUND IN SYSUTIL FOR RESTART

説明: 前に失敗したユーティリティー・ジョブを再始動
させるために、ユーティリティー・ジョブが入力されま
した。 指定された修飾子をもつ SYSIBM.SYSUTIL 項
目が、見つかりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま
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DSNU016I
のユーティリティー ID を SYSIBM.SYSUTIL から削除
する必要があります。

ユーザーの処置: -DISPLAY ユーティリティー・コマ
ンドを用いて、正しい修飾子を判別してください。 そ
の後で、ジョブを入力し直すことができます。
DSNU016I

csect-name UTILITY BATCH MEMORY
EXECUTION ABENDED,
REASON=X0rrr

説明: ユーティリティーのバッチ・アドレス・スペース
が異常終了しました。 X'0rrr' が 4 桁 (すなわち、
X'00C1') であれば、この異常終了は、システムの X'rrr'
異常終了です。 X'0rrr' が 4 桁で、システム異常終了
X'000' が示された場合には、ユーザー異常終了が出され
ています。 X'0rrr' が 8 桁である場合、この異常終了は
システムの X'04E' 異常終了であり、 X'0rrr' は異常終了
理由コードを表しています。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 このジョブに関する SYSIBM.SYSUTIL 項目
は、SYSUTIL 表に残されています。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに相談して、
障害の分析についての情報を得てください。障害の原因
が訂正可能であれば、このユーティリティー・ジョブは
再始動させることができます。 エラーが訂正不可能の
場合は、-TERM コマンドを使用して失敗したジョブの
ユーティリティー ID を SYSIBM.SYSUTIL から削除す
る必要があります。
システム・プログラマーの応答: システム異常終了が発
生した場合には (4 文字)、該当の MVS 資料を参照して
ください。 異常終了理由コード (8 文字) が出された場
合には、 DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書
を参照して問題を判別してください。
DSNU017I

csect-name UTILITY DATABASE
SERVICES MEMORY EXECUTION
ABENDED, REASON=X0rrr

説明: データベース・サービスのアドレス・スペースが
異常終了しました。 X'0rrr' が 4 桁の 16 進数 (たとえ
ば、X'00C1') であれば、この異常終了は、MVS の X'rrr'
異常終了です。 '0rrr' が 8 桁の 16 進数であれば、こ
の異常終了は DB2 サブシステムの X'04E' 異常終了で
あり、X'0rrr' は異常終了理由コードを表しています。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 このジョブに関する項目は、
SYSIBM.SYSUTIL 表に残されています。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに相談して、
障害の分析についての情報を得てください。 障害の原
因が訂正可能であれば、このユーティリティー・ジョブ
は再始動させることができます。 エラーが訂正不可能
の場合は、-TERM コマンドを使用して失敗したジョブ
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システム・プログラマーの応答: MVS システムの異常
終了が発生した場合には (4 桁の 16 進数)、該当の
MVS 資料を参照してください。 異常終了理由コード
(8 桁の 16 進数) が出された場合は、 859 ページの
『第 4 部 DB2 コード』 で理由コードを調べてくださ
い。また、DB2 内にエラーがあると思われる場合に
は、問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
DSNU018I

|
|
|
|
|
|
|
|
|

csect-name JOB IS NOT
RESTARTABLE DUE TO -START
ACCESS FORCE COMMAND

説明: 以前に失敗したユーティリティー・ジョブを再始
動するためにユーティリティー・ジョブが実行依頼され
ました。 指定された修飾子の SYSIBM.SYSUTIL 項目
は見つかりましたが、-START DATABASE ACCESS
FORCE コマンドであるため、このジョブは再始動可能
ではありません。 -START DATABASE ACCESS
FORCE コマンドによって、ジョブ内の １つ以上 (しか
し全部ではない) のターゲット・オブジェクトの処理中
ユーティリティー状態が削除されました。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは、理由コ
ード X'00E40018' で異常終了します。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 指定された修飾子が正しい場合は、
-TERM UTILITY コマンドを使用してユーティリティー
を終了し、ジョブを再始動不能ジョブとして再実行依頼
してください。 -TERM UTILITY コマンドが失敗した
場合は、-START DATABASE ACCESS FORCE コマン
ドを使用して、ジョブ内のすべてのターゲット・オブジ
ェクト (表スペースおよび索引) に強制的にアクセスし
てください。最後のオブジェクトが強制的にアクセスさ
れると、SYSIBM.SYSUTIL レコードが削除されます。
修飾子が誤っている場合は、その修飾子を訂正してジョ
ブを再始動してください。
DSNU019I

csect-name THIS UTILITY IS NOT
ALLOWED AT A DB2 TRACKER SITE

説明: DB2 サブシステムは、トラッカー・サイトとし
て使用されるときは、ユーティリティー csect-name を
実行することはできません。サブシステム・パラメータ
ー TRKRSITE の値が YES に設定された場合は、DB2
サブシステムもトラッカー・サイトです。トラッカー・
サイト DB2 では、以下のユーティリティーしか実行す
ることができません。
v REPORT
v TORBA、TOLOGPOINT、または TOCOPY オプショ
ンなしの RECOVER
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v DIAGNOSE
重大度:

DSNU025I

8 (エラー)

システムの処置:

ユーティリティーが終了します。

説明: restart パラメーターに指定できる値は、NO か
null、CURRENT、あるいは PHASE のみです。

システム・プログラマーの応答: この DB2 サブシステ
ムをリモート・サイトのトラッカー・システムとして使
用する必要がない場合は、そのトラッカー・サイト状況
を除去してからユーティリティーを再試行してくださ
い。 DB2 サブシステムを停止してから、TRKRSITE =
NO を指定して再始動すると、トラッカー・サイト状況
を除去することができます。
ユーザーの処置:
ださい。
DSNU020I

重大度:

ユーザーの処置:
DSNU028I

システム・プログラマーに連絡してく

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
す。
ユーザーの処置: EXEC DD ステートメントで指定さ
れたサブシステム ID を調べてください。 それが正し
い場合には、サブシステムの処理の準備が整っていなか
ったことになります。 システム・プログラマーに、要
求されたサブシステムが処理のために再び使用できるよ
うになる時期を問い合わせてください。

これ以降のユーティリティー処理は終

| DSNU030I
|

csect-name PARM FIELD ERROR
parm-field

システムの処置: ユーティリティーは、以下のいずれか
の方法によって続行されます。

説明: EXEC ステートメントの PARM フィールドで、
エラーが検出されました。 'parm-field' は、その入力パ
ラメーター・フィールドを表しています。
重大度:

データ・セットが増分イメージ・コピー・データ・セッ
トの場合は、このデータ・セットおよび後続の増分イメ
ージ・コピーが存在しないかのように、ユーティリティ
ーが続行されます。

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: EXEC DD ステートメント内の、指
摘されたパラメーターを訂正した上で、ジョブを入力し
直してください。
問題判別: パラメーターの要件については、DB2 ユー
ティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくださ
い。

csect-name UNABLE TO ALLOCATE
dsn, RC=rr, CODE=ccc

説明: ユーティリティーが、必要なイメージ・コピー・
データ・セットを割り振ることができません。dsn は、
ユーティリティーが動的に割り振ろうとしたデータ・セ
ット名です。rr は、MVS 動的割り振りサービスからの
戻りコード、ccc は、その戻りコードに関連した理由コ
ードです。

問題判別: REORG ユーティリティーおよび UNLOAD
PAUSE オプションの説明は、 DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。
DSNU024I

csect-name UNABLE TO CONNECT TO
DB2, REASON=Xreason code

重大度: 8 (エラー)

4 (警告)

ユーザーの処置: アンロード・データ・セットに対して
必要なユーザー処置がとられた後で、
RESTART(PHASE) パラメーターを指定して、ジョブを
入力し直してください。

訂正し、再実行してください。

説明: DB2 サブシステムとの接続が失敗しました。
'reason-code' は、返された DB2 理由コードです。

csect-name JOB STEP INCOMPLETE

システムの処置:
了します。

8 (エラー)

システムの処置: このユーティリティーは、ストアー
ド・プロシージャーにより実行されません。

説明: UNLOAD PAUSE オプションを使用して、
REORG ユーティリティーが呼び出されました。 これ
により、アンロード・フェーズが完了すると、ジョブは
直ちに中断されます。 同じジョブ・ステップ内で後に
呼び出されるユーティリティーは、実行されません。
重大度:

csect-name INVALID RESTART
PARAMETER (restart)

このデータ・セットが全イメージ・コピー・データ・セ
ットの場合は、ユーティリティーは、最も直前の全イメ
ージ・コピー・データ・セットの使用を試みます。

|
|
|
|
|

データ・セットが COPYTOCOPY ユーティリティーに
よって使用され、ユーティリティーのジョブ・ステップ
に EVENT(ITEMERROR,SKIP) オプションを指定した
OPTIONS 制御ステートメントが含まれている場合、
COPYTOCOPY はリスト内の次の項目を処理します。
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DSNU031I
割り振りの失敗によって別の問題が発生し、ユーティリ
ティーが失敗することがあります。 これについては、
別のメッセージで示されます。

問題判別: エラー・メッセージの形式については、該当
する MVS 資料を参照してください。

ユーザーの処置: ジョブが失敗した場合には、システ
ム・プログラマーに連絡してください。

DSNU034I

システム・プログラマーの応答: (後続のメッセージに
よって示されるように) 割り振りエラーのためにユーテ
ィリティーが失敗した場合には、エラーを訂正した上
で、ジョブを入力し直してください。

説明: DDNAME='dddddddd' の必須 DD ステートメン
トが、このアプリケーションには有効でないデータ・セ
ット・タイプをもつことがわかりました。

問題判別: 動的割り振りから戻される可能性のある戻り
コードおよび理由コードの詳細については、該当の
MVS 資料を参照してください。

システムの処置: ユーティリティーは、戻りコード 8
を出して終了します。

DSNU031I

csect-name UNABLE TO UNALLOCATE
dsn, RC=rr, CODE=ccc

説明: リカバリー・ユーティリティーが、イメージ・コ
ピー・データ・セットを割り振り解除することができま
せん。 ユーティリティーが割り振り解除を試みたデー
タ・セット名は、dsn です。 MVS 動的割り振り解除サ
ービスからの戻りコードは、rr です。 この戻りコード
に関連する理由コードは、ccc です。

DATA SET TYPE INVALID FOR
DDNAME 'dddddddd'

重大度: 8 (エラー)

ユーザーの処置: このデータ・セットは、DB2 が取り
出す中間データを保管できるようになっていなければな
りません。 データ・セットがタイプ DUMMY、
SYSIN、または SYSOUT として指定されていないか検
査してください。 有効なデータ・セット・タイプの指
定を行うための支援が必要な場合は、システム・プログ
ラマーに相談してください。
システム・プログラマーの応答:
ョブを入力し直してください。

JCL を訂正して、ジ

システムの処置: 割り振り解除エラーは無視されて、ユ
ーティリティーの実行が続行されます。

DSNU035I

問題判別: 動的割り振りから返される可能性のある戻り
コードおよび理由コードの詳細な説明については、
「MVS/ESA Programming: Authorized Assembler Services
Guide」を参照してください。

説明: DD 名 ='dddddddd' の DD ステートメントが予
期されましたが、見つかりません。

DSNU032I

I/O ERROR ON WORKFILE, xxxxxx

説明: 必要な OS/VS データ・セットで、入出力エラー
が発生しました。 'xxxxxx' は、そのエラーおよびエラ
ーが発生したデータ・セットを記述するメッセージで
す。 このメッセージは、BSAM からの SVC 68
(SYNADAF) によって、DB2 ユーティリティーに返され
ます。 このデータ・セットは、アンロード・データ・
セット、イメージ・コピー・データ・セット、あるいは
ロードまたは再編成作業ファイル・データ・セットのた
めに必要であったものと思われます。 このユーティリ
ティーは、OS/VS データ・セットを用いたフェーズの初
めで停止します。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 このユーティリティー・ジョブ・ステップ
は、停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: RELOAD フェーズでのアンロー
ド・データ・セットの場合以外は、損傷を受けていない
出力データ・セットを用意すれば、ジョブを再始動する
ことができます。
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csect-name UNABLE TO FIND DD
CARD FOR DDNAME, 'dddddddd'

重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーは、戻りコード 8
を出して終了します。
ユーザーの処置: DDNAME がユーザーの出した名前で
あれば、それを再検討して訂正してください。
DDNAME が、ユーザーではなくシステムが指定する名
前のときは、システム・プログラマーに相談してくださ
い。
システム・プログラマーの応答:
ョブを入力し直してください。
DSNU036I

JCL を訂正して、ジ

csect-name UNABLE TO OPEN DCB
FOR DDNAME dddddddd

説明: DDNAME 'dddddddd' に関連する DCB を、オー
プンすることができません。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは、理由コ
ード X'00E40070' を出して異常終了します。 このユー
ティリティー・ジョブ・ステップは、停止状態に置かれ
ます。
ユーザーの処置: この DD 名がユーザーの出した名前
であれば、それを検討して訂正してください。この DD
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名がユーザーではなくシステムから与えられた名前であ
れば、システム・プログラマーに連絡してください。

べてのデータ・セットは、ゼロよりも大きい有効レコー
ド長をもっていなければなりません。

システム・プログラマーの応答: ジョブ制御言語を訂正
した上で、ジョブを入力し直してください。

システムの処置: このユーティリティー・ジョブは、理
由コード X'00E40070' により異常終了します。 ユーテ
ィリティー・ジョブ・ステップは、停止状態に置かれま
す。

DSNU037I

csect-name - RECFM=U FOR DDNAME
dddddddd

説明: このユーティリティーで使用するデータ・セット
のレコード形式が、不定形式 'RECFM=U' になっていま
す。すべてのデータ・セットは、固定長または可変長
で、ブロック化または非ブロック化になっている必要が
あります。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは、理由コ
ード X'00E40070' を出して異常終了します。 このユー
ティリティー・ジョブ・ステップは、停止状態に置かれ
ます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このユーティリティ
ー・ジョブに関係するデータ・セットに RECFM=U が
指定されていないようにしてください。停止しているユ
ーティリティーを TERM UTILITY コマンドで終了させ
てからジョブを再実行依頼するか、あるいは停止してい
るユーティリティーの RESTART(PHASE) を行ってくだ
さい。
DSNU038I

csect-name BLOCK SIZE FOR DCB,
DDNAME dddddddd, IS TOO SMALL,
MUST BE AT LEAST bbbbb BYTES

説明: DDNAME 'dddddddd' のデータ・セットのブロッ
ク・サイズが、書き込む必要のあるレコードを収めるに
は小さすぎます。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは、理由コ
ード '00E40079' を出して異常終了します。 ユーティリ
ティー・ジョブ・ステップは、停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: エラーのデータ・セットを削除してく
ださい。 DDNAME 'dddddddd' のデータ・セットのブロ
ック・サイズが、少なくとも 'bbbbb' バイトになるよう
に、JCL を変更してください。 RESTART(PHASE) オ
プションを指定して、ユーティリティー・ジョブを入力
し直してください。
DSNU039I

csect-name - LRECL=0 FOR DDNAME
dddddddd

説明: DB2 ユーティリティーが使用するデータ・セッ
トのレコード長が、 OPEN 後にゼロになっています。
固定長または固定長ブロック化のレコード形式をもつす

ユーザーの処置: DDNAME が、ユーザーによって入力
されたものであれば、それを検討して訂正してくださ
い。 JCL の DCB パラメーターに有効な LRECL を指
定する必要があるかもしれません。 ユーザーではなく
システムから与えられた名前であれば、システム・プロ
グラマーに連絡してください。
オペレーターの応答: ユーザーまたはシステム・プログ
ラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: データ・セット定義を
訂正するか、あるいは、JCL に DCB 情報を追加してく
ださい。 停止しているユーティリティーの
RESTART(PHASE) を実行するか、あるいは、停止して
いるユーティリティーに -TERM UTILITY コマンドを
出した後でジョブを入力し直してください。
DSNU040I

csect-name ERROR ACCESSING
DDNAME ddname, DECB=Xhex string

説明: 'ddname' が示すユーティリティーの一時ファイ
ルの BSAM アクセス中に、エラーが発生しました。
エラーを示す DECB は、16 進数ストリングの形式で与
えられます。
システムの処置: 実行中のユーティリティーは、このメ
ッセージに続いて、異常終了理由コード '00E40071' を
出して X'04E' 異常終了となります。
ユーザーの処置: このメッセージの「問題判別」に示さ
れている情報を参照してください。 問題を訂正してく
ださい。 -TERM コマンドを出してユーティリティー・
ジョブを終了させた上でこのジョブを入力し直すか、あ
るいは、RESTART パラメーターを指定してこのジョブ
を入力し直してください。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、-TERM UTILITY コマンドを出して、停止してい
るユーティリティーが要求したリソースを解放すること
ができます (これは、必要でないこともあります)。
問題判別: 提供された DECB の最初の 4 バイトに、
ECB が入っています。 ECB の最初のバイトには、エ
ラーの原因を示す状況ビットが含まれています。 状況
ビットの意味については、該当の MVS 資料を参照して
ください。
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DSNU041I
DSNU041I

は、 -TERM ユーティリティー・オプションはほとんど
使用しません。

csect-name INVALID CONCATENATED
DATA SET FOR DDNAME dddddddd

オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、-TERM UTILITY コマンドを出して、停止してい
るユーティリティーが要求したリソースを解放すること
ができます (これは、必要でないこともあります)。

説明: 入力データ・セットでない連結データ・セットが
検出されました。 入力データ・セットだけしか連結で
きません。
システムの処置: このユーティリティー・ジョブは、理
由コード X'00E40070' で異常終了しました。 このユー
ティリティー・ジョブ・ステップは、停止状態に置かれ
ます。
オペレーターの応答:
てください。

問題判別: この異常終了に伴い、異常終了理由コード
X'00E40005' が出され、SVC ダンプが要求されます。
ほとんどの場合、MVS ソートからのエラー・メッセー
ジが問題を示すので、ダンプは必要ありません。 ソー
ト処理で、UTPRINT データ・セットをオープンするこ
とができない場合には、メッセージと異常終了だけが出
されます。 たとえば、UTPRINT DD ステートメントが
指定されなかった場合には、 UTPRINT の問題を訂正し
てから、ジョブを入力し直してください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DD 名 ’dddddddd’ の
データ・セットから、連結データ・セットを除去してく
ださい。停止しているユーティリティーを TERM
UTILITY コマンドで終了させてから、ジョブを入力し
直すか、あるいは RESTART(PHASE) を使用して、停止
しているフェーズの先頭からユーティリティーを再始動
してください。
DSNU042I

DSNU046I

説明: ユーティリティー・コマンドおよび関連する制御
ステートメントが原因で、 内部フィールドが DB2 サ
ブシステムの限度を超えました。

csect-name SORT PHASE
STATISTICS.NUMBER OF RECORDS=n
ELAPSED TIME=hh/mm/ss

重大度:

DSNU044I

システムの処理が正常に続行されま

csect-name ERROR FROM SORT
COMPONENT RC=n, UTILITY
STOPPED

説明: MVS ソートから、ゼロ以外の戻りコード 'n' が
返されました。 ソート・フェーズからのエラー・メッ
セージは、UTPRINT データ・セットに印刷されます。
システムの処置: 実行中のユーティリティー・ジョブ
は、停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: エラーの原因を判別してください。
エラーが訂正可能であれば、RESTART(PHASE) オプシ
ョンを用いることにより、ソート・フェーズの先頭から
このユーティリティーを再始動させることができます。
ユーティリティーを完了できないようなエラーの場合に
は、-TERM コマンドを出して、停止しているユーティ
リティーをシステムから除去しなければなりません。
停止しているユーティリティーが REORG である場合
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ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: 可能な限り、ユーティリティー・ステ
ートメントのサイズや複雑さを減らしてください。たと
えば、複数の表に対する LOAD を分割して、それぞれ
の表ごとに個別のロード・ステートメントを書いたり、
あるいは、 'when'、'continueif'、および 'nullif' オペラン
ドに関する比較フィールドのサイズを縮小したりしてく
ださい。

0 (通知)

システムの処置:
す。

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

説明: このメッセージは、ユーティリティーの SORT
フェーズに関する統計を提供しています。 ソートされ
たレコードの数 'n' と、時間、分、秒表示による SORT
フェーズの期間が示されています。
重大度:

csect-name UTILITY STATEMENT IS
TOO LONG OR TOO COMPLEX

問題判別: 正しいオペランドの定義については、DB2
ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してく
ださい。

|
|
|

|

DSNU047I

csect-name A REQUIRED DD CARD OR
TEMPLATE IS MISSING
NAME=missing-dd

説明: 実行中の DB2 ユーティリティーの処理を続ける
ためには、データ・セットが必要です。欠落しているデ
ータ・セットの DDNAME または TEMPLATE 名が指
定されています。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーの処理は終了しま
す。
オペレーターの応答:
てください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

システム・プログラマーに通知し

DSNU048I
システム・プログラマーの応答: JCL を訂正して、指
示された DD ステートメントを組み込むか、あるいは
TEMPLATE 制御ステートメントを追加してください。
必要な DD ステートメントに関する詳細については、
DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照し
てください。
DSNU048I

csect-name INVALID OPERAND FOR
KEYWORD kkkkkkkk

説明: ユーティリティー構文解析プログラムが、キーワ
ード 'kkkkkkkk' に指定されたオペランドが無効である
と判断しました。
重大度:

csect-name INSUFFICIENT OPERANDS
FOR KEYWORD kkkkkkkk

説明: キーワード 'kkkkkkkk' が指定された場合に必要
なオペランドが、指定されていませんでした。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
ユーザーの処置: オペランドの指定を訂正してジョブを
再実行依頼してください。 'kkkkkkkk' の正しいオペラ
ンドを判別するには、DB2 ユーティリティー・ガイドお
よび解説書 を参照してください。

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: エラーが発生したオペランドを訂正し
て、ユーティリティー・ジョブを再実行依頼してくださ
い。 正しいオペランドの定義については、DB2 ユーテ
ィリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくださ
い。
DSNU049I

csect-name - INVALID OPERAND
oooooooo FOR KEYWORD kkkkkkkk

説明: ユーティリティー構文解析プログラムが、キーワ
ード 'kkkkkkkk' には、オペランド 'oooooooo' を指定で
きないと判断しました。 これは、キーワード MAXRO
または DELAY の後ろに負の値が含まれていることを
示します。
重大度:

DSNU051I

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

DSNU052I

csect-name KEYWORD kkk
INCOMPATIBLE WITH OTHER
KEYWORDS OR OPERANDS

説明: 指定されたキーワード 'kkk' は、他のキーワード
またはオペランドと一緒に使用することはできません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 指定されたキーワードの正しい構文に
ついては、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書
を参照してください。
DSNU053I

csect-name FIELD cccccccc NOT FOUND

説明: 指定された列名 'cccccccc' が、処理中の表の正し
い列名としてカタログ内に見つからなかったか、あるい
は WHEN キーワード・フィールド名がフィールド名リ
スト内に見つからなかったかのいずれかです。
重大度:

8 (エラー)

ユーザーの処置: エラーが発生したオペランドを訂正し
て、ユーティリティー・ジョブを再実行依頼してくださ
い。 適切なオプション指定については、DB2 ユーティ
リティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

システムの処置:
せん。

DSNU050I

問題判別: 有効な列名は、SYSIBM.SYSCOLUMNS カ
タログ表の中から見つけることができます。

csect-name utility-statement

説明: このメッセージは、SYSIN から入力されたユー
ティリティー・ステートメントを示します。
重大度:

システムの処置:
す。

ユーザーの処置: LOAD ユーティリティー・ステート
メントを訂正した上で、ジョブを入力し直してくださ
い。

DSNU054I

0 (通知)
ユーティリティーの処理は継続されま

ユーティリティーの処理は開始されま

csect-name TABLESPACE ssssssss NOT
FOUND

説明: TABLESPACE キーワードのオペランド 'ssssssss'
で指定された名前が、既存の表スペース名でありませ
ん。
重大度:

8 (エラー)
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DSNU055I
システムの処置:
せん。

ユーザーの処置: データベース名を訂正し、このユーテ
ィリティー・ジョブ・ステップを入力し直してくださ
い。

ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: 表スペース名またはデータベース名、
あるいはその両方を訂正した上で、ジョブを入力し直し
てください。

問題判別: 正しいデータベース名は、
SYSIBM.SYSDATABASE カタログ表を照会することに
よって見つけることができます。

問題判別: 有効な表スペース名は、
SYSIBM.SYSTABLESPACE カタログ表にあります。
DSNU055I
説明:

csect-name INDEX iiiiiiii NOT FOUND

指定された索引名 'iiiiiiii' が無効です。

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
ユーザーの処置: 索引名を訂正した上で、ジョブを入力
し直してください。
問題判別: 有効な索引名は、SYSIBM.SYSINDEXES カ
タログ表にあります。
DSNU056I

csect-name TABLE tttttttt NOT FOUND

説明: ユーティリティーが表名 'tttttttt' を指定していま
すが、表が存在しません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このエラーは、ユーティリティー・ジ
ョブ・ステップのそれ以降の処理を終了させるほど重大
なものです。 このユーティリティー・ジョブ・ステッ
プは終了し、リソースは解放されて以前の状態に戻され
ます。

|
|
|

DSNU058I

csect-name utility-name UTILITY NOT
ALLOWED AGAINST AN OBJECT IN
RECOVER PENDING STATE

説明: RECOVER PENDING STATE にあるオブジェク
トに対して、ユーティリティーの実行が試みられまし
た。 CHECK、 COPY、 MODIFY、 LOAD、
QUIESCE、 REORG、および RUNSTAT は許可されま
せん。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: このオブジェクトに対して LOAD
REPLACE、RECOVER、または REPAIR のいずれかを
使用して、このオブジェクトを RECOVERY PENDING
STATE から除去してください。 ジョブを再実行依頼し
てください。
システム・プログラマーの応答: オブジェクトを
RECOVER PENDING STATE から除去するときに、3
つのユーティリティー、 LOAD REPLACE、
RECOVER、または REPAIR のうちどれを使用すべきか
を決定します。

ユーザーの処置: 表名またはデータベース名、あるいは
その両方を訂正した上で、このユーティリティー・ジョ
ブ・ステップを入力し直してください。

DSNU059I

問題判別: 正しい表名は、SYSIBM.SYSTABLES カタ
ログ表を照会することによって見つけることができま
す。

説明: ROSHARE READ データベースに対して、ユー
ティリティーの実行が試みられました。 読み取り専用
の共用データベースに対する実行が許されるのは、
RUNSTATS、 DIAGNOSE、および REPAIR の DBD
ユーティリティーだけです。

DSNU057I

csect-name DATABASE database-name
NOT FOUND

説明: DATABASE キーワードのオペランド
'database-name' は、既存のデータベース名を指定してい
ません。
重大度:

8

重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
ユーザーの処置: 必要であれば、所有システムでユーテ
ィリティー・ジョブを入力し直してください。

システムの処置: このエラーは、ユーティリティー・ジ
ョブ・ステップのそれ以降の処理を終了させるほど重大
なものです。 このユーティリティー・ジョブ・ステッ
プは終了し、リソースは解放されて以前の状態に戻され
ます。
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csect-name utility-name UTILITY NOT
ALLOWED TO RUN ON A ROSHARE
READ DATABASE
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DSNU060I
DSNU060I

csect-name USER userid NOT
AUTHORIZED FOR util-name UTILITY
ON DATABASE dbase-name

説明: ユーザー 'authorization ID' が、データベース
'dbase-name' 内のオブジェクトに対してユーティリティ
ー 'util-name' を実行しようとしました。 指定されたデ
ータベースに関してユーティリティーを実行するための
許可が、このユーザーに与えられていなかったか、ある
いはユーザーの許可の中にこのユーティリティーが含ま
れていなかったかのいずれかです。
重大度:

12 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: 正しいデータベースが指定されている
かどうか確認してください。 指定が正しい場合には、
許可についてシステム・プログラマーに相談してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: ユーザーのアクセスが
拒否された原因を判別してください。 許可を訂正する
か、あるいは許可を得ている別のユーザーにユーティリ
ティーを呼び出してもらってください。
問題判別: 次のカタログ表を調べることにより、適切な
権限を得ているユーザーを判別できます。
SYSIBM.SYSUSERAUTH、SYSIBM.SYSDBAUTH、また
は SYSIBM.SYSRESAUTH。

– ユーティリティー・ジョブが DIAGNOSE、
REPORT、または STOSPACE ユーティリティーを
含んでいる場合。 それらのユーティリティーは、
実行依頼者によって、もしくは SYSOPR、
SYSCTRL、または SYSADM 権限の保有者によっ
て終了させる必要があります。
どのユーザーも -DISPLAY UTILITY コマンドを出すこ
とができます。
システムの処置: ユーティリティー ID utilid について
の -TERM UTILITY 要求は、拒否されます。
ユーザーの処置:
ださい。

以下の該当するアクションをとってく

v ユーティリティーがアクセスするデータベースを識別
できるまで待ってから、コマンドを出し直す。
v 必要な権限を得てから、コマンドを出し直す。
v 適切な権限を持っている別のユーザーにコマンドを出
してもらう。
DSNU062I

csect-name util-name UTILITY MAY NOT
BE RUN ON OBJECT
qualifier.object-name

説明: オブジェクト 'qualifier.object-name' に対して、ユ
ーティリティー 'util-name' の実行が試みられました。こ
れは許されません。指定されたオブジェクトは、指定さ
れた DB2 ユーティリティーでは処理できません。
重大度: 8 (エラー)

DSNU061I

csect-name USER userid NOT
AUTHORIZED, UTILID=utilid

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
す。

説明: 指定されたユーザーが、ユーティリティー・コマ
ンドを出しましたが、それを行う許可を与えられていま
せん。

ユーザーの処置: 無効なユーティリティー制御ステート
メントを取り除いて、ジョブを入力し直してください。

-TERM UTILITY コマンドは、以下の人だけが実行でき
ます。

DSNU063I

v ユーティリティー・ジョブの実行依頼者。
v SYSOPR、SYSADM、または SYSCTRL 権限をもっ
ているユーザー。
v ユーティリティーが使用するすべてのデータベースに
ついて DBADM、DBCTRL、または DBMAINT 権限
をもっているユーザー。
十分なデータベース権限を持っているユーザーでも、
以下の状態にあるときは TERM UTILITY コマンドは
失敗します。
– ユーティリティーがどのデータベースにアクセスす
るかを判別する前に、ユーザーがコマンドを出した
場合。

csect-name utility-name UTILITY NOT
ALLOWED AGAINST AN OBJECT IN
REBUILD PENDING STATE

説明: REBUILD PENDING STATE となっているオブ
ジェクトに対してユーティリティーの実行が試みられま
した。 CHECK、 COPY、 MODIFY、 LOAD、
QUIESCE、 REORG、および RUNSTAT は許可されま
せん。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
ユーザーの処置: このオブジェクトに対して LOAD
REPLACE、RECOVER、または REPAIR のいずれかを
使用して、このオブジェクトを REBUILD PENDING
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DSNU064I
STATE から除去してください。 ジョブを再実行依頼し
てください。
システム・プログラマーの応答: 索引を REBUILD ユ
ーティリティーを使って再作成し、オブジェクトを
REBUILD PENDING 状態から除去してください。
DSNU064I

csect-name UTILITY NOT ALLOWED
AGAINST SYSTEM DATABASE

説明: データベース DSNDB01 または DSNDB06 に対
して、ユーティリティーを実行する試みが行われまし
た。以下のユーティリティーは、DSNDB01 に対して実
行することは許されません。
LOAD
SYSUTILX に対する REORG TABLESPACE (その
他の DSNDB01 表スペースに対しては実行が許され
ています)
CHECK DATA
REPAIR DBD
RUNSTATS
MODIFY STATISTICS
以下のユーティリティーは、DSNDB06 に対して実行す
ることは許されません。
LOAD (SYSIBM.SYSSTRINGS を除く)
CHECK DATA
REPAIR DBD
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
止します。

DSNU066I

説明: DB2 カタログ表上で LOAD ユーティリティー
を実行しているときに、 REPLACE オプションを指定
しようとしました。 DB2 カタログ表の既存の行を置換
することはできません。 DB2 カタログ表では、既存の
行に行を追加することしかできません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
ユーザーの処置: オペランドを訂正した上で、ジョブを
入力し直してください。
DSNU067I

システムの処置: ユーティリティーは完了コード 8 を
戻します。
プログラマーの応答: ユーティリティー・ステートメン
トを訂正してください。

ユーティリティー・ジョブの実行が停
DSNU068I

csect-name UTILITY NOT ALLOWED
AGAINST A WORK FILE

説明: データベース DSNDB07 に対してユーティリテ
ィーの実行が試みられました。作業ファイルに対してユ
ーティリティーを実行することは、許されません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
止します。

csect-name - TABLE SPACE
table-space-name IS NOT A LOB TABLE
SPACE

説明: 指定された表スペース、table-space-name は
LOB 表スペース ではありません。ユーティリティーの
オブジェクトは LOB 表スペース でなければなりませ
ん。

ユーザーの処置: 無効なユーティリティー制御ステート
メントを取り除いて、ジョブを入力し直してください。
DSNU065I

csect-name OPERAND oooooo NOT
ALLOWED FOR uuuuuu UTILITY
against tttttt TABLE

ユーティリティー・ジョブの実行が停

ユーザーの処置: 無効なユーティリティー制御ステート
メントを取り除いて、ジョブを入力し直してください。

csect-name - function IS NOT
SUPPORTED FOR LOB TABLE
SPACES

説明: 指定された関数 function は、指定された LOB
表スペースに対してはサポートされていません。メッセ
ージに報告されている LOB 表スペース は、ユーティ
リティー・ステートメントに直接、指定することはでき
ません。
システムの処置: ユーティリティー処理が続行されま
す。
DSNU069I

説明:

csect-name - AUXILIARY TABLE
table-name NOT PERMITTED AS
EXCEPTION TABLE

補助表は例外表として指定されました。

システムの処置:
戻します。

ユーティリティーは完了コード 8 を

プログラマーの応答: 補助表でない例外表を指定してく
ださい。
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DSNU070I
DSNU070I

csect-name KEYWORD OR OPERAND x
INVALID WITH y

説明: KEYWORD または OPERAND 'x' の使い方が、
KEYWORD または OPERAND 'y'と矛盾しています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: エラーの制御ステートメントは拒否さ
れ、処理が停止します。
ユーザーの処置: エラーの制御ステートメントを訂正し
た上で、ジョブを入力し直してください。
DSNU071I

csect-name KEYWORD x REQUIRES
KEYWORD y

説明: キーワード 'x' を指定する場合は、キーワード
'y' も指定しなければなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: エラーの制御ステートメントは拒否さ
れ、処理が停止します。
ユーザーの処置: エラーのある制御ステートメントを訂
正し、ジョブを再実行依頼してください。
DSNU072I

csect-name INVALID KEYWORD(S)
SPECIFIED FOR TABLESPACE LIST

説明: 表スペースのリストには、指定されたキーワード
を入れることはできません。
重大度:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 指定されたキーワードを、表スペース
のリストから除去してください。
DSNU073I

csect-name - KEYWORD 'wwwww'
IGNORED

説明: キーワード 'wwwww' は、サポートされなくなり
ました。
0 (通知)

システムの処置:
す。

ユーティリティー処理が続行されま

問題判別: 現行の構文については、DB2 ユーティリテ
ィー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

csect-name - utility UTILITY NOT
SUPPORTED FOR LOB TABLE
SPACE: table-space-name

説明: 指定された表スペースが LOB スペースで、ユー
ティリティーが LOB 表スペースをサポートしないの
で、ユーティリティー・ステートメントは失敗しまし
た。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: ユーティリティー・ステートメン
トを訂正してください。

| DSNU075I
|
|

csect-name - TABLE table_name, LOB
COLUMN column-name - DEFINITION IS
NOT COMPLETE

説明: 表 table_name の LOB 欄 column-name の定義
が、完全ではありません。
システムの処置:
戻します。

ユーティリティーは完了コード 8 を

プログラマーの応答: LOB 列定義を完了してくださ
い。 LOB 列定義は、LOB 表スペース、補助表および
補助表の索引が LOB 列に対して作成されるまでは、完
全ではありません。
DSNU076I

8 (エラー)

システムの処置:

重大度:

DSNU074I

csect-name - KEYWORD=keyword
INVALID FOR type TABLE
SPACE=table_space_name

説明: ユーティリティーのオブジェクトが type 表スペ
ースのとき、キーワード keyword は無効です。
システムの処置:
戻します。

ユーティリティーは完了コード 8 を

プログラマーの応答: ユーティリティー・ステートメン
トを訂正してください。
DSNU077I

csect-name - utility IS PROHIBITED
BECAUSE object IS pending-state

説明: object は pending-state であるので、指定された
utility は禁止されています。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーは終了し、完了コー
ド 8 を戻します。
プログラマーの応答:
v オブジェクトが LOB 表スペースで、状態が CHECK
PENDING である場合は、 CHECK LOB ユーティリ
ティーを実行してください。
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DSNU078I
v オブジェクトが補助索引で、状態が REBUILD
PENDING である場合は、 REBUILD INDEX ユーテ
ィリティーを実行してください。
v オブジェクトが補助索引で、状態が CHECK
PENDING である場合は、 CHECK INDEX ユーティ
リティーを実行してください。
DSNU078I

csect-name INVALID DBCS IDENTIFIER
iiii

説明: DBCS ID iiii が無効です。 理由コードは以下の
とおりです。
101

シフトアウトとシフトインの間に存在するバイ
ト数が奇数である。

102

ID の終わりにシフトインが見つからない。

103

DBCS のブランクの X’4040’ は許されない。

104

シフトアウトとシフトインの間に文字が存在し
ない。

105

シフトアウトは、シフトアウトとシフトインの
間にある DBCS 文字の最初のバイトであって
はならない。

重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: DBCS ID を訂正した上で、ジョブを
入力し直してください。
問題判別: DBCS ID についての正しい構文を判別する
には、 DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照してくださ
い。
DSNU079I

csect-name UNBALANCED PARENS IN
CONTROL STATEMENT

説明: ユーティリティー構文解析プログラムにより、入
力ストリング内の左右の括弧が対になっていないことが
判別されました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: 抜けている括弧のロケーションを突き
止め、括弧を挿入してください。 その後で、ユーティ
リティー・ジョブを入力し直すことができます。
問題判別: オプション指定についての正しい構文を判別
するには、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書
を参照してください。
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DSNU080I

csect-name NO UTILITY STATEMENTS
FOUND IN dd-name

説明: DD 名によって識別されたデータ・セットに、テ
キストが入っていませんでした。システムがファイルの
終わりを早期に処理してしまったか、あるいはこのジョ
ブではユーティリティー・ステートメントをスキップす
る必要があります。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: データ・セットが SYSIN ならば、少
なくとも 1 つのユーティリティーを指定するか (1 つも
ない場合)、このジョブがユーティリティー・ステートメ
ントを実行しないことを確認します。データ・セットが
LISTDEF (SYSLISTD) または TEMPLATE (SYSTEMPL)
データ・セットならば、そのデータ・セットまたは
SYSIN 内に、必要な制御ステートメントを指定しま
す。
DSNU081I

csect-name OPERAND 'ooooooo'
EXCEEDS KEYWORD 'kkkkkkkk'
MAXIMUM LENGTH

説明: ユーティリティー構文解析プログラムにより、オ
ペランド 'oooooooo' がキーワード 'kkkkkkkk' の最大長
を超えていることが判別されました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: オペランドを訂正した上で、ジョブを
入力し直してください。
問題判別: 正しいオペランド指定について判別するに
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。
DSNU082I

csect-name INVALID KEYWORD kkkkkkkk

説明: 指定されたキーワードが、この制御ステートメン
トの文脈では認識されません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: キーワードを訂正し、ジョブを入力し
直してください。
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DSNU083I
DSNU083I

csect-name INVALID HEXADECIMAL
OPERAND hhhhhhhh

説明: ユーティリティー構文解析プログラムにより、オ
ペランド 'hhhhhhhh' が 16 進数オペランドとしては無
効であると判別されました。 16 進数以外の文字が含ま
れているか、または文字数が奇数になっているかのいず
れかです。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: キーワードを訂正し、ジョブを入力し
直してください。
DSNU084I

csect-name INVALID GRAPHIC
OPERAND gggg

説明: ユーティリティー構文解析プログラムにより、オ
ペランド 'gggg' が 16 進数オペランドとしては無効で
あると判別されました。 漢字オペランドのシフト文字
の一方または両方が抜けているか、あるいは文字数が偶
数になっていないかのいずれかです。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: ユーティリティー・ステートメントを
訂正し、ジョブを入力し直してください。
DSNU085I

csect-name INVALID SPECIAL
CHARACTER OPERAND ssss

説明: ユーティリティー構文解析プログラムにより、オ
ペランド 'ssss' が特殊文字オペランドとしては無効であ
ると判別されました。 特殊文字オペランドが無効にな
るのは、シフトアウト文字またはシフトイン文字の一方
が指定されていたが対応するシフト文字が抜けている
か、あるいはシフトアウト文字とシフトイン文字で囲ま
れた文字数が偶数になっていない場合です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: ユーティリティー・ステートメントを
訂正し、ジョブを入力し直してください。

DSNU086I

csect-name ttttt I/O ERRORS ON
SPACE= dddddddd. DATA SET
NUMBER= nnn. I/O ERROR PAGE
RANGE= aaaaaa, bbbbbb.

# 説明: DB2 はエラーを検出しました。このメッセージ
# は、次の理由で出されます (ただし、これらの理由に限
# りません)。
# v 示されたオブジェクトに対する入出力エラーが検出さ
#
れた。 ttttt は、'READ' または 'WRITE' のいずれか
#
です。 nnn は、データ・セット番号です。 aaaaaa
#
は、そのデータ・セット内の損傷のある最初のページ
#
であり、 bbbbbb は、損傷のある最後のページです。
# v 壊れたページが検出された。
# v 「完全でなければならない」エージェントのページ・
#
パリティー・エラーが検出された。
# v 読み取りまたは書き込みの入出力エラーが検出され
#
た。 LPL リカバリーが進行中のため、ページが LPL
#
の代わりに WEPR に追加された可能性があります。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理は続行されますが、エラー範囲内
のページはアクセス不能になります。
システム・プログラマーの応答: 適切なリカバリー・レ
ベルを判別して、リカバリー・ユーティリティーを呼び
出してください。ユーザー定義のデータ・セットを使用
しているときに、データ・セットまたは表スペース全体
の RECOVER を行おうとしている場合には、
RECOVER ユーティリティーを呼び出す前に、表スペー
スを停止させて新しいデータ・セットを定義したうえ
で、表スペースを再始動させなければなりません。その
データ・セットが ROSHARE READ データベースの一
部である場合には、その障害がリンク障害であるか
DASD 障害であるかを判別してください。 リンク障害
である場合には、リンクを修正したうえで、
ACCESS(FORCE) パラメーターを指定した -START
DATABASE を出してください。 エラーの原因が
DASD 障害である場合には、そのデータベースが
ROSHARE OWNER として定義されているシステムから
問題を訂正してください。
問題判別: データベースのリカバリー手順については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
MVS コンソールの SYSLOG には、発生した入出力エ
ラーのタイプを示す IOS メッセージが表示されること
があります。 IOS メッセージが出された場合は、その
メッセージについての問題判別の指示に従ってくださ
い。
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DSNU087I
DSNU087I

csect-name INVALID OPERAND TYPE
FOR KEYWORD kkkkkkkk - oooooooo

説明: ユーティリティー構文解析プログラムにより、オ
ペランド 'oooooooo' のタイプが、キーワード 'kkkkkkkk'
には正しくないと判別されました。 このようなエラー
の例としては、16 進数オペランドしか許されないとこ
ろで、 10 進数オペランドを使用した場合などがありま
す。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
ユーザーの処置: キーワードを訂正し、ジョブを入力し
直してください。
問題判別: 指定されたキーワードに有効なオペランド・
タイプの判別には、DB2 ユーティリティー・ガイドおよ
び解説書 を参照してください。
DSNU088I

csect-name INVALID CHARACTER
OPERAND cccccccc

説明: ユーティリティー構文解析プログラムにより、オ
ペランド 'cccccccc' が文字オペランドとしては無効であ
ると判別されました。
重大度:

|
|

DSNU090I

csect-name DD OR TEMPLATE NAME
nnn IS INVALID FOR KEYWORD kkk

説明: 使用された DD 名 nnn が、指定されたキーワー
ド kkk の入力としては不適切であるか、あるいは次の予
約 DD 名のうちのいずれかです。SYSIN、
SYSPRINT、 UTPRINT、 SORTWKnn、 SORTLIB。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
DSNU091I

csect-name DDNAME nnn IS A
DUPLICATE

説明: DD 名 'nnn' が、入力ステートメント内でオペラ
ンドとして複数回使用されています。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: DD 名を別のものに変更してくださ
い。

8 (エラー)
DSNU092I

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

csect-name NUMBER OF OPERANDS
FOR KEYWORD kkk EXCEEDS
MAXIMUM

ユーザーの処置: キーワードを訂正し、ジョブを入力し
直してください。

説明: キーワード 'kkk' に、最大数を超えるオペランド
が入っています。

問題判別: 文字オペランドの正しい指定については、
DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照し
てください。

重大度:

DSNU089I

csect-name OPERAND oooooooo IS TOO
LONG

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 指定されたキーワードのオペランドの
数の限界については、DB2 ユーティリティー・ガイドお
よび解説書 を参照してください。

説明: ユーティリティー構文解析プログラムにより、オ
ペランド 'oooooooo' が、指定されたキーワードには長
すぎると判別されました。

DSNU094I

重大度: 8 (エラー)

説明: キーワード 'wwwww' は、2 回使用することは許
されません。

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

重大度:

csect-name KEYWORD 'wwwww' IS
DUPLICATED

8

ユーザーの処置: キーワードを訂正し、ジョブを入力し
直してください。

システムの処置: エラーのある制御ステートメントは拒
否され、処理が停止されます。

問題判別: 正しいオペランドの長さ指定については、
DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照し
てください。

ユーザーの処置: エラーのある制御ステートメントを訂
正し、ジョブを再実行依頼してください。
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DSNU095I
DSNU095I

csect-name UTILITY uuuuuuuu
INCONSISTENT WITH LAST
INVOCATION

説明: このメッセージは、ユーティリティー・ジョブ・
ステップが再始動されたときに、 SYSIN からのユーテ
ィリティー・ステートメントの変更、追加、または削除
が行われた場合に出される可能性があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー処理は終了します。
このユーティリティー・ジョブ・ステップは、
SYSIBM.SYSUTIL 内では、停止状態のままです。
ユーザーの処置: このユーティリティー・ジョブが最初
に実行されたときと同じ順序でステートメントを指定し
て、このジョブを再始動してください。ステートメント
が変更された場合は、ステートメントを元の呼び出しの
形式に戻して、ジョブを再始動してください。ユーティ
リティー・ステートメントは、再始動では変更してはな
りません。
DSNU096I

csect-name OPERAND oooooooo
INCONSISTENT WITH LAST
INVOCATION

説明: ユーティリティー・ジョブ・ステップが再始動さ
れたとき、指示されたオペランドが、再始動時点と矛盾
していることがわかりました。
システムの処置:
されません。

ユーティリティー処理の再始動は開始

ユーザーの処置: 再始動させるには、オペランドを前の
定義通りに復元してください。 これが受け入れられな
い場合は、ユーティリティー・ジョブ・ステップを終了
させ、訂正処理をしたうえで、ジョブを入力し直してく
ださい。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、ユーティリティー・ジョブ・ステップを終了させ
ることができます (この処置が必要ない場合もありま
す)。 UNLOAD フェーズを経過した REORG ユーティ
リティーは、終了させる必要が生じることはめったにあ
りません。
問題判別: オペランドの定義については、DB2 ユーテ
ィリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくださ
い。 ユーティリティー再始動に関する制約について
は、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版およ
び z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻)を参照し
てください。

DSNU097I

csect-name - input WILL BE REQUIRED
SYNTAX IN FUTURE RELEASES

説明: 指定された 'input' は、このリリースでは必要あ
りませんが、将来のリリースでは必須構文の一部となり
ます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
す。

ユーティリティーの処理は継続されま

プログラマーの応答: 現行の構文については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。
DSNU099I

csect-name - IRLM 'req-type' REQUEST
FAILED, IRLM RETURN CODE =
X'return-code' IRLM REASON CODE =
X'reason-code'

説明: ロックの獲得または解放のために IRLM に対し
て出された要求は、 return-code および reason-code に
指定された理由によって実行できません。 データ共用
でない環境では、要求されたロックは、ユーティリティ
ー逐次化ロックになります。 データ共用の環境では、
要求されたロックは、ユーティリティー逐次化ロック、
ユーティリティー ID ロック、またはユーティリティー
実行ロックになります。 IRLM の戻りコードおよび理
由コードは、 1473 ページの『第 5 部 IRLM メッセー
ジおよびコード』 で文書化されています。 要求のタイ
プは、req-type で指示されます。
システムの処置:
了します。

ユーティリティーとコマンド処理は終

ユーザーの処置: 問題の判別と適切なアクションについ
ては、IRLM のメッセージおよびコードの項を参照して
ください。 RESTART パラメーターを指定してユーテ
ィリティーを再始動させるか、または -TERM コマンド
を出してユーティリティーを終了させてからジョブを入
力し直すこともできます。 -DIS UTIL、 -TERM
UTIL、または -START DATABASE ACCESS(FORCE)
コマンドの際にこのメッセージを受け取った場合は、そ
のコマンドは再実行できます。
システム・プログラマーの応答: IRLM エラーの原因を
判別した上で、適切な処置をとってください。
問題判別: システム・コンソールのログ出力、ダンプ、
および SYS1.LOGREC 情報をとってください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
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DSNU100I
DSNU100I

|
|
|
|
|
|
|

csect-name USERID = userid MEMBER =
member-name UTILID = utilid
PROCESSING UTILITY STATEMENT
statement-number UTILITY = utility-name
PHASE = utility-phase COUNT =
object-count NUMBER OF OBJECTS IN
LIST = list-size LAST OBJECT
STARTED = last-started STATUS =
STOPPED

| し、last-started で処理が開始した最後のオブジェクトの
| 項目番号を示します。 UTILINIT のこれらの値は、リス
| ト・サイズが決められるまでは、正確とは限りません。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: DB2 は、ユーティリティーの再始動
または終了のどちらかの指示を待ちます。
ユーザーの処置: 必要な権限を持っている場合は、ユー
ティリティー・ジョブ・ステップを再始動または終了さ
せます。

説明: このメッセージは、-DISPLAY UTILITY コマン
ドに応答して出されます。 utilid の ID をもつユーティ
リティー・ジョブが、処理の途中で停止しました。 こ
のユーティリティーが停止した理由は、以下のいずれか
です。

ジョブ・ステップを再始動するには、指示されたユーテ
ィリティーを実行する権限を持ち、ユーティリティー・
ジョブ・ステップ内のその他のユーティリティー機能を
完了させる権限を持っている必要があります。

v REORG ユーティリティーが、UNLOAD(PAUSE) オ
プションに応答して停止した。 このユーティリティ
ーは RELOAD フェーズで停止します。

-TERM UTILITY コマンドを使ってユーティリティーを
終了させるには、開始元であるかまたは SYSOPR もし
くは SYSADM 権限を持っていなければなりません。

v 何らかの DB2 サブシステム障害または取り消し (た
とえば、 -STOP DB2 コマンド) のために、ユーティ
リティーが停止した。

オペレーターの応答: 必要があり、かつ SYSOPR 権限
を持っている場合に、-TERM UTILITY コマンドを出し
て、停止ユーティリティーが請求しているリソースを解
放することができます。

データ共用の環境では、member-name が DB2 メンバー
を識別します。 データ共用でない環境では、
member-name がブランクです。要求の時点で
object-count のレコードまたはページが処理されていま
した。
ユーティリティー・ジョブ・ステップが、
RESTART(PHASE) オプションを用いて再始動される
と、 utility-phase フェーズで開始されます。 必ずしも
すべてのユーティリティーが、フェーズを持っているわ
けではありません。 フェーズを持っているユーティリ
ティーは、そのフェーズの最初から再始動します。
COUNT は、ユーティリティー・フェーズ内で処理され
たページ / レコードの数を表します。 COUNT は、異
なるユーティリティーでは別の意味をもちます。 下に
挙げる以外のユーティリティーについては、このフィー
ルドを無視してください。
v CHECK INDEX、LOAD、REBUILD INDEX、および
REORG の場合：処理されたレコードの数 (REORG
の LOG フェーズのログ・レコード)、または 0
(REORG の SWITCH または BUILD2 フェーズの場
合)。
v COPY、MERGECOPY、RECOVER (復元フェーズ)、
および RUNSTATS の場合: 処理されたページの数。
v STOSPACE の場合: 処理された表スペースまたは索
引の数。

| ユーティリティーがオブジェクトのリストを処理する場
| 合は、list-size でリスト内のオブジェクトの合計数を示
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DSNU103I

csect-name - UNABLE TO ACCESS
SYSUTIL TABLE AT THIS TIME

説明: -ALTER UTILITY、 -DISPLAY UTILITY、また
は -TERM UTILITY コマンドが、
DSNDB01.SYSUTILX 表スペースがアクティブなユーテ
ィリティー・ジョブのオブジェクトになると同時に実行
されました。 このユーティリティー・ジョブは、デッ
ドロック条件を引き起こすロックを保持している可能性
があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

コマンド処理は終了します。

ユーザーの処置: コマンドを入力し直してください。
このメッセージは、DSNDB01.SYSUTILX 表スペースの
ユーティリティー処置が完了するまで、コマンドが出さ
れるたびに繰り返し出されます。
DSNU104I

csect-name - DSNDB01.SYSUTILX IN A
PENDING STATE PROHIBITS
FURTHER PROCESSING

説明: -ALTER UTILITY、-TERM UTILITY、または
-DISPLAY UTILITY コマンドが、
DSNDB01.SYSUTILX 表スペースが保留状態であり、こ
れ以上処理を行えない状態であるときに出されました。
この保留状態は、コピー保留またはリカバリー保留のい
ずれかです。
重大度: 0 (通知)
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システムの処置:

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知して、
保留条件を解決するようにしてください。
システム・プログラマーの応答: DISPLAY
DATABASE コマンドを使用すると、
DSNDB01.SYSUTILX 表スペースの状態を判別すること
ができます。 この状態がコピー保留の場合は、全イメ
ージ・コピーを行ってください。 この状態がリカバリ
ー保留の場合は、RECOVER ユーティリティーを用い
て、 DSNDB01.SYSUTILX をリカバリーしてくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
and Reference」の第 2 部を参照してください。
DSNU105I

|
|
|

v STOSPACE の場合: 処理された表スペースまたは索
引の数。

コマンド処理は終了します。

csect-name - USERID=userid
MEMBER=member-name UTILID=utilid
PROCESSING UTILITY STATEMENT n
UTILITY=utility-name PHASE=phase-name
COUNT=n NUMBER OF OBJECTS IN
LIST=list-size LAST OBJECT
STARTED=last-started STATUS=ACTIVE

|
|
|
|
|

ユーティリティーがオブジェクトのリストを処理する場
合は、list-size でリスト内のオブジェクトの合計数を示
し、last-started で処理が開始した最後のオブジェクトの
項目番号を示します。 UTILINIT のこれらの値は、リス
ト・サイズが決められるまでは、正確とは限りません。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: このメッセージは、-DISPLAY
UTILITY コマンドが出されたとき、または SHRLEVEL
REFERENCE または CHANGE を指定した REORG ユ
ーティリティーの切り替えフェーズが、 DEADLINE 句
で指定された期限までに始動されないと DB2 が見積も
ったときの DB2 の状態を反映しています。
このメッセージが -DISPLAY UTILITY に対して出され
た場合は、システムは処理を継続します。後続の
-DISPLAY UTILITY コマンドは、その処理を反映しま
す。
DSNU106I

説明: このメッセージは、-DISPLAY UTILITY コマン
ドに応答して出されます。
また、ユーザーが SHRLEVEL REFERENCE または
CHANGE を指定しており、切り替えフェーズが
DEADLINE 句によって指定された期限までに始動しな
いことを DB2 が予定している 場合にも、REORG ユー
ティリティーによってメッセージが出されます。
このメッセージは、ユーティリティーが完了した処理量
に関する見積もりをユーザーに示します。 -DISPLAY
UTILITY を出した時、utilid が示すユーティリティー・
ジョブ・ステップ内の utility-name ユーティリティー
が、 utility-phase フェーズで実行中でした。 データ共
用の環境では、member-name が DB2 メンバーを識別し
ます。非データ共用環境では、member-name はブランク
です。
COUNT n は、ユーティリティー・フェーズ内で処理さ
れたページ / レコードの数です。 COUNT は、異なる
ユーティリティーでは別の意味をもちます。 下に挙げ
る以外のユーティリティーについては、このフィールド
を無視してください。

csect-name utility-name UTILITY,
MEMBER = member-name UTILID =
utilid TERMINATING

説明: このメッセージは、-DISPLAY UTILITY コマン
ドに応答して出されます。 DISPLAY UTILITY 要求を
出した時点で、 utilid が示すユーティリティー・ジョ
ブ・ステップ内の utility-name ユーティリティーが、終
了処理中でした。 このユーティリティーは、直前の
TERM UTILITY の要求に応答して終了します。
データ共用の環境では、member-name が DB2 メンバー
を識別します。 データ共用でない環境では、
member-name がブランクです。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: システムは示されたユーティリティー
の停止処理中であり、ユーティリティー処理に関連する
すべてのリソースを解放します。 ユーティリティーが
終了した時点で、DB2 はこのユーティリティー ID を
再使用できます。
DSNU107I

csect-name MEMBER NAME
member-name IS NOT A MEMBER OF
THIS DATA SHARING GROUP.

v CHECK INDEX、LOAD、REBUILD INDEX、および
REORG の場合：処理されたレコードの数 (REORG
の LOG フェーズのログ・レコード)、または 0
(REORG の SWITCH または BUILD2 フェーズの場
合)。

説明: このメッセージは、無効な member-name がメン
バー・リストで見つかった時に、DISPLAY UTILITY コ
マンドによって出されます。

v COPY、MERGECOPY、RECOVER (復元フェーズ)、
および RUNSTATS の場合: 処理されたページの数。

システムの処置: DISPLAY UTILITY コマンドは、無

重大度: 4
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DSNU108I
効な member-name を無視して、次の指定されたメンバ
ー名の処理を続行します。
ユーザーの処置:
出します。
DSNU108I

メンバー名を訂正してコマンドを再び

csect-name DATA SHARING
ENVIRONMENT IS NOT ACTIVE,
MEMBER KEYWORD NOT
APPLICABLE.

説明: このメッセージは、MEMBER キーワードが指定
されてもデータ共用が活動化されない時に、DISPLAY
UTILITY コマンドによって出されます。
重大度:

システムの処置: DISPLAY UTILITY コマンドは、
MEMBER キーワードおよびその関連したパラメーター
を無視しますが、処理は続行します。
ユーザーの処置: MEMBER キーワードの付いた
DISPLAY UTILITY コマンドを出す前に、データ共用が
活動化されていることを確認してください。
csect-name UTILITY utilid CAN ONLY
BE TERMINATED OR ALTERED BY
MEMBER = member-name

説明: -TERM UTILITY または -ALTER UTILITY コ
マンドは、 ID が utilid であるユーティリティー・ジョ
ブを終了したり、変更したりすることができません。こ
れは、このコマンドが、DB2 データ共用グループのメ
ンバー member-name に属しているためです。 アクティ
ブなユーティリティー・ジョブは、実行しているシステ
ムからしか終了したり、変更したりすることはできませ
ん。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このメッセージが -TERM UTILITY
コマンドに対して出された場合は、このコマンドは
utilid を無視して、次の utilid があればその処理を続行
します。 このメッセージが -ALTER UTILITY コマン
ドに対して出された場合は、コマンドは拒否され、この
コマンドのこれ以降の処理は終了します。
ユーザーの処置: utilid が、終了または変更しようとし
ているユーティリティーを示していることを確認してく
ださい。 示している場合は、このメッセージで示され
ている DB2 メンバーからコマンドを出してください。
DSNU110I

csect-name UTILID = uuuu INVALID

説明: このメッセージは、-ALTER
UTILITY、-DISPLAY UTILITY、または -TERM
UTILITY コマンドの UTILID の指定が無効な場合の応
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重大度: 8 (エラー)
システムの処置: -ALTER UTILITY、-DISPLAY
UTILITY、または -TERM UTILITY コマンドは拒否さ
れます。このコマンドのこれ以降の処理は終了します。
ユーザーの処置: メッセージで提供された UTILID を
見直して、これがユーティリティー ID トークンの構文
規則に合致しない理由を判別し、要求を出し直してくだ
さい。
DSNU111I

4

| DSNU109I
|
|

答として出されます。UTILID は 1 〜 16 バイトの英数
字のトークンであり、任意の数のピリオドを含むことも
できます。

csect-name - SUBPHASE=subphase-name
COUNT=n

説明: このメッセージは、-DISPLAY UTILITY コマン
ドに対する応答として出されます。ユーティリティーが
処理を並行して行うためにサブタスクを使用している場
合は、このメッセージは DSNU105I メッセージに続い
て出ます。各サブタスクごとに、これらのメッセージの
1 つが出ます。
このメッセージは、ユーティリティー・サブタスクが完
了した処理量に関する見積もりをユーザーに示します。
SUBPHASE subphase-name は、-DISPLAY UTILITY コ
マンドが出されたときにサブタスクが実行していた活動
を示します。
COUNT n は、ユーティリティー・サブタスクで処理さ
れたレコードの数です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU112I

システムは処理を続行します。

csect-name - NO AUTHORIZED UTILITY
FOUND FOR UTILID = utilid

説明: このメッセージは、-ALTER UTILITY、
-DISPLAY UTILITY、または -TERM UTILITY コマン
ドに対する応答として出されます。 DB2 には、ユーテ
ィリティー ID utilid が示すユーティリティー・ジョブ
のレコードがありません。 utilid が誤っているか、ユー
ティリティーがすでに終了している場合があります。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: システムは、指示されたユーティリテ
ィー・ジョブの -ALTER UTILITY、 -DISPLAY
UTILITY、または -TERM UTILITY 要求を拒否しま
す。
ユーザーの処置: 変更、表示、または終了を行うユーテ
ィリティー・ジョブのユーティリティー ID が正しく入
力されているかどうかを検査してください。現在有効な
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ID をすべて表示させるには、 -DISPLAY UTILITY (*)
または (partial-utility-id*) コマンドを出します。

# DSNU113I
#
#
#
#
#
#

csect-name - DISPLAY OR TERM
UTILITY MESSAGE LIMIT HAS BEEN
REACHED

説明: このメッセージは、指定された DISPLAY コマ
ンドまたは TERM UTILITY コマンドから、使用可能な
ストレージの量に収まりきらない数のメッセージが生成
されたことを示しています。

# 重大度: 0 (通知)
# システムの処置: DISPLAY コマンドまたは TERM
# UTILITY コマンドは終了します。
#
#
#
#

ユーザーの処置: 「コマンド解説書」にある説明のとお
りに、partial-utility-id を使用してユーティリティー・ジ
ョブのセットを指定することにより、表示されるユーテ
ィリティーの数を制限してください。
DSNU114I

csect-name UTILITY COMMANDS
SUBSYSTEM FAILURE,
REASON=Xcode

説明: このメッセージは、ユーティリティー・コマン
ド・サブシステムで異常終了が起こったことを示してい
ます。
システムの処置: コマンドは異常終了します。 -TERM
コマンドの場合には、このコマンドのもとで前にとられ
た終了処置がバックアウトされます。
ユーザーの処置: 直前に出されたメッセージまたは
SVC ダンプ、あるいはその両方によって、障害が識別
されます。 この条件を訂正できる場合には、コマンド
を出し直すことができます。
問題判別: ほとんどの場合、障害はユーザーと無関係で
す。 場合によっては、前のメッセージによって、訂正
可能なユーザー・エラーが示されることがあります。
別のコマンドまたはユーティリティー・ジョブによっ
て、 SYSIBM.SYSUTIL が一時的にロックされていると
いう、単純な問題である可能性もあります。 DB2 にエ
ラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する
情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
DSNU115I

csect-name utility-name UTILITY WITH
UTILID = utilid CAN ONLY BE
TERMINATED BY A MEMBER WITH
THE SAME RELEASE = release

説明: TERM UTILITY コマンドでは、ID utilid のユー
ティリティー・ジョブを終了させることはできません。

そのジョブが、メッセージに示されているリリース・レ
ベルのメンバーに属しているためです。 ある種のユー
ティリティーは、同じリリース・レベルの DB2 データ
共用グループのメンバーからのみ終了させることができ
ます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 示されているジョブに対して、TERM
UTILITY コマンドがリジェクトされます。
ユーザーの処置: utilid が、終了したいユーティリティ
ーを表していることを確認してください。もし、そうで
あれば、TERM UTILITY コマンドを、DB2 データ共用
グループ内の、メッセージに示されているリリース・レ
ベルのメンバーから出してください。
DSNU160I

csect-name - utility-name UTILITY, UTILID
= utilid REQUESTED TO TERMINATE,
PHASE = utility-phase WAS ACTIVE

説明: このメッセージは、-TERM UTILITY コマンド
に応答して出されます。 これは、終了の要求が受け付
けられ、検査されたことを示しています。 -TERM
UTILITY 要求が受け取られた時点で、ユーティリティ
ー 'utility-name' は、 UTILID 'utilid' が示すユーティリ
ティー・ジョブ・ステップ内でアクティブになっていま
した。
システムの処置: DB2 は、示されたユーティリティ
ー・ジョブ・ステップを終了する要求を受け入れまし
た。このユーティリティーは、次の終結処置点で終了し
ます。
ユーザーの処置: このメッセージは、要求が受け入れら
れて処理中であることを通知するメッセージです。
DSNU161I

csect-name - utility-name UTILITY WITH
UTILID = util-id CAN NOT BE
TERMINATED AT THE DB2 TRACKER
SITE

説明: DB2 では、トラッカー・サイトで特定のユーテ
ィリティーが終了することはできません。なぜなら、こ
れらのユーティリティーが終了すると、ターゲット・オ
ブジェクトが予測不能状態のままになることがあるため
です。次のリカバリー・サイクルでユーティリティーが
終了するはずです。 トラッカー・サイトでは、以下の
ユーティリティーを終了することはできません。
v COPY
v LOAD
v REORG
v REPAIR
重大度:

8 (エラー)
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DSNU164I
システムの処置:

ユーティリティーは終了しません。

DSNU170I

システム・プログラマーの応答: 次のトラッカー・サイ
ト・リカバリー・サイクルの後、これらのユーティリテ
ィーの状況をモニターしてください。
ユーザーの処置:
ださい。
DSNU164I

説明: このユーティリティー・ジョブ・ステップについ
ての -TERM UTILITY コマンドが出されました。

システム・プログラマーに連絡してく

重大度:

csect-name cccccccc UTILITY, UTILID =
uuuu ALREADY TERMINATING

ユーザーの処置: このメッセージは、この要求が重複す
るものであったか、あるいは他にも問題のユーティリテ
ィー・ジョブ・ステップの終了に関係したユーザーがい
たことを示しています。
DSNU166I

csect-name utility-name UTILITY, UTILID
= uid NOT EXECUTING, CLEANUP
COMPLETE

説明: このメッセージは、-TERM UTILITY コマンド
に応答して出されます。 終了が要求された時点で、
UTILID 'uid' が示す 'utility-name' ユーティリティーが、
停止されていることがわかりました。

|

DSNU172I

csect-name UTILITY JOB STOPPED BY
STOP DB2 COMMAND

説明: ユーティリティー・ジョブ・ステップの実行中
に、-STOP DB2 コマンドが出されました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 実行中のユーティリティーは処理を停
止しますが、引き続きリソースを保持します。同じジョ
ブ・ステップ内の以降のユーティリティーは、実行され
ません。このユーティリティー・ジョブのストレージは
保持されます。 したがって、このユーティリティー・
ジョブ・ステップは再始動可能です。
ユーザーの処置: -START DB2 コマンドを出した後
で、このユーティリティー・ジョブ・ステップを再始動
することができます。あるいは、-TERM UTILITY コマ
ンドを用いてこのユーティリティーを終了させて、新た
なジョブとして入力し直すこともできます。 UNLOAD
フェーズを経過した REORG ユーティリティーは、終
了させる必要が生じることはめったにありません。

0 (通知)

システムの処置: 指示された停止済みのユーティリティ
ーについて、終結処置がとられます。 このユーティリ
ティーが保持していたリソースはすべて解放され、この
ユーティリティー・ジョブのすべてのストレージは削除
されます。 このユーティリティー・ジョブは再始動可
能でなくなります。
システム・プログラマーの応答: このユーティリティー
がリソースを保持していたために、アプリケーション、
コマンド、およびその他のユーティリティーの実行が妨
げられていた可能性があります。 リソースが解放され
たので、禁止されていたタスクが実行可能になりまし
た。
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ユーザーの処置: 必要であれば、このユーティリティ
ー・ジョブ・ステップの全部または一部を再実行依頼す
ることができます。

0 (通知)

システムの処置: DB2 は現在、示されたユーティリテ
ィー・ジョブ・ステップの終了を処理しているところで
す。 完了すると、すべてのリソースは解放されて以前
の状態に戻り、表示された UTILID のトラックはすべて
除去されます。 その時点で、この UTILID を再使用す
ることができます。

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 実行中のユーティリティーは処理を終
了し、保持していたすべてのリソースを解放します。こ
のユーティリティー・ジョブのストレージは保持されま
す。 したがって、このジョブは再始動可能ではありま
せん。 同じジョブ・ステップ内の以降のユーティリテ
ィーは、実行されません。

説明: このメッセージは、-TERM UTILITY コマンド
に応答して出されます。 UTILID 'uuuuu' で示されたユ
ーティリティー・ジョブ・ステップはすでに終了を要求
されており、現在その処理中であることを示していま
す。
重大度:

csect-name UTILITY JOB TERMINATED
BY TERM COMMAND

DSNU180I

csect-name UTILITY IS NOT
COMPATIBLE WITH THE utility-name
UTILITY, UTILID = uid, OBJECT =
spacename.object-name.

説明: 特定のユーティリティーでは、同じ表スペースま
たは索引スペースを同時に処理することができません。
このメッセージは、この矛盾が起こったオブジェクトを
示しています。
これらのオブジェクトは、ユーティリティーのターゲッ
ト・オブジェクトやマッピング表の場合もあれば、ユー
ティリティーが更新するカタログまたはディレクトリー
表スペースの場合もあります。たとえば、
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DSNU181I
DSNDB06.SYSCOPY は LOAD によって更新されま
す。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 開始ユーティリティーは開始されず、
そのユーティリティー・ジョブ・ステップ内のそれ以上
のユーティリティー処理は終了されます。
ユーザーの処置: 提供された 'uid' を用いて -DISPLAY
UTILITY を使用して、ユーザーのユーティリティーが
拒否される原因となったユーティリティーが完了した時
期を判別してください。 どのユーティリティーが相互
に互換性があるかについては、 DB2 ユニバーサル・デ
ータベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の
第 5 部 (第 2 巻) を参照してください。
DSNU181I

csect-name RESTART NOT ALLOWED
FOR utility-name UTILITY

説明: 指定されたユーティリティーの再始動が試みられ
ました。 DB2 は、このユーティリティーが再始動する
のを許可しません。
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 異常終了理由コード 00E40018 が出されることに
なります。
ユーザーの処置: -TERM UTIL コマンドを出してユー
ティリティー・ジョブを終了させてから、 RESTART
パラメーターを指定せずにジョブを再実行してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、ユーテ
ィリティーを終了させる前には表スペースへのアクセス
を回避する処置をとります。
DSNU182I

csect-name utility-name MUST BE THE
ONLY UTILITY IN SYSIN

説明: 実行依頼されたユーティリティー制御ステートメ
ントには、表スペース DSNDB01.SYSUTILX に関する
ユーティリティーが含まれています。 この表スペース
は、ユーティリティーの実行を制御するために不可欠な
ものです。 このユーティリティーが実行を許可される
と、ジョブ・ステップ内の前のユーティリティーまたは
その後のユーティリティーに対する制御が失われます。
したがって、示されたユーティリティーは、ジョブ・ス
テップ内の唯一のユーティリティーでなければなりませ
ん。
SYSUTILX 索引 DSNLUX01 および DSNLUX02、また
は 表スペース DSNDB01.DBD01 をリカバリーするとき
に、同じジョブ・ステップ内に他のユーティリティー制
御ステートメントを含めた場合にも、このメッセージが
出されます。

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 同じユーティリティー・ジョブ・ステ
ップ内で、開始ユーティリティーよりも前のユーティリ
ティーによって実行された作業は保持されます。 示さ
れたユーティリティーおよびその後のユーティリティー
は実行を許可されず、このユーティリティー・ジョブ・
ステップは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: -TERM UTILITY コマンドを使用し
て、このメッセージを受け取ったユーティリティーの実
行を終了させてください。 その後のジョブ・ステップ
は、示されたユーティリティーだけを含めて実行依頼し
てください。 追加ユーティリティーがあれば、それら
を別個のジョブ・ステップに入れて実行してください。
DSNU183I

csect-name - utility-name UTILITY NOT
COMPATIBLE WITH OTHER ACTIVE
UTILITIES

説明: 'utility-name' で示されたユーティリティーが、表
スペース DSNDB01.SYSUTILX に対して実行されてい
ます。 この表スペースは、ユーティリティーの実行を
制御するために不可欠なものです。 このユーティリテ
ィーが実行を許可されると、同時に実行中の他のユーテ
ィリティーに対する制御が失われます。 このため、示
されたユーティリティーは単独で実行しなければなりま
せん。 システム内にほかにアクティブな DB2 ユーテ
ィリティーがあってはなりません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーの実行は終了しま
す。
ユーザーの処置: 他にユーティリティーが実行されてい
ないときに、このユーティリティーを再実行してくださ
い。 -DISPLAY UTILITY コマンドを用いて、どのユー
ティリティーがアクティブかを調べてください。
STOPPED 状態のユーティリティーは、存在しても差し
支えありません。
DSNU184I

csect-name - DO NOT RECOVER
OBJECT qual.obj-nm UNTIL THE
NEXT TRACKER SITE RECOVERY
CYCLE

説明: DB2 は、トラッカー・サイトでのオブジェクト
’qual.obj-nm’ に対するユーティリティーの状況に関連し
て矛盾を検出すると、このメッセージを出します。この
イベントは、ユーティリティーの SYSUTIL レコードが
存在していないか、ユーティリティーの状況に関する誤
った情報を反映しているかの、いずれかの場合に起こる
可能性があります。
重大度: 8 (エラー)
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DSNU185I
システムの処置: ユーティリティーは、戻りコード
00E40009 で ABEND04E を発行します。

システムの処置: ユーティリティーは逐次化することが
できず、終了します。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

ユーザーの処置: その索引に対する DISPLAY コマン
ドを出して、誤りのあるエラー範囲を識別してくださ
い。 RECOVER または REBUILD INDEX ユーティリ
ティーを実行して、エラー範囲のある索引または索引区
画を復元してください。 その後で、失敗した元のユー
ティリティーを再実行依頼してください。

システム・プログラマーの応答: 次のリカバリー循環ま
で待って、このメッセージで示されているオブジェクト
をリカバリーします。このメッセージで示されているオ
ブジェクトがカタログかディレクトリー・オブジェクト
である場合は、このオブジェクトも、カタログおよびデ
ィレクトリー・オブジェクトのリスト内のほかのどのオ
ブジェクトも、またはユーザー・データあるいは索引も
リカバリーすることができません。次のリカバリー循環
まで待って、オブジェクトをリカバリーします。
DSNU185I

csect-name THE VSAM DATA SET
DOES NOT EXIST FOR obj-type
obj-qual.obj-name part part-number

# 説明: オブジェクトが DEFINE NO で作成されたた
# め、指定されたオブジェクトの VSAM データ・セット
# がまだ定義されていません。
# 重大度: 0 (通知)
# システムの処置: ユーティリティーは、DEFINE NO を
# 指定して作成されたオブジェクトをスキップし、処理を
# 継続します。
DSNU200I

csect-name - ERROR RANGE ON
TABLE SPACE database.tablespace-name
PROHIBITS PROCESSING

説明: ユーティリティーが、示された表スペースまたは
区画で、操作の続行を妨げるエラー範囲を検出しまし
た。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティーは逐次化することが
できず、終了します。
ユーザーの処置: RECOVER ERROR RANGE を実行す
ることによって、その表スペースのエラー範囲を訂正し
てください。その後で、失敗した元のユーティリティー
を再実行依頼してください。
DSNU201I

csect-name - ERROR RANGE ON
INDEX creator.index-name PROHIBITS
PROCESSING

| DSNU202I

説明: 再作成保留状態にある表スペースに対して、ユー
ティリティーの実行が試みられました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
せん。
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ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: このオブジェクトに対して LOAD
REPLACE、REBUILD、または REPAIR を使用して、こ
の表スペースを再作成保留状態から外してください。
KEEPDICTIONARY 付きの LOAD REPLACE は、再作
成保留状態の表スペース (圧縮がアクティブな) につい
ては実行できません。 ジョブを再実行依頼してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: このオブジェクトを
REBUILD PENDING STATE から外すために、LOAD
REPLACE、REBUILD、または REPAIR の 3 つのユー
ティリティーのうちのどれを使用するかを決めてくださ
い。

| DSNU203I
|
|

csect-name - RECOVER PENDING ON
INDEX creator.index-name PROHIBITS
PROCESSING

説明: 再作成保留状態にある索引に対して、ユーティリ
ティーの実行が試みられました。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
ユーザーの処置: この索引に対して REBUILD INDEX
ユーティリティーを使用してその索引を再作成保留状態
から外してください。 . ジョブを再実行依頼してくださ
い。

説明: ユーティリティーが、示された索引スペースまた
は区画で、操作の続行を妨げるエラー範囲を検出しまし
た。
重大度:

csect-name - RECOVER PENDING ON
TABLE SPACE database.tablespace-name
PROHIBITS PROCESSING

8 (エラー)
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DSNU204I
DSNU204I

csect-name - PAGESET REBUILD
PENDING ON INDEX creator.name
PROHIBITS PROCESSING

説明: 索引の論理区画に対してユーティリティーの実行
が試みられましたが、その索引は PAGESET REBUILD
保留状態にあります。
重大度:

ユーティリティーの処理は終了しま

ユーザーの処置: 単一の論理区画に対してだけでなく、
索引全体に対して REBUILD INDEX ユーティリティー
を実行して、その索引スペースを PAGESET 再作成保
留状態から外してください。 ジョブを再実行依頼して
ください。
DSNU205I

csect-name - LOGICAL ERROR RANGE
(LOGICAL PAGE LIST) ON TABLE
SPACE database.tablespace-name
PROHIBITS PROCESSING

説明: 示された表スペースまたは区画で論理エラー範囲
(論理ページ・リスト) を見つけたため、ユーティリティ
ーが実行を続けることができません。
8 (エラー)

システムの処置:

ユーティリティーが終了します。

ユーザーの処置: -START DATABASE コマンドを使用
して表スペースについての論理エラー範囲 (LPL) を訂
正してください。 その後で、失敗した元のユーティリ
ティーを再実行依頼してください。
DSNU206I

csect-name - LOGICAL ERROR RANGE
(LOGICAL PAGE LIST) ON INDEX
creator.index-name PROHIBITS
PROCESSING

説明: 示された索引スペースまたは区画で論理エラー範
囲 (論理ページ・リスト) を見つけたため、ユーティリ
ティーが実行を続けることができません。
重大度:

DSNU207I

8 (エラー)

システムの処置:
す。

重大度:

v RECOVER または REBUILD INDEX ユーティリティ
ーを実行して、非区分索引 (NPI) 全体をリカバリー
させます。

8 (エラー)

システムの処置:

ユーティリティーが終了します。

ユーザーの処置: 索引について -DISPLAY コマンドを
出して、論理エラー範囲 (LPL) を識別してください。
失敗した元のユーティリティーを再実行依頼する前に、
LPL を有する索引または索引区画を復元するには 2 つ
の方法があります。
v START DATABASE コマンドを出して、LPL 状況を
消去してから、 RECOVER または REBUILD INDEX
ユーティリティーを実行します。

csect-name - GROUP BUFFER POOL
RECOVERY PENDING ON TABLE
SPACE database.tablespace-name
PROHIBITS PROCESSING

説明: グループ・バッファー・プール・リカバリー保留
状態にある表スペースに対してユーティリティーを実行
することができません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティー処理が開始されませ
ん。
ユーザーの処置: -START DATABASE コマンドを使用
して、表スペースを、グループ・バッファー・プール・
リカバリー保留状態から除去してください。 それか
ら、ジョブを再実行依頼してください。
DSNU208I

csect-name - GROUP BUFFER POOL
RECOVERY PENDING ON INDEX
creator.index-name PROHIBITS
PROCESSING

説明: グループ・バッファー・プール・リカバリー保留
(GRECP) 状態にある索引に対してユーティリティーを
実行することができません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティー処理が開始されませ
ん。
ユーザーの処置: REBUILD INDEX ユーティリティー
を索引で実行して、表スペースを、グループ・バッファ
ー・プール・リカバリー保留状態から除去します。 そ
れから、ジョブを再実行依頼してください。
DSNU209I

csect-name - RESTART PENDING ON
obj-type database.tablespace-name
PROHIBITS PROCESSING

説明: 再始動保留状態にある表スペースまたは索引スペ
ースに対して、ユーティリティーの実行が試みられまし
た。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
システム・プログラマーの応答: DISPLAY THREAD
TYPE(POSTPONED) を使用して、リソースの状態を判
別してください。すでにリカバリーが開始されていれ
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DSNU210I
ば、RECOVER POSTPONED コマンドを使用してくだ
さい。ジョブを再実行依頼してください。
DSNU210I

DSNU213I

csect-name - INFORMATIONAL COPY
PENDING ON obj-type obj-qual.obj-name
PROHIBITS PROCESSING

説明: table-space が AUX CHECK PENDING 状態に
あるので、 processing は禁止されています。
システムの処置: ユーティリティーは終了し、完了コー
ド 8 を戻します。

説明: 通知コピー保留状態にある索引に対して、
ERROR RANGE あるいは PAGE オプションを指定し
て RECOVER ユーティリティーを実行しようとしまし
た。
重大度:

プログラマーの応答:
AUXERROR INVALIDATE を使って CHECK DATA ユ
ーティリティーを実行してください。 AUX CHECK エ
ラーがない場合は、AUX CHECK PENDING がリセッ
トされます。 AUX CHECK エラーが見つからない場合
は、AUX CHECK PENDING はリセットされ、表スペ
ースは AUX WARNING 状態にセットされます。これ
によって、AUX CHECK エラーのある行を訂正できま
す。エラーを訂正して、CHECK DATA を再実行してく
ださい。さらに AUX CHECK エラーが見つからない場
合は、AUX WARNING 状態がリセットされます。

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
ユーザーの処置: 代わりに REBUILD INDEX ユーティ
リティーを使用してください。
DSNU211I

csect-name - AUX CHECK PENDING
ON TABLE SPACE table-space
PROHIBITS PROCESSING

csect-name CHECK PENDING ON
obj-type obj-qual.obj-name PROHIBITS
PROCESSING

説明: 要求されたユーティリティーは、検査保留状態に
ある索引に対しては実行することができません。この索
引は、表スペースと同期していない恐れがあります。

DSNU214I

重大度:

説明: 再作成保留状態にある索引に対して、ユーティリ
ティーの実行が試みられました。

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

重大度: 8 (エラー)

ユーザーの処置: CHECK INDEX ユーティリティーあ
るいは REBUILD INDEX ユーティリティーのいずれか
を実行してください。 CHECK INDEX ユーティリティ
ーがエラーを示します。 (たとえば、索引キーが表スペ
ースのデータと一致していないなど) エラーがない場合
は、検査保留状態がリセットされます。 REBUILD
INDEX ユーティリティーは、表スペースのデータから
索引を再作成します。

| DSNU212I
|
|

csect-name - REBUILD PENDING ON
INDEX creator.index-name PROHIBITS
PROCESSING

csect-name - REORG PENDING ON
TABLE SPACE database.index-name
PROHIBITS PROCESSING

システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
ユーザーの処置: この索引に対して REBUILD INDEX
を使用して、索引の再作成保留状態を解除してから、ジ
ョブを再実行依頼してください。

| DSNU215I
|
|

csect-name REFRESH PENDING ON
ob-type database.objectname PROHIBITS
PROCESSING

| 説明: DB2 が、リフレッシュ保留状態にある表スペー
| スまたは索引に対して、ユーティリティーの実行を試み
| ました。

説明: REORG PENDING 状態にある表スペースに対し
て、ユーティリティーの実行が試みられました。

| 重大度: 8 (エラー)

重大度:

| システムの処置: ユーティリティー処理は開始されませ
| ん。

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

ユーティリティーの処理は開始されま

ユーザーの処置: REORG PENDING 状態にある区画に
対して SHRLEVEL NONE を指定して REORG を実行
し、区画のバランスをとり直して、REORG PENDING
状態を解消してください。
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|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: リフレッシュ保留状況にあるオブジェ
クトが表スペースの場合は、RECOVER ユーティリティ
ーを使用して表スペースを前の時点までリカバリーしま
す。 LOAD REPLACE を用いて、表スペースを再ロー
ドすることもできます。リフレッシュ保留状況にあるオ
ブジェクトが索引の場合は、REBUILD INDEX ユーテ
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| ィリティーを使用して、データから索引を作成し直して
| ください。
DSNU231I

csect-name DICTIONARY WITH n
ENTRIES HAS BEEN SUCCESSFULLY
BUILT FROM m ROWS FOR
TABLESPACE tablespace-name

説明: 指定された表スペースの圧縮ディクショナリーが
作成されました。このメッセージは、LOAD ユーティリ
ティーの RELOAD フェーズ時、および REORG ユー
ティリティーの UNLOAD フェーズの終わりに出されま
す。
変数 n は、ディクショナリー項目の数で、 512、
1024、 2048、 4096、または 8192 のうちどの値でも構
いません。 n は、ロード中または再編成中の行数によ
って異なります。
m は、ディクショナリーを作成するために使用された行
数です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU232I

処理は続行されます。

csect-name KEEPDICTIONARY
REQUESTED BUT COMPRESS
ATTRIBUTE NOT DEFINED FOR
TABLE SPACE table-space-name

説明: LOAD または REORG TABLESPACE ユーティ
リティー・ステートメントに、 KEEPDICTIONARY オ
プションが指定されています。 このキーワードは、
COMPRESS YES 属性をもつ表スペースにしか使用でき
ません。 それ以外の場合は、無視されます。
SYSIBM.SYSTABLEPART の COMPRESS 列に、現行の
圧縮状況が含まれています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。ディクショナリ
ーが存在している場合、LOAD REPLACE または
REORG が指定されると、それは消去されます。
DSNU233I

csect-name COMPRESSION
DICTIONARY DOES NOT EXIST FOR
TABLE SPACE table-space-name

説明: 圧縮ディクショナリーを持っていない表スペース
に対する LOAD または REORG TABLESPACE ユーテ
ィリティー・ステートメントに、 KEEPDICTIONARY
オプションが指定されています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。その表スペース
のディクショナリーが作成されます。

DSNU234I

csect-name COMPRESSION REPORT
FOR TABLE SPACE table-space-name

:
noncmpbytes
KB WITHOUT COMPRESSION
cmpbytes
KB WITH COMPRESSION
percsave
PERCENT OF THE BYTES SAVED FROM
COMPRESSED DATA ROWS
pctrowcomp
PERCENT OF THE LOADED ROWS WERE
COMPRESSED
noncmppages
PAGES REQUIRED WITHOUT
COMPRESSION
cmppages
PAGES REQUIRED WITH COMPRESSION
auncmprowlen
BYTES FOR AVERAGE UNCOMPRESSED
ROW LENGTH
avgcmprowlen
BYTES FOR AVERAGE COMPRESSED ROW
LENGTH
pagesave
PERCENT OF THE DB2 DATA PAGES
SAVED USING COMPRESSED DATA
説明: 表スペース内のデータが圧縮されました。 この
メッセージは、LOAD および REORG ユーティリティ
ーの RELOAD フェーズの終わりに出されます。 この
後に示される統計は、ロードまたは再編成されたデータ
にのみ適用されます。 たとえば、RESUME(YES) で
は、表スペース内に前にあったものではなく、ロードさ
れた追加行だけに関する統計が報告されます。
以下に、圧縮統計を示しています。
noncmpbytes
ロードまたは再編成されたデータ行 (行接頭部
を含む) のうち、圧縮されなかった合計 KB 数
(KB=1024 バイト)。 この数値は、最も近い
KB に丸められます。
cmpbytes
ロードまたは再編成されたデータ行 (行接頭部
を含む) のうち、圧縮された合計 KB 数。 こ
の数値は、最も近い KB に丸められます。
percsave
圧縮の結果として、ロードまたは再編成された
データ行から節約されたバイト数の割合 (パー
セント)。
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ユーザーの処置: LOAD ユーティリティーの実行中に
圧縮ディクショナリーを作成するためには、入力デー
タ・セットにデータが含まれていなければなりません。
入力レコードが WHEN 文節または変換エラーによって
破棄されていないことを確認してください。 REORG
TABLESPACE ユーティリティーの場合は、表スペース
にデータが入っていなければ、圧縮ディクショナリーを
作成することはできません。

上記の値は、データ行およびそれぞれの行接頭部 (6 バ
イト) のバイト数だけを反映しています。 DB2 ページ
およびディクショナリー・ページのオーバーヘッドは含
まれていません。
pctrowcomp
ロードまたは再編成された合計行数のうちの、
圧縮された行数の割合。 行の保管された長さ
と外部的な長さが比較され、行を圧縮するかど
うかが判別されます。 EDITPROC が関連して
いる場合は、行の長さに関するその影響が考慮
されて、計算されます。

DSNU236I

noncmppages
ロードまたは再編成されたデータ行のうち、圧
縮されなかったデータ行が必要とする DB2 の
見積ページ数。 PCTFREE および FREEPAGE
に必要なスペースを含みます。この数値は、次
の整数に切り上げられます。
cmppages
ロードまたは再編成されたデータ行のうち、圧
縮されたデータ行に必要な見積り DB2 ページ
数。 PCTFREE および FREEPAGE に必要なス
ペースを含みます。 LOAD RESUME(YES) が
実行された場合を除いて、ディクショナリー・
ページも含んでいます。 この数値は、次の整
数に切り上げられます。
auncmprowlen
圧縮されない行の平均の長さ。
avgcmprowlen
圧縮される行の平均の長さ。
pagesave
ロードまたは再編成されたデータ行を圧縮する
ことにより節約された DB2 ページ数の割合
(パーセント) の見積もり。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNU235I

csect-name THE COMPRESSION
DICTIONARY WAS NOT BUILT FOR
TABLE SPACE table-space-name

説明: 圧縮ディクショナリーを作成するだけの十分なデ
ータがありません。 LOAD ユーティリティーの場合
は、入力データ・セットが空であるか、または入力レコ
ードがすべて破棄されています。 REORG
TABLESPACE ユーティリティーの場合は、表スペース
が空です。 データは圧縮されませんでした。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

564

処理は続行されます。

csect-name DICTIONARY FOR TABLE
SPACE table-space-name HAS BEEN
ERASED.

説明: 指定された表スペースの圧縮ディクショナリーが
消去されました。
この表スペースの COMPRESS 属性が NO であり、こ
の表スペース内にアクティブな行がありません。 この
場合、LOAD RESUME NO ユーティリティーが実行さ
れると、ディクショナリーは消去されます。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理は続行されます。

# DSNU237I
#

TABLE table2 IS NOT IN SAME
TABLESPACE AS TABLE table1

# 説明: 単一の LOAD ユーティリティー・ステートメン
# トのソース表は、すべて同じ表スペース内になければな
# りません。
# 重大度: 8 (エラー)
# システムの処置: ユーティリティーの処理は終了しま
# す。
#
#
#
#
#
#
#

ユーザーの処置: table2 を指定している INTO TABLE
制御ステートメントを、現行の LOAD 要求から除去し
てください。table2 の INTO TABLE 制御ステートメン
トを含む別の LOAD ユーティリティー・ステートメン
トを作成して、単一の LOAD 要求のソース表はすべて
同じ表スペースに属するものにしてください。ジョブを
再実行依頼してください。
DSNU241I

csect-name DICTIONARY WITH n
ENTRIES HAS BEEN SUCCESSFULLY
BUILT FROM m ROWS FOR TABLE
SPACE table-space-name, PARTITION
part-num

説明: 表スペースの指定された区画についての、圧縮デ
ィクショナリーが作成されました。 このメッセージ
は、LOAD ユーティリティーの RELOAD フェーズ時、
および REORG ユーティリティーの UNLOAD フェー
ズの終わりに出されます。
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可変 n は、ディクショナリー項目の数です (512、
1024、 2048、 4096、または 8192)。 n は、ロード中ま
たは再編成中の行数によって異なります。
m は、ディクショナリーを作成するために使用された行
数です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU242I

処理は続行されます。

csect-name KEEPDICTIONARY
REQUESTED BUT COMPRESS
ATTRIBUTE NOT DEFINED ON TABLE
SPACE table-space-name, PARTITION
part-num

説明: LOAD または REORG TABLESPACE ユーティ
リティー・ステートメントに、 KEEPDICTIONARY オ
プションが指定されています。 このキーワードは、
COMPRESS YES 属性をもつ表スペース区画にしか使用
できません。 それ以外の場合は、無視されます。
SYSIBM.SYSTABLEPART の COMPRESS 列に、現行の
圧縮状況が含まれています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。ディクショナリ
ーが存在している場合、LOAD REPLACE または
REORG が指定されると、それは消去されます。
DSNU243I

csect-name COMPRESSION
DICTIONARY DOES NOT EXIST FOR
TABLE SPACE table-space-name,
PARTITION part-num

説明: 圧縮ディクショナリーをもっていない表スペース
区画に対する LOAD または REORG TABLESPACE ユ
ーティリティー・ステートメントに、
KEEPDICTIONARY オプションが指定されていました。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。表スペース区画
についてのディクショナリーが作成されます。
DSNU244I

csect-name COMPRESSION REPORT
FOR TABLE SPACE table-space-name,
PARTITION part-num

:
noncmpbytes
KB WITHOUT COMPRESSION
cmpbytes
KB WITH COMPRESSION

percsave
PERCENT OF THE BYTES SAVED FROM
COMPRESSED DATA ROWS
pctrowcomp
PERCENT OF THE LOADED ROWS WERE
COMPRESSED
noncmppages
PAGES REQUIRED WITHOUT
COMPRESSION
cmppages
PAGES REQUIRED WITH COMPRESSION
auncmprowlen
BYTES FOR AVERAGE UNCOMPRESSED
ROW LENGTH
avgcmprowlen
BYTES FOR AVERAGE COMPRESSED ROW
LENGTH
pagesave
PERCENT OF THE DB2 DATA PAGES
SAVED USING COMPRESSED DATA
説明: 表スペース区画内のデータが圧縮されました。
このメッセージは、LOAD および REORG ユーティリ
ティーの RELOAD フェーズの終わりに出されます。
この後に示される統計は、ロードまたは再編成されたデ
ータにのみ適用されます。 たとえば、RESUME(YES)
では、表スペース内に前にあったものではなく、ロード
された追加行だけに関する統計が報告されます。
以下に、圧縮統計を示しています。
noncmpbytes
ロードまたは再編成されたデータ行 (行接頭部
を含む) のうち、圧縮されなかった合計 KB 数
(KB=1024 バイト)。 この数値は、最も近い
KB に丸められます。
cmpbytes
ロードまたは再編成されたデータ行 (行接頭部
を含む) のうち、圧縮された合計 KB 数。 こ
の数値は、最も近い KB に丸められます。
percsave
圧縮の結果として、ロードまたは再編成された
データ行から節約されたバイト数の割合 (パー
セント)。
上記の値は、データ行およびそれぞれの行接頭部 (6 バ
イト) のバイト数だけを反映しています。 DB2 ページ
およびディクショナリー・ページのオーバーヘッドは含
まれていません。
pctrowcomp
ロードまたは再編成された合計行数のうちの、
圧縮された行数の割合。 行の保管された長さ
と外部的な長さが比較され、行を圧縮するかど
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DSNU245I
うかが判別されます。 EDITPROC が関連して
いる場合は、行の長さに関するその影響が考慮
されて、計算されます。
noncmppages
ロードまたは再編成されたデータ行のうち、圧
縮されなかったデータ行が必要とする DB2 の
見積ページ数。 PCTFREE および FREEPAGE
に必要なスペースを含みます。この数値は、次
の整数に切り上げられます。
cmppages
ロードまたは再編成されたデータ行のうち、圧
縮されたデータ行に必要な見積り DB2 ページ
数。 PCTFREE および FREEPAGE に必要なス
ペースを含みます。 LOAD RESUME(YES) が
実行された場合を除いて、ディクショナリー・
ページも含んでいます。 この数値は、次の整
数に切り上げられます。
auncmprowlen
圧縮されない行の平均の長さ。
avgcmprowlen
圧縮される行の平均の長さ。
pagesave
ロードまたは再編成されたデータ行を圧縮する
ことにより節約された DB2 ページ数の割合
(パーセント) の見積もり。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU245I

処理は続行されます。

csect-name THE COMPRESSION
DICTIONARY WAS NOT BUILT FOR
TABLE SPACE table-space-name,
PARTITION part-num

説明: 圧縮ディクショナリーを作成するだけの十分なデ
ータがありません。 LOAD ユーティリティーの場合
は、入力データ・セットが空であるか、または入力レコ
ードがすべて破棄されています。 REORG
TABLESPACE ユーティリティーの場合は、区画が空で
す。 データは圧縮されませんでした。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: LOAD ユーティリティーの実行中に
圧縮ディクショナリーを作成するためには、入力デー
タ・セットにデータが含まれていなければなりません。
入力レコードすべてが、WHEN 文節または変換エラー
によって破棄されていないことを確認してください。
REORG TABLESPACE ユーティリティーの場合は、区
画にデータが入っていなければ、圧縮ディクショナリー
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を作成することはできません。
DSNU246I

csect-name DICTIONARY FOR TABLE
SPACE table-space-name, PARTITION
part-num HAS BEEN ERASED.

説明: 表スペースの指定された区画についての圧縮ディ
クショナリーが消去されました。
この表スペース区画の COMPRESS 属性が NO であ
り、この区画にアクティブな行がありません。 この場
合、LOAD RESUME NO ユーティリティーが実行され
ると、ディクショナリーは消去されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU250I

処理は続行されます。

csect-name UNLOAD PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME =
hh/mm/ss

説明: REORG ユーティリティーの UNLOAD フェー
ズが、正常に完了しました。 REORG ユーティリティ
ーの開始から UNLOAD フェーズの終了までの経過時間
は、 hh/mm/ss (時/分/秒) でした。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージの後でとられる処置
は、REORG ユーティリティー・ステートメントの
UNLOAD オプションの値によって異なります。
v UNLOAD オプションが CONTINUE である場合、ユ
ーティリティーの実行が続けられ、 RELOAD フェー
ズに進みます。
v UNLOAD オプションが PAUSE である場合、ユーテ
ィリティーの実行は RELOAD フェーズの始めで停止
します。

| v UNLOAD オプションが ONLY か EXTERNAL なら
ば、REORG ユーティリティーは終了します。このユ
|
ーティリティー・ジョブ・ステップ内の次のユーティ
|
リティーを用いて処理が続行されるか、あるいはそれ
|
以上ユーティリティー・ステートメントがない場合、
|
このユーティリティー・ジョブ・ステップは正常に終
|
了します。
|
ユーザーの処置: ユーザーの応答は、REORG ユーティ
リティー・ステートメントで指定された UNLOAD オプ
ションによって異なります。
v UNLOAD オプションが CONTINUE である場合、ユ
ーザーの応答は不要です。 このメッセージは、通知
専用です。
v UNLOAD オプションが PAUSE である場合、
REORG ユーティリティーは再ロード・フェーズの始
めで停止します。 REORG 処理を完了させるために
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|
|
|
|
|

は、RESTART(PHASE) オプションを用いて、このユ
ーティリティー・ジョブ・ステップを明示的に再始動
させなければなりません。
v UNLOAD オプションが ONLY か EXTERNAL なら
ば、REORG ユーティリティーは完了し、要求された
出力は、UNLDDN REORG ユーティリティー・ステ
ートメント・オプションの DD ステートメントによ
って指定されたデータ・セット上にあります。

|
|
|
|
|

オペレーターの応答: オペレーターの応答は、REORG
ステートメントの UNLOAD オプションによって異なり
ます。
v UNLOAD オプションが CONTINUE である場合、オ
ペレーターの応答は不要です。 REORG ユーティリ
ティーの実行は続行されています。
v UNLOAD オプションが PAUSE である場合、その後
の処理は、RESTART(PHASE) オプションを使用して
ユーティリティー・ジョブ・ステップが再始動される
かどうかによって決まります。 その時刻まで、リソ
ースは、REORG ユーティリティー・ジョブ・ステッ
プ専用として排他的に保持します。
v UNLOAD オプションが ONLY か EXTERNAL なら
ば、REORG ユーティリティー処理は完了します。
UNLDDN オプションで指定された DD ステートメン
トによって定義されたデータ・セットは、ご使用のシ
ステムで後処置をとることができます。
DSNU251I

csect-name UNLOAD PHASE
STATISTICS.NUMBER OF RECORDS
UNLOADED= mmmmmm FOR
TABLESPACE tttttttt PART nn

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
UNLOAD フェーズの完了時に出されます。 表スペース
tttttttt に示された区画 nn について、アンロードされた
レコード数 (mmmmmm) が示されています。このカウン
トは、処理量を示します。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 有効な表レコードだけがアンロードさ
れます。 除去された表レコードのカウントは、報告さ
れません。
ユーザーの処置: レコード・カウントは、指示された区
画の現行の基数を表しています。 この値が
SYSTABLE.CARD 値とかけ離れている場合は、
RUNSTATS ユーティリティーを呼び出して、関連する
PLAN を再バインドさせて、 SQL 最適化プログラムが
PLAN を最新のものしておく必要があります。

DSNU252I

csect-name UNLOAD PHASE
STATISTICS.NUMBER OF RECORDS
UNLOADED= mmmmmm FOR
TABLESPACE tttttttt

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
UNLOAD フェーズの完了時に出されます。 指示された
表スペース tttttttt について、アンロードされたレコード
数 (mmmmmm) が示されています。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 有効な表レコードだけがアンロードさ
れます。 除去された表レコードのカウントは、報告さ
れません。
ユーザーの処置: レコード・カウントは、指示された表
の現行の基数を表しています。この値が
SYSTABLE.CARD 値とかけ離れている場合は、
RUNSTATS ユーティリティーを呼び出して、関連する
PLAN をその後再バインドして、 SQL 最適化プログラ
ムが PLAN を最新のものにしておく必要があります。
オペレーターの応答: カウントは、残っている処理量を
示すことがあります。
DSNU253I

csect-name UNLOAD PHASE
STATISTICS.NUMBER OF RECORDS
action= mmmmmm FOR TABLE
table-name

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
UNLOAD フェーズの完了時に出されます。 action が
″UNLOADED″ の場合、このメッセージは、指定された
表名のためにアンロードされたレコードの数 mmmmmm
を示しています。 action が ″DISCARDED″ の場合、こ
のメッセージは、指定された表名のために廃棄されたレ
コードの数 mmmmmm を示しています。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 表レコードはアンロードまたは廃棄さ
れました。
DSNU254I

csect-name - RECORD COUNTS
INCONSISTENT FOR pppppppp PHASE,
NUMBER OF RECORDS EXPECTED =
nnnnnnnn, NUMBER OF RECORDS
PROCESSED = aaaaaaaa

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
pppppppp フェーズで、現行のフェーズに渡されたレコ
ードの数 nnnnnnnn がこのフェースで処理されたレコー
ドの数 aaaaaaaa に等しくない場合に、この状態を報告
するために出されます。
重大度:

4 (警告)
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システムの処置: UNLOAD PAUSE オプションが使用
されている場合には、処理が続行されます。

「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照
してください。

ユーザーの処置: アンロード・データ・セットがユーザ
ーによって変更されていないか調べてください。 アン
ロード・フェーズと再ロード・フェーズ間のレコード・
カウントの不一致が、問題の原因になっている可能性が
ないかを判別してください。これが DB2 の内部の問題
である場合は、システム・プログラマーに報告してくだ
さい。

問題判別: 再始動処理時に作業データ・セットがユーザ
ーによって操作されていた場合には、それが正しく取り
扱われていたことを確認してください。 DB2 ユーティ
リティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照
してください。
問題判別: 再始動処理時にアンロード・データ・セット
がユーザーによって操作されていた場合には、それが正
しく取り扱われていたことを確認してください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
DSNU255I

DSNU256I

説明: このメッセージは、PART オプション指定が無
効な場合に、ユーティリティーによって出されます。
PART オプションは、以下の状態では無効です。
v 非区分表スペースに対して指定されたとき
v 指示された PART 整数が、指示された表スペースに
対して存在する区画とは関係ない場合

| v あるいは、ROWID 列が区分化キーの一部である場合
| v LOAD INTO TABLE PART x が、一致列が区分化キ
ーの一部である表スペースで実行される場合
|
このユーティリティー・ジョブ・ステップは異常終了し
ます。

csect-name - KEY COUNT
INCONSISTENT FOR pppppppp PHASE,
NUMBER OF KEYS EXPECTED =
nnnnnnnn, NUMBER OF KEYS
PROCESSED = aaaaaaaa.

システムの処置: このエラーは、ユーティリティー・ジ
ョブ・ステップのそれ以降の処理を終了させるほど重大
なものです。 このユーティリティー・ジョブ・ステッ
プは終了し、リソースは解放されて前の状態に戻されま
す。

説明: このメッセージは、LOAD または REORG ユー
ティリティーの pppppppp フェーズで、現行のフェーズ
に渡されたキーの数 nnnnnnnn がこのフェーズで処理さ
れたキーの数 aaaaaaaa に等しくない場合に、この条件
を報告するために出されます。 影響を受けた索引の 1
つまたは複数が、矛盾している可能性があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 処理は停止し、すべての索引は再作成
保留状態に置かれます。
ユーザーの処置: ユーティリティーを TERM し、索引
の再作成保留状態をリセットするために REPAIR ユー
ティリティーを実行することによって索引にアクセスし
直してください。 CHECK INDEX ユーティリティーを
実行して、影響を受けた索引の中に矛盾しているものが
存在しないかどうか判別してください。 矛盾している
索引は、REBUILD INDEX ユーティリティーによって
再作成することができます。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
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csect-name INVALID PARTITION
SPECIFICATION

|
|

ユーザーの処置: 指定された制御ユーティリティー・ス
テートメントで問題となっている表スペースの正しい区
画指定を判別し、ユーティリティー・ジョブ・ステップ
を再実行してください。 表スペースの区画番号の正し
い範囲については、DB2 カタログ内の
SYSIBM.SYSTABLESPACE を調べてください。
ROWID 列が区分化キーの一部である場合は、PART オ
プションは無効です。
DSNU257I

csect-name UNABLE TO RESTART
BUILD PHASE

説明: RESUME(YES) オプションを指定して LOAD ユ
ーティリティーの BUILD PHASE または SORTBLD フ
ェーズを再始動させることは許されません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。
ユーザーの処置: LOAD ユーティリティーが失敗した
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TABLESPACE の場合は、戻りコードが 4 であれば、ジ
ョブ・ステップ内の次のユーティリティー機能 (もしあ
れば) が開始されます。

とき、再作成保留状態になっていた表スペース内のすべ
ての索引をリカバリーしてください。
問題判別: LOAD 再始動の制約事項については、DB2
ユーティリティー・ガイドおよび解説書 および DB2 ユ
ニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版)
管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照してください。
DSNU258I

COPY の場合、コピーされていた表スペース、索引スペ
ース、または区画は、リカバリー保留状態になります。
戻りコードが 8 であると、ジョブ・ステップ内のそれ
以上のユーティリティー処理は禁止されます。

csect-name BUILD PHASE STATISTICS.
NUMBER OF INDEXES = mmm

ユーザーの処置: 戻りコードが 8 の場合には、システ
ム・プログラマーに通知してください。戻りコードが 4
の場合には、処置は不要です。

説明: このメッセージは、LOAD、REORG、または
REBUILD INDEX ユーティリティーの BUILD フェー
ズが正常に完了したときに出されます。更新された索引
の数は、'mmm' で示されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: LOAD、REORG、または REBUILD
INDEX ユーティリティーのいずれかの BUILD フェー
ズが正常に完了しました。このユーティリティー・ジョ
ブ・ステップが完了すると、これらの索引は
REFERENCE 処理に使用できるようになります。
DSNU259I

csect-name BUILD PHASE COMPLETE,
ELAPSED TIME = hh/mm/ss

説明: このメッセージは、REORG、LOAD、および
REBUILD INDEX ユーティリティーの BUILD フェー
ズが正常に完了したときに出されます。このフェーズが
開始してから完了するまでの経過時間は、'hh' 時間、
'mm' 分、'ss' 秒でした。
システムの処置: LOAD、REORG、または REBUILD
INDEX ユーティリティーの次のフェーズまで処理が継
続されます。これが最後のフェーズである場合は、この
ユーティリティー・ジョブ・ステップ内の次のユーティ
リティー・ステートメント (もしあれば) の処理が続行
されます。
DSNU260I

csect-name obj-type obj-qual.obj-name IS
EMPTY

説明: このメッセージは、空の表スペースについて
REBUILD INDEX(ALL) または REORG TABLESPACE
が実行された場合に、警告として出されます。
また、表スペースまたは区画内の最初のスペース・マッ
プ・ページが抜けていることを COPY が検出した場合
にも出されます。 このエラー状態は、DB2 の外部のデ
ータ・セットの削除および再定義、あるいは、そのデー
タ・セットで発生した DB2 障害が原因になっているこ
とが考えられます。
重大度:

システム・プログラマーの応答: 戻りコードが 8 の場
合は、RECOVER ユーティリティーを使用して、コピー
中であった表スペース、索引スペース、または区画をリ
カバリーしなければなりません。

4 (警告) または 8 (エラー)

システムの処置: REBUILD INDEX または REORG

| DSNU269I
|

csect-name FIELD field-name IS NOT
ALLOWED

| 説明: ROWID GENERATED ALWAYS がフィールド
| 仕様リストに指定されていました。フィールド仕様リス
| トには、ROWID GENERATED BY DEFAULT のみが指
| 定を許可されています。
|
|
|
|
|

GENERATED ALWAYS として定義された一致列を
LOAD フィールド指定リストで指定することも、あるい
はこれらの列を、フィールド指定リストなしに LOAD
FORMAT UNLOAD または LOAD で暗黙指定すること
もできません。

|

重大度: 8 (エラー)

|
|

システムの処置: LOAD ユーティリティーは終了しま
す。

|
|
|

ユーザーの処置: ROWID GENERATED ALWAYS 列
を LOAD フィールド指定リストから除外して、ジョブ
を実行し直してください。
DSNU270I

csect-name - table-name, column-name IN
VIOLATION OF INSTALLATION
DEFINED FIELD PROCEDURE
procedure-name.function-code, return-code,
reason-code, message-token

説明: LOAD のためのエンコードまたは REORG のた
めのデコードの際に、ご使用のシステムで提供されてい
るフィールド手順からエラーが戻されました。 詳細に
ついては、SQLCODE -681 を参照してください。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このユーティリティーは、理由コード
'00E40336' およびシステム '04E' 異常終了を出します。
ユーザーの処置: エラーの原因の判別および訂正が行え
るように、エラーの結果として作成されたダンプをシス
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テム・プログラマーに要求してください。
システム・プログラマーの応答: フィールド・プロシー
ジャーを調べて、エラー戻りコードが生成された理由を
判別してください。詳細については、DB2 ユーティリテ
ィー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

| DSNU271I
|
|
|
|
|
|
|
|
|

csect-name - REORG PENDING ON
FOR TABLE SPACE database.index-name
PART part number PROHIBITS
PROCESSING

説明: 区分表スペース内にデータを再分配するために、
REORG ユーティリティーを実行しようとしました。
このメッセージで述べられている区画番号は、REORP
状態がオンになっていることが分かりましたが、
REORG ユーティリティーの PART n1:n2 パラメーター
に指定されていませんでした。

| REORG を実行して一致列の値を実体化する場合は、表
| スペース全体を再編成する必要があります。

| DSNU273I
|
|
|

説明: SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE を指
定した REORG を、 REORG PENDING 制限状態の表
スペース区画には使用できません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: REORG ユーティリティー・ジョブは
終了します。
ユーザーの処置: REORG PENDING 状態にある区画に
対して SHRLEVEL NONE を指定して REORG を実行
し、区画のバランスをとり直して、REORG PENDING
状態を解消してください。
DSNU280I

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
| せん。
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: この表スペースに対し
て DISPLAY コマンドを出して、REORG ユーティリテ
ィーに対する正しい区画範囲指定を明らかにしてから、
ユーティリティー・ジョブ・ステップを再実行依頼して
ください。
DSNU272I

csect-name - FIELD PROCEDURE
procedure-name COULD NOT BE
LOADED

説明: LOAD のためのエンコードまたは REORG のた
めのデコードの際に、ご使用のシステムで提供されてい
るフィールド手順をロードすることができません。 詳
細については、SQLCODE -682 を参照してください。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
で終了します。

ユーティリティーは、戻りコード 8

ユーザーの処置: ジョブ出力をシステム・プログラマー
に提示してください。
システム・プログラマーの応答: フィールド手順をロー
ドできなかった理由を判別してください。

csect-name - REORG WITH SHRLEVEL
REFERENCE OR CHANGE CANNOT
APPLY TO TABLE SPACE name PART
n1:n2

csect-name - ERROR=X'reason-code'
FROM EDIT ROUTINE procedure-name
FOR table-name

説明: 示されている表にレコードをロード中に、ご使用
のシステムで提供されている編集ルーチンからエラーが
返されました。 理由コードは、編集ルーチンによって
セットされます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: LOAD または REORG ユーティリテ
ィーは、ABEND04E RC00E40323 を受け取ります。
ユーザーの処置: 入力データのすべてのエラーを訂正し
てください。 提供されている編集ルーチンが正しいこ
とを確かめてください。 ユーティリティーを再始動ま
たは終了させることができます。
システム・プログラマーの応答:
ことを確かめてください。

| DSNU281I
|
|
|

編集ルーチンが正しい

csect-name RECORD (n) OF TABLE
table-name VIOLATING VALID ROUTINE
validproc-name, ERROR
CODE=X'reason-code'

説明: ご使用のシステムで提供されている妥当性検査出
口ルーチンにより、 TABLE 'table-name' へのレコード
'n' のロードが妨げられました。 理由コードは、出口ル
ーチンによってセットされています。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: LOAD ユーティリティーは、次の入
力レコードの処理を続けます。
ユーザーの処置: エラーの入力レコードを、妥当性検査
の手順から戻されたエラー理由コードと比較して調べて
ください。 LOAD 入力フィールドの列指定の定義につ
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いては、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書
を参照してください。
システム・プログラマーの応答: 検査ルーチンが正しい
ものであるか確かめてください。
DSNU282I

csect-name UNABLE TO RESTART AT
LAST CHECKPOINT WITH DDNAME
’dddddddd’

説明: DD 名 'dddddddd' をもつデータ・セットは連結
データ・セットであるため、ユーティリティーは、最後
のチェックポイント (RESTART CURRENT) からではな
く、フェーズの始め (RESTART PHASE) からしか再始
動させることができません。
重大度:

csect-name REORG TABLESPACE
dbname.tsname OFFPOSLIMIT
SYSINDEXPART ROWS

説明: これは、REORG TABLESPACE OFFPOSLIMIT
出力の SYSINDEXPART セクションについてのヘッダ
ー・メッセージです。 このセクションでは、REORG
TABLESPACE 入力ステートメントで指定された表スペ
ースまたは表スペース区画に関する SYSINDEXPART
行がリストされます。 SYSINDEXPART のフィールド
を次のとおりです。
CREATOR
索引作成者名
IXNAME

8

索引名

システムの処置: このユーティリティーは、理由コード
'00E40323' およびシステム '04E' 異常終了を出します。

CREATOR
表作成者名

ユーザーの処置: RESTART オプションを RESTART
PHASE に変更して、ジョブ・ステップを入力し直して
ください。

TBNAME
表名

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

CARDF
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

DSNU286I

csect-name TRIGGER ERROR:
SQLCODE = sqlcode, SQLERRM =
sqlerrm, SQLSTATE = sqlstate,
SQLERRP = sqlerrp, SQLERRD =
sqlerrd1 sqlerrd2 sqlerrd3 sqlerrd4 sqlerrd5
sqlerrd6

説明: このメッセージには複数のコンポーネントがあり
ます。SQLCODE は SQL 戻りコードです。SQL 戻り
コードが負の場合、エラーが発生したことを示していま
す。この SQL 戻りコードの詳細については、 9 ページ
の『第 2 部 SQL 戻りコード』 を参照してください。
SQLERRP は、エラーを検出したプロシージャーの名前
です。SQL 診断情報は、
SQLERRD1、SQLERRD2、SQLERRD3、SQLERRD4、
SQLERRD5、および SQLERRD6 の各フィールドにあり
ます。

PART

区画番号
参照された行数 (浮動小数点)

FAROFFPOSF
遠くから参照された行数 (浮動小数点)
NEAROFFPOSF
近くから参照された行数 (浮動小数点)
STATSTIME
RUNSTATS 更新の TIMESTAMP
OFFPOSLIMIT 基準に合致する行の頭には ’*’ が付いて
います。
重大度: 0 (通知)
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

ユーザーの処置: STATSTIME 列にレポートされている
TIMESTAMP が最近のものでない場合は、
OFFPOSLIMIT 基準が古い統計を使って評価された可能
性があります。

# 重大度: 8 (エラー)
# システムの処置: 処理は終了します。
#
#
#
#

ユーザーの処置: この特定の SQLCODE に関する情報
を使用して、SQL エラーの原因を判別してください。
エラーを訂正し、このユーティリティーを実行し直して
ください。

DSNU287I

csect-name REORG TABLESPACE
dbname.tsname INDREFLIMIT
SYSTABLEPART ROWS

説明: これは、REORG TABLESPACE INDREFLIMIT
出力の SYSTABLEPART セクションについてのヘッダ
ー・メッセージです。 このセクションでは、REORG
TABLESPACE 入力ステートメントで指定された表スペ
ースまたは表スペース区画に関する SYSTABLEPART
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行がリストされます。 SYSTABLEPART フィールドは
次のとおりです。
DBNAME
データベース名
TSNAME
表スペース名
PART

区画番号

CARD

表スペースの行数

FARINDREF
遠くに再配置された行数
NEARINDREF
近くに再配置された行数
STATSTIME
RUNSTATS 更新の TIMESTAMP
INDREFLIMIT 基準に合致する行の頭には ’*’ が付いて
います。
重大度:

処理は正常に続行されます。

ユーザーの処置: STATSTIME 列にレポートされている
TIMESTAMP が最近のものでない場合は、
INDREFLIMIT 基準が古い統計を使って評価された可能
性があります。
DSNU288I

csect-name REORG INDEX
dbname.ixname LEAFDISTLIMIT
SYSINDEXPART ROWS

説明: これは、REORG INDEX LEAFDISTLIMIT 出力
の SYSINDEXPART セクションについてのヘッダー・
メッセージです。 このセクションでは、REORG
INDEX 入力ステートメントで指定された索引または索
引区画に関する SYSINDEXPART 行がリストされま
す。 SYSINDEXPART のフィールドを次のとおりで
す。
CREATOR
索引作成者名
IXNAME
索引名
PART

区画番号

LEAFDIST
葉ページ間のページ数を 100 倍したもの。
STATSTIME
RUNSTATS 更新の TIMESTAMP
LEAFDISTLIMIT 基準に合致する行の頭には ’*’ が付い
ています。
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0 (通知)

システムの処置: 処理は正常に続行されます。
ユーザーの処置: STATSTIME 列にレポートされている
TIMESTAMP が最近のものでない場合は、
LEAFDISTLIMIT 基準が古い統計を使って評価された可
能性があります。
DSNU289I

csect-name type REORG LIMITS HAVE
BEEN MET

説明: 指定した制限値に合致したかどうかを REORG
ユーティリティーが示しています。 REORG
TABLESPACE の場合、それは OFFPOSLIMIT あるいは
INDREFLIMIT です。 REORG INDEX の場合は、
LEAFDISTLIMIT です。 type の値は以下のとおりで
す。
NO

制限値に合致しなかった場合。

blank

少なくとも 1 つの制限値と合致した場合。

重大度:

0 (通知)

システムの処置:

重大度:

戻りコードは以下のとおりです。

1 (通知)
いずれの制限値にも合致しなかった場合。
2 (通知)
少なくとも 1 つの制限値と合致した場合。
システムの処置: ユーティリティーの処理は継続されま
す。
ユーザーの処置: REPORTONLY オプションが指定さ
れており、他のジョブ・ステップの条件付き実行にこの
ジョブ・ステップの結果が使用されない場合は、この表
スペース、区画、または索引に対するユーティリティ
ー・メッセージを調べて、REORG を実行するかどうか
を決めてください。
DSNU290I

csect-name type REORG WILL BE
PERFORMED

説明: 指定した制限値に合致したかどうか、および、
REORG を実行するかどうかを REORG ユーティリティ
ーが示しています。 REORG TABLESPACE の場合、そ
れは OFFPOSLIMIT あるいは INDREFLIMIT です。
REORG INDEX の場合は、LEAFDISTLIMIT です。
type の値は以下のとおりです。
NO

制限値に合致しなかった場合。

blank

少なくとも 1 つの制限値と合致した場合。

重大度: 0 (通知)
システムの処置: ユーティリティーの処理は継続されま
す。制限値に合致しなかった場合は、REORG が実行さ
れます。
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MAXIMUM COMPOSITE UNLOAD
RECORD SIZE TOO LARGE FOR
SORT.SORTDATA KEYWORD IS
IGNORED.

説明: REORG ユーティリティー・ジョブに、
'SORTDATA' キーワードが指定されました。 しかし、
表スペース内にある最大レコード接頭部が付けられ、最
大キーによって複合レコードが作成されます。このレコ
ードが、SORT コンポーネントで処理するには大きすぎ
ます。 SORTDATA キーワードは無視されます。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNURFIT
重大度:

システムの処置:

処理は正常に続行されます。

ユーザーの処置: 表スペースに SORTDATA を使用す
る必要がある場合は、表を定義し直して、最大レコード
またはキー・フィールドのサイズを減らすようにしてく
ださい。 フィールドを LONG VARCHAR から、指定
された最大長の VARCHAR に変更すると、効果がある
場合もあります。
問題判別: この問題は、32KB ページ・サイズの表スペ
ースにしか起こらないはずです。 VARCHAR および
LONG VARCHAR 列に必要な最大データ長を分析し
て、もっと短い長さを指定できるかどうかを調べてくだ
さい。 ユーティリティー・ステートメントから
SORTDATA キーワードを除去する必要があるかもしれ
ません。
csect-name - -ALTER UTILITY CANNOT
APPLY TO THIS UTILITY, REASON=c

説明: -ALTER UTILITY コマンドは、SHRLEVEL
REFERENCE または CHANGE を指定した REORG を
実行しているジョブにのみ適用されます。 さら
に、-ALTER UTILITY で MAXRO、LONGLOG、また
は DELAY を指定している場合は、ジョブは
SHRLEVEL CHANGE を指定した REORG を実行して
いなければなりません。
1

ジョブが、SHRLEVEL REFERENCE または
CHANGE を指定した REORG を実行していな
い。

2

-ALTER UTILITY が MAXRO、LONGLOG、
または DELAY を指定しているが、ジョブが
SHRLEVEL REFERENCE を指定した REORG
を実行していない。

重大度:

DSNU293I

8 (エラー)

システムの処置: -ALTER UTILITY は実行されませ
ん。

csect-name - REORG WITH SHRLEVEL
REFERENCE OR CHANGE CANNOT
APPLY TO THE name TABLE SPACE

説明: SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE を指
定した REORG は、次のカタログ表スペースおよびデ
ィレクトリー表スペースを操作することはできません。
DSNDB06.SYSDBASE、 DSNDB06.SYSDBAUT、
DSNDB06.SYSGROUP、 DSNDB06.SYSPLAN、
DSNDB06.SYSVIEWS、および DSNDB01.DBD01。
重大度:

0

DSNU292I

ユーザーの処置: -ALTER UTILITY を、適切なユーテ
ィリティーを実行しているジョブに適用してください。

8 (エラー)

システムの処置:

REORG は実行されません。

ユーザーの処置: SHRLEVEL NONE を指定して
REORG を実行してください。
DSNU294I

csect-name - LARGEST COMPOSITE
RECORD IS TOO BIG FOR REORG
WITH SHRLEVEL CHANGE

説明: SHRLEVEL CHANGE が REORG ユーティリテ
ィー・ジョブに指定されており、表にはクラスター化索
引があります。 しかし、表スペース内にある最大レコ
ード接頭部が付けられ、最大キーによって複合レコード
が作成されます。このレコードが、SORT コンポーネン
トで処理するには大きすぎます。 長さの計算方法につ
いては、 DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書
の REORG の項目を参照してください。 ソートする混
成レコードに可能な最大長が 32760 バイト (BSAM デ
ータ・セットに対する最大レコード・サイズ) を超える
場合は、 SHRLEVEL CHANGE を指定して REORG を
実行することはできません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: REORG は実行されません。
ユーザーの処置: SHRLEVEL NONE または
REFERENCE を指定して REORG を実行します。 表ス
ペースに SHRLEVEL CHANGE を使用しなければなら
ない場合は、表を再定義して、最大のレコードまたはキ
ー・フィールドのいずれかのサイズを縮小してみてくだ
さい。 フィールドを LONG VARCHAR から、指定さ
れた最大長の VARCHAR に変更すると、効果がある場
合もあります。
問題判別: この問題は、32KB ページ・サイズの表スペ
ースにしか起こらないはずです。 VARCHAR および
LONG VARCHAR 列に必要な最大の長さを分析して、
以前より短い長さを指定することができるかどうかを調
べてください。
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|

csect-name - IN UTILTERM PHASE OF
REORG WITH SHRLEVEL
REFERENCE OR CHANGE, DATA SET
name COULD NOT BE DELETED, DFP
REASON CODE = rrrrrrrr

説明: 再編成中の区域 (表スペースまたは区画) につい
て、 SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE を指
定した REORG は、元のデータ・セットからデータを
アンロードし、シャドー・データ・セットにデータを再
ロードします。 その後、REORG は、元の名前とシャ
ドー・データ・セットの名前を交換します。 データ・
セットの元の名前のフォームは
『catname.DSNDBx.dbname.psname.I0001.Annn』 です。
データ・セットのシャドー名のフォームは
『catname.DSNDBx.dbname.psname.J0001.Annn』 です。
REORG は、データに対してだけでなく、索引に対して
もこれらのデータ・セットを使用します。
DB2 管理のデータ・セットの場合は、REORG の
utilterm フェーズによって、元のデータ・セットであっ
たシャドー・データ・セットが削除されます。 このメ
ッセージは、シャドー・データ・セット 名 が削除でき
なかったことを示します。 rrrrrrrr は DFP の理由コー
ドを示します。
重大度:

ユーザーの処置: データ・セットの削除を試行してくだ
さい。 削除することができない場合は、システム・プ
ログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: DFP 理由コードを調
べて、データ・セットが削除できなかった理由を判別し
てください。
DSNU296I

csect-name - IN REORG WITH
SHRLEVEL REFERENCE OR
CHANGE, DATA SET name DOES NOT
EXIST, CONTEXT=c

説明: 再編成中の区域 (表スペースまたは区画) につい
て、 SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE を指
定した REORG は、元のデータ・セットからデータを
アンロードし、シャドー・データ・セットにデータを再
ロードします。 その後、REORG は、名前変更の過程
で一時名を使用して、元のデータ・セットおよびシャド
ー・データ・セットの名前を交換します。データ・セッ
トの元の名前のフォームは
『catname.DSNDBx.dbname.psname.I0001.Annn』 です。
データ・セットのシャドー名のフォームは
『catname.DSNDBx.dbname.psname.J0001.Annn』 です。
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初期設定の間は、以下の場合には REORG を実行する
ことはできません。
v 一時名をもつデータ・セットがすでに存在している場
合
v シャドー名をもつ DB2 管理のデータ・セットがすで
に存在している場合
v シャドー名をもつユーザー管理のデータ・セットがま
だ存在していない場合
元のデータ・セットおよびシャドー・データ・セットの
名前を交換するために、 REORG は以下の方法で名前
を変更します。
1

切り替えフェーズで、元のデータ・セットの元
の名前から一時名に名前が変更されます。

2

切り替えフェーズで、シャドー名から元の名前
にシャドー・データ・セットの名前を変更しま
す。

3

utilterm フェーズで、元のデータ・セットを一
時名からシャドー名に変更します (ユーザー管
理のデータ・セットの場合)。 DB2 管理のデー
タ・セットの場合、一時名は削除されます。

# 7
#
#
#
#

REORG の初期設定中に、REORG はシャド
ー・データが存在しないことを検出しました。
このエラーは、ユーザーが管理するデータ・セ
ットに格納されている表スペース、索引、また
は区画に関してのみ発生します。

4 (警告)

システムの処置: REORG の実行は続行されますが、指
定されたデータ・セットは削除されません。

|

データ・セットの一時名のフォームは
『catname.DSNDBx.dbname.psname.T0001.Annn』 です。
REORG は、データに対してだけでなく、索引に対して
もこれらのデータ・セットを使用します。

-TERM UTILITY コマンドが出されるか、REORG がデ
ータ・セットの名前変更を開始した後に REORG 切り
替えフェーズが再始動された場合は、 REORG の
utilterm フェーズの前に、名前が元の形に戻ります。
コンテキスト・コードは、以下の特定のタイプのエラー
を示します。
1
REORG の切り替えフェーズにおける名前変更
1 の間に、元の名前が付いたデータ・セットが
存在しないことを REORG が検出した。 この
エラー状態は、 DB2 管理のデータ・セットま
たはユーザー管理のデータ・セットに対して出
されます。
名前変更 4 の切り替えフェーズ再始動中に、
あるいは、切り替えフェーズ中の -TERM
UTILITY で、REORG が元の名前のデータ・セ
ットが存在しないことを検出しました。 この
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v データ・セットが表スペースの区画の一部である場合
は、オブジェクトは区画であり、メッセージは
DSNU560I です。

エラー状態は、 DB2 管理のデータ・セットま
たはユーザー管理のデータ・セットに対して出
されます。

v データ・セットが非区分索引の一部である場合は、オ
ブジェクトは索引であり、メッセージは DSNU557I
です。

2
REORG の切り替えフェーズにおける名前変更
2 の間に、シャドー名が付いたデータ・セット
が存在しないことを REORG が検出した。 こ
のエラー状態は、 DB2 管理のデータ・セット
またはユーザー管理のデータ・セットに対して
出されます。
名前変更 5 の切り替えフェーズ再始動中に、
あるいは、切り替えフェーズ中の -TERM
UTILITY で、 REORG がシャドー名のデー
タ・セットが存在しないことを検出した。 こ
のエラー状態は、 DB2 管理のデータ・セット
またはユーザー管理のデータ・セットに対して
出されます。

v データ・セットが区分索引の区分の一部である場合
は、オブジェクトは索引の区分であり、メッセージは
DSNU559I です。
ユーザーの処置: コンテキスト・コード 1 または 2 の
場合は、RECOVER TABLESPACE、RECOVER、または
REBUILD ユーティリティーを実行してください。
コンテキスト・コードが 3 の場合は、何も実行しない
でください。

# コンテキスト・コードが 7 の場合は、REORG を実行
# する前にすべてのシャドー・オブジェクトを定義してく
# ださい。

3
REORG の utilterm フェーズにおける名前変更
3 の間に、一時名が付いたデータ・セットが存
在しないことを REORG が検出した。 このエ
ラー状態は、ユーザー管理のデータ・セットに
対して出されます。

# 7
#
#
#
#
重大度:

DSNU297I

説明: REORG DISCARD あるいは REORG UNLOAD
EXTERNAL のためにアンロードするレコードのサイズ
が、許される最大論理レコード長 (32760 バイト) より
大きい。

REORG の初期設定中に、REORG はシャド
ー・データが存在しないことを検出しました。
このエラーは、ユーザーが管理するデータ・セ
ットに格納されている表スペース、索引、また
は区画に関してのみ発生します。
4 (警告) または 8 (エラー)

システムの処置: コンテキスト・コード 1 あるいは 2
の場合、ユーティリティーの処理は異常終了します。
ABEND 理由コード 00E4031B が出ます。 オブジェク
トはリカバリー保留状態のままです。
コンテキスト・コード 3 の場合、機能を要求したユー
ティリティー・ジョブ・ステップは、名前変更を行わず
に続行されます。 ユーティリティー・ジョブは停止状
態に置かれます。 オブジェクトはリカバリー保留状態
のままとなり、メッセージが出されます。

# コンテキスト・コードが 7 の場合は、REORG は実行
# されません。
コンテキスト・コード 1、2、あるいは 3 の場合、以下
のメッセージが出ます。
v データ・セットが非区分表スペースの一部である場合
は、オブジェクトは表スペースであり、メッセージは
DSNU562I です。

csect-name COMPOSITE RECORD SIZE
TOO LARGE FOR table-name

重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーは、戻りコード 8
で終了します。

#
#
#
#
#
#
#
#

ユーザーの処置: REORG 中にレコードを廃棄したい場
合は、REORG の前に SQL を使用してレコードを削除
する必要があります。 レコードを外部形式でアンロー
ドしたい場合は、代わりにアプリケーションを使用する
必要があります。 REORG UNLOAD EXTERNAL また
は REORG DISCARD と組み合わせて SORTDATA オ
プションを使用している場合は、SORTDATA キーワー
ドを除去してください。
問題判別: この問題は、BLOB、CLOB、または
DBCLOB 列のある表にのみよく起こる可能性がありま
す。
DSNU298I

csect-name - RESTART NOT ALLOWED
IN phase-name PHASE OF REORG
UTILITY WITH SHRLEVEL CHANGE

説明: phase-name フェーズで、 SHRLEVEL CHANGE
を指定した REORG ユーティリティーの再始動が試行
されました。 DB2 のこのフェーズでは、 SHRLEVEL
CHANGE を指定して REORG ユーティリティーを再始
動することはできません。
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重大度:

8 (エラー)

DSNU301I

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 異常終了理由コード 00E40018 または 00E40310
が出される場合があります。
ユーザーの処置: -TERM UTILITY コマンドを出して
ユーティリティー・ジョブを終了させてから、
RESTART パラメーターを指定せずにジョブを再実行し
てください。
システム・プログラマーの応答: 必要であれば、ユーテ
ィリティーを終了する前に、表スペースまたは区画への
アクセスを防ぐ処置をとってください。

|

DSNU299I

csect-name - COLUMN 'column-name'
REQUIRES TRANSLATION FROM
CCSID ccsid TO ccsid

|

説明: LOAD ユーティリティーが、入力値を別のコー
ド化文字セットに変換するように求められたが、
SYSSTRINGS カタログ表にこの特定の変換の記述がな
く、また変換の外部化もできませんでした。 最初の
ccsid は入力された値のコード化文字セットを示し、 2
番目の ccsid は変換しなければならなかったコード化文
字セットを示します。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
了します。

これ以降のユーティリティー処理は終

ユーザーの処置: CCSID が正しい場合、唯一の訂正処
置は、SYSSTRINGS に行を挿入することによって、変
換に備えることです。 SBCS 変換の場合は、この行
に、変換表またはユーザー提供の変換手順の名前を指定
しなければなりません。 DBCS 変換の場合は、ユーザ
ー提供の変換手順の名前をこの行に指定しなければなり
ません。

csect-name - KEYWORD 'SORTDATA'
SPECIFIED AND/OR KEYWORD
'NOSYSREC' WAS SPECIFIED BUT
NO CLUSTERINGINDEX EXISTS,
KEYWORD IS IGNORED

説明: REORG ユーティリティー・ジョブに対し、
'SORTDATA' キーワードまたは 'NOSYSREC' キーワー
ドが指定されたか、あるいは SHRLEVEL CHANGE を
使用して暗黙指定されました。 しかし、再編成中の表
スペースには、クラスター化索引が存在していないこと
が判明しました。 このキーワードは無視され、処理が
正常に続けられます。
重大度:

0

システムの処置:

処理は正常に続行されます。

ユーザーの処置: 再編成されている表スペースのクラス
ター化索引があることを予期していた場合には、索引が
見つからなかった理由を判別してください。
問題判別: ユーザー・エラーであると考えられます。
再編成されている表スペース内の表に、クラスター索引
を定義するかどうかを判別してください。 定義する場
合は、クラスター化索引を定義してください。そうでな
い場合は、必要に応じて、ユーティリティーのステート
メントから 'SORTDATA' キーワードや 'NOSYSREC' キ
ーワードを除去してください。
DSNU302I

csect-name (RE)LOAD PHASE
STATISTICS.NUMBER OF INPUT
RECORDS PROCESSED = nnnnnnnn

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
RELOAD フェーズ、および LOAD ユーティリティーの
LOAD フェーズが、正常に完了したときに出されます。

CCSID が誤っている場合は、 LOAD ステートメントの
CCSID の指定を訂正してから、ジョブを再実行依頼し
てください。

入力レコード・データ・セット (つまり、REORG の場
合は UNLDDN オプション、または LOAD の場合は
INDDN オプションに指定された JCL DD ステートメン
トで識別されたデータ・セット) から処理されたレコー
ドの数が示されています。

DSNU300I

重大度:

csect-name (RE)LOAD PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME =
hh/mm/ss

説明: REORG または LOAD ユーティリティーの再ロ
ード・フェーズが、正常に完了しました。 実行のため
の所要時間は、'hh' 時間、'mm' 分、'ss' 秒でした。

0 (通知)

システムの処置: LOAD または REORG ユーティリテ
ィーは、レコードを DB2 データベースに (再び) イン
ストールするためのフェーズを完了します。 これは、
索引を作成または更新あるいはその両方をする必要がな
い場合は、そのユーティリティーの最後のフェーズとな
ります。
ユーザーの処置: ユーザーは、(再) ロードされたレコ
ードの数が、予測した数と一致しているかどうかを検査
することができます。 たとえば、REORG の場合、こ
の数はアンロードされたレコードの合計数と一致しま
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DSNU303I
LOAD または REORG が、LOAD または RELOAD フ
ェーズ内の最後のコミット点から再始動された場合 (す
なわち、'RESTART' パラメーターが指定されていた場
合) には、 'nnnnnn' は、再始動後にロードされたレコー
ドの数を表します。

す。 LOAD の場合、この数は、実行依頼されたレコー
ドの数から拒否が報告されたレコードの数を引いた値と
一致します。
DSNU303I

csect-name (RE)LOAD PHASE
STATISTICS.NUMBER OF RECORDS=
nnnnnn FOR TABLE table-name
PART=part-number

重大度:

0 (通知)

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
RELOAD フェーズ、および LOAD ユーティリティーの
LOAD フェーズが、正常に完了したときに出されます。

システムの処置: LOAD または RELOAD フェーズ
は、このフェーズがロードし、各表ごとにカウントを維
持します。 拒否された行は、カウントに含まれませ
ん。 各カウントは、LOAD または RELOAD フェーズ
の終わりで、メッセージとして報告されます。

これは、ソース・レコード・データ・セットから
'table-name' の PART 'part-number' にロードされたレコ
ードの数を示しています。 このデータ・セットは、
REORG の UNLDDN オプション (または LOAD の場
合は INDDN オプション) の JCL DD ステートメント
によって示されます。

ユーザーは、(再) ロードされたレコードの数が、予測し
た数と一致しているかどうかを検査することができま
す。 たとえば、REORG の場合、この数は、その表に
関してアンロードされたレコードの合計数と一致しま
す。 LOAD の場合、この数は、処理されたレコードの
数と一致します。

このメッセージは、LOAD ユーティリティー・ステート
メントの INTO TABLE PART 文節ごとに、あるいは
REORG ユーティリティー・ステートメントの
TABLESPACE PART 文節ごとに、繰り返されます。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: LOAD または RELOAD フェーズ
は、表の部分ごとにカウントを維持します。拒否された
行は、カウントに含まれません。 各カウントは、LOAD
または RELOAD フェーズの終わりで、メッセージとし
て報告されます。
ユーザーは、表の部分にロードまたは再ロードされたレ
コードの数を確かめることができます。 REORG の場
合、この数は、その表の部分にアンロードされたレコー
ドの数と一致するはずです。 LOAD の場合、この数
は、処理されたレコードの数と一致するはずです。

DSNU305I

csect-name - TABLE=table-name HAS AN
INCOMPLETE TABLE DEFINITION

| 説明: 表 'table-name' には、その 1 次キーまたは固有
| キーの固有性を強化するように定義された索引がありま
| せん。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は停止します。表スペース内の表
はロードされません。

| ユーザーの処置: ユーザーは、次のいずれかを行った後
| で、LOAD ジョブを再実行依頼することができます。
| v 表の基本キーに関する固有索引の作成。
| v 表の固有キーに関する固有索引の作成。
| v 表の基本キーの定義の除去。
| v 表の固有キーの定義の除去

DSNU304I

csect-name (RE)LOAD PHASE
STATISTICS.NUMBER OF RECORDS =
nnnnnn FOR TABLE table-name

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
RELOAD フェーズ、および LOAD ユーティリティーの
LOAD フェーズが、正常に完了したときに出されます。
ソース・レコード・データ・セット (つまり、REORG
の場合は UNLDDN オプション、または LOAD の場合
は INDDN オプションに指定された JCL DD ステート
メントが示すデータ・セット) から、TABLE
'table-name' にロードされたレコードの数が示されていま
す。
このメッセージは、現在の REORG または LOAD ユー
ティリティー・ステートメントによってロードされた
TABLE ごとに、繰り返して表示されます。

|

問題判別: カタログに対して SQL SELECT を出し
て、'table-name' に対してどのような索引および関係が存
在しているかを判別してください。 索引の省略、また
は間違った定義によって、1 次キーまたは固有キーの固
有性が保証されているかどうかを判別してください。
DSNU306I

csect-name - UNABLE TO DRAIN
WRITERS FROM object-type object-name

説明: リソースが使用不能なために、ユーティリティー
が、オブジェクトから書き込みをドレーンすることがで
きません。 オブジェクトは、タイプおよび名前によっ
て識別されます。 メッセージ DSNT500I に、リソース
が使用不能であった理由が示されています。 QUIESCE
ユーティリティーがこのメッセージを出した場合は、
DSNT500I は出されませんが、メッセージ DSNT501I
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DSNU307I
が出されるかもしれません。

システムの処置:

重大度:

ユーザーの処置: 前の DSNU650I INTO TABLE ステ
ートメントを調べてください。 各 INTO TABLE ステ
ートメントによって影響を受けるキー・サイズと索引の
数は、累算式です。これらのエレメントの組み合わせに
よって、ヘッダー・バイトを含めた索引キーのリストが
作成されますが、これが大きすぎるので、入力データ・
レコードのロードの際に、最大の大きさのバッファー域
に収める場合があります。 INTO TABLE ステートメン
トの数を減らすか、あるいはロードによって影響を受け
る索引の一部を除去する必要がある場合があります。

8 (エラー)

システムの処置:
す。

ユーティリティーの処理は終了しま

問題判別: メッセージ DSNT500I または DSNT501I を
参照してください。
DSNU307I

csect-name PARENT TABLE
parent-table-name OF table-name IN
RELATIONSHIP relationship-name HAS
AN INCOMPLETE TABLE DEFINITION

DSNU309I

説明: 'table-name' は、LOAD ユーティリティーのジョ
ブのターゲット表、または CHECK DATA ユーティリ
ティーが検査する従属表を示します。 'parent-table-name'
は、LOAD ユーティリティーのターゲット表の親表、ま
たは RELATIONSHIP 'relationship-name' における
CHECK DATA ユーティリティーの従属表を識別しま
す。 PARENT TABLE 'parent-table-name' の基本索引が
除去されています。

csect-name NOT ALL REQUIRED
UNIQUE INDEXES HAVE BEEN
DEFINED FOR TABLE table-name

説明: 固有索引要件を指定して、表 ’table-name’ が作
成されました。 これらの索引が、完全には定義されて
いません。
重大度: 8
システムの処置: 処理は停止します。表スペース内の表
はロードされません。

このメッセージは、ターゲット表が異なっている関係の
それぞれにおいて、不完全に定義された親表ごとに繰り
返し出されます。
重大度:

ユーティリティー処理は終了します。

ユーザーの処置: 次のいずれかの処置をとった後で、
LOAD ジョブを出し直すことができます。

8 (エラー)

v 必要なすべての固有索引を作成する。

システムの処置: LOAD および CHECK DATA ユーテ
ィリティーは、これ以上の処理を停止します。 LOAD
ユーティリティーによってデータはロードされず、
CHECK DATA ユーティリティーによって関係は検査さ
れません。

v 表を除去した上で、固有索引要件を指定しないで表を
作成し直す。
問題判別: どの固有索引を作成する必要があるのかを判
別してください。 その表の固有性要件が有効であるか
どうかを確かめてください。

ユーザーの処置: RELATIONSHIP 'relationship-name' が
示す基本索引とその親表が存在することを確かめてくだ
さい。

DSNU310I

問題判別: 不完全に定義された表が LOAD ジョブのタ
ーゲットであった場合には、そのような表ごとにメッセ
ージ DSNU305I が出されています。 カタログを参照し
て、LOAD ジョブのターゲットではなかった表スペース
の表に、定義が不完全な表がないかどうかを判別してく
ださい。

説明: ロード・ユーティリティーが、フィールドに提供
された入力データが誤っていることを発見しました。対
応する入力データ・セット・レコード 'n' は、
DISCARDS データ・セットに入れられます。

DSNU308I

csect-name INDEX KEY LIST RECORD
LENGTH EXCEEDS MAXIMUM KEY
BUFFER SIZE

説明: データ・レコードをロードする際に、データベー
ス・サービス・アドレス・スペース内に作成される索引
キー・リストの長さが、キー・バッファー・サイズの最
大値を超えている可能性があります。 LOAD ステート
メントが複雑すぎる可能性もあります。
重大度:
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8 (エラー)

|
|
|
|
|

csect-name RECORD 'n' WILL BE
DISCARDED DUE TO field-name
CONVERSION ERROR FOR table-name

NOSUBS キーワードが指定された場合は、レコードが
廃棄された可能性があります。理由は、入力データにコ
ード・ポイント (ソース CCSID からターゲット CCSID
に変換されたときに、置換文字がターゲット・ストリン
グに入れられる) が入っているためです。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 入力データ・セット・レコードは注記
を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット内の後
続のレコードの処理を続行します。
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DSNU311I
ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了してから、 DISCARDS データ・セット内の
レコードを調べてください。 破棄された入力データの
エラーを訂正してください。 そして、DISCARDS デー
タ・セットを入力データ・セットとして、
RESUME(YES) LOAD 呼び出しを実行依頼してくださ
い。 LOAD 入力フィールドの列指定の定義について
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。
DSNU311I

csect-name RECORD 'n' WILL BE
DISCARDED DUE TO INVALID
field-name COLUMN SPECIFICATION

説明: ロード・ユーティリティーが、提供されたフィー
ルド指定、および入力データ・セット・レコード内に入
っている VARCHAR 長さフィールドを用いて、入力デ
ータ値のロケーションを計算しました。 計算されたフ
ィールドの位置が、誤っていると判別されました。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 入力データ・セットのレコード番号は
注記を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット内の後
続のレコードの処理を続行します。
ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了してから、 DISCARDS データ・セット内の
レコードを調べてください。 廃棄された入力データに
エラーがあれば、それを訂正してください。 エラーが
なければ、入力フィールドの指定内容を訂正してくださ
い。 そして、DISCARDS データ・セット、および検査
済みの LOAD ユーティリティー・ステートメントとフ
ィールドの指定内容を用いて、RESUME(YES) LOAD
呼び出しを実行依頼してください。 LOAD 入力フィー
ルドの列指定の定義については、DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。
DSNU312I

csect-name RECORD 'n' WILL BE
DISCARDED DUE TO ERROR =
X'reason-code' FROM EXIT ROUTINE
procedure-name FOR table-name

説明: ご使用のシステムで提供されている出口ルーチン
により、指示された表へのレコード 'n' のロードが妨げ
られました。 理由コードは、出口ルーチンによってセ
ットされています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 入力データ・セットのレコード番号は
注記を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
エラーは、DISCARDS データ・セットに入れられま
す。 LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット

内の後続のレコードの処理を続行します。
ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了してから、 DISCARDS データ・セット内の
レコードを調べてください。 廃棄された入力データに
エラーがあれば、それを訂正してください。 提供され
た出口ルーチンが正しいものであることを確認してくだ
さい。 そして、DISCARDS データ・セット、および検
査済みの LOAD ユーティリティー・ステートメントと
フィールドの指定内容を用いて、RESUME(YES) LOAD
呼び出しを実行依頼してください。 LOAD 入力フィー
ルドの列指定の定義については、DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。
システム・プログラマーの応答: 検査ルーチンが正しい
ものであるか確かめてください。
DSNU313I

csect-name RECORD 'n' WILL BE
DISCARDED DUE TO PART OR HIGH
KEY VALUESPECIFICATION(S)

説明: 破棄されるレコードは、ロードされているいずれ
の区画にも属していません。 LARGE 表スペースの場
合、これは、最後の区画に指定されたキー上限値よりも
キー値が高いことが原因であると考えられます。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 入力データ・セットのレコード番号は
注記を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット内の後
続のレコードの処理を続行します。
ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了してから、 DISCARDS データ・セット内の
レコードを調べてください。 廃棄された入力データに
エラーがあれば、それを訂正してください。 そして、
DISCARDS データ・セットを入力データ・セットとし
て、 RESUME(YES) LOAD 呼び出しを実行依頼してく
ださい。 LOAD 入力フィールドの列指定の定義につい
ては、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 の
第 2 部を参照してください。
システム・プログラマーの応答: 検査ルーチンが正しい
ものであるか確かめてください。
DSNU314I

csect-name RECORD 'n' WILL BE
DISCARDED DUE TO WHEN
SPECIFICATION(S)

説明: 破棄されるレコードは、提供されたどの WHEN
選択式も満たしていません。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 入力データ・セット・レコードは注記
を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
第 18 章 DB2 メッセージ
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DSNU315I
LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット内の後
続のレコードの処理を続行します。

and Reference」の第 2 部を参照してください。

ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了してから、 DISCARDS データ・セット内の
レコードを調べてください。 廃棄された入力データに
エラーがあれば、それを訂正してください。 そして、
DISCARDS データ・セットを入力データ・セットとし
て、 RESUME(YES) LOAD 呼び出しを実行依頼してく
ださい。 LOAD 入力フィールドの列指定の定義につい
ては、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を
参照してください。 ロード・ステートメントで
FORMAT UNLOAD が指定されていた場合、 WHEN
指定は内部で組み立てられます。 これは、行が、アン
ロードされた元の同じオブジェクトにロードされるよう
にするためです。 LOAD の FORMAT UNLOAD オプ
ションについては、DB2 ユーティリティー・ガイドおよ
び解説書 を参照してください。

DSNU316I

DSNU315I

csect-name RECORD 'n' WILL BE
DISCARDED DUE TO UNEXPECTED
ERROR

説明: 入力データ・セット・レコード番号 'n' の
LOAD が試みられましたが、予期しなかったエラーのた
めに、失敗しました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: リソースが使用可能でなかったために
エラーが起こった場合には、DSNT500I メッセージが出
されます。
このユーティリティー・ステップは、システム X'04E'
および異常終了理由コード '00E40318' によって、異常
終了します。 DSNT500I メッセージが出されない場合
には、SVC ダンプが要求されます。 また、バッチ・ス
トレージの SYSABEND ダンプも要求されます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが出された場合
には、このメッセージ番号に関する記述を参照してくだ
さい。 使用不能なリソースが使用可能になれば、ユー
ティリティー・ステップを再始動させることができま
す。
DSNT500I メッセージが出ない場合には、予期されなか
った内部エラーが起こっています。この場合には、シス
テム・プログラマーに相談してください。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、必要であれば、TERM UTIL を出して、保持され
ているリソースを解放することができます。
システム・プログラマーの応答: TERM UTIL コマン
ドについては、DB2 コマンド解説書 を参照してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
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csect-name - UNABLE TO DRAIN
WRITERS FROM object-type object-name
PART part-num

説明: リソースが使用不能なため、ユーティリティー
が、オブジェクトの区画から、書き込み機能のクラスを
ドレーンすることができません。 この区画は、オブジ
ェクト・タイプ (object-type)、オブジェクト名
(object-name)、および区画番号 (part-num) によって示さ
れています。 メッセージ DSNT500I に、リソースが使
用不能であった理由が示されています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティーの処理は終了しま
す。
問題判別:
い。

メッセージ DSNT500I を参照してくださ

DSNU317I

csect-name DISCARD LIMIT HAS BEEN
REACHED

説明: LOAD ユーティリティー・ステートメントに指
定された DISCARDS 限界に達しました。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は異常終了します。これによりユ
ーザーは破棄の上限を増やして、ユーティリティーを再
始動できるようになります。
ユーザーの処置: 破棄の上限を増やして、ユーティリテ
ィーを再始動してください。 あるいは、ユーティリテ
ィーを -TERM してください。 LOAD 用の入力レコー
ドのファイルを検討するとともに表定義を検討して、破
棄されたレコードの数が予想値を超えた理由を調べてく
ださい。
問題判別:

「ユーザーの応答」を参照してください。

DSNU318I

csect-name RECORD 'n' WILL BE
DISCARDED DUE TO INVALID
field-name COLUMN SPECIFICATION
FOR table-name

説明: ロード・ユーティリティーが、提供されたフィー
ルド指定、および入力データ・セット・レコード 'n' 内
に入っている VARCHAR 長さフィールドを用いて、入
力データ値のロケーションを計算しました。 計算され
たフィールドの位置が、誤っていると判別されました。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 入力データ・セットのレコード番号は
注記を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
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LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット内の後
続のレコードの処理を続行します。

COMPRESS YES として定義されている場合、ディクシ
ョナリーは作成されません。

ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了してから、 DISCARDS データ・セット内の
レコードを調べてください。 廃棄された入力データに
エラーがあれば、それを訂正してください。 エラーが
なければ、入力フィールドの指定内容を訂正してくださ
い。 そして、DISCARDS データ・セット、および検査
済みの LOAD ユーティリティー・ステートメントとフ
ィールドの指定内容を用いて、RESUME(YES) LOAD
呼び出しを実行依頼してください。 LOAD 入力フィー
ルドの列指定の定義については、DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

ユーザーの処置: 要求された表スペースは、RESUME
LOAD オプションで示されたように占有された状態では
なく、空であったため、ユーザーはアラートされます。
圧縮ディクショナリーを作成したい場合は、
RESUME(NO) オプションを使用してください。

DSNU319I

csect-name RESUME(YES) WAS
SPECIFIED FOR EMPTY PARTITION
nn.RESUME(NO) IS ASSUMED

説明: このメッセージは、区画レベル RESUME(YES)
オプションが指定された LOAD ユーティリティー要求
に応答して出されます。 RESUME(YES) オプション
は、指定された区画 'nn' が占有されていることを暗黙
指定しますが、この場合、区画が占有されていません。
このメッセージは、呼び出し側に対してその事実を警告
するためのものであり、 RESUME(YES) が指定されな
かった場合と同様に処理が続行されます。
重大度:

csect-name CHECK PENDING ON
TABLESPACE tablespace-name
PROHIBITS PROCESSING

説明: 要求されたユーティリティーは、検査保留状態の
表スペースまたは表スペース区画に対して実行すること
はできません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーにより、すべてのタ
ーゲット表スペースまたは表スペース区画の検査保留状
態が分析された後で、処理は終了します。
ユーザーの処置: CHECK DATA または REPAIR ユー
ティリティーを使用して、示された表スペースまたは区
画を検査保留状態から外してください。 表スペース内
の疑わしいデータの範囲についてさらに情報が必要であ
れば、 SYSTABLES および SYSTABLEPART カタログ
表を照会してください。

4 (警告)

システムの処置: LOAD ユーティリティーは、
RESUME(YES) を受け入れようとしましたが、区画が空
であることを検出したため、このオプションを無視し
て、 RESUME(NO) が指定されたかのように処理を続行
します。
ユーザーの処置: 要求された区画は、RESUME LOAD
オプションで示されたように占有された状態ではなく、
空であったため、ユーザーはアラートされます。
DSNU320I

csect-name RESUME(YES) WAS
SPECIFIED FOR AN EMPTY
TABLESPACE

説明: LOAD ユーティリティー・ステートメント内
に、RESUME(YES) が指定されています。 しかし、
RESUME(YES) オプションは、指定された表スペースが
占有されていることを暗黙指定します。
重大度:

DSNU321I

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。LOAD ユーテ
ィリティーは、RESUME(YES) を受け入れようとしまし
たが、その表スペースが空であることを検出したため、
このオプションを無視して、 RESUME(NO) が指定され
たかのように処理を続行します。 この表が現在

DSNU322I

csect-name DEFERRED STATUS OF
TABLE SPACE
database-name.table-space-name
PROHIBITS PROCESSING

説明: 要求されたユーティリティーは、据え置き状態の
表スペースまたは表スペース区画に対して実行すること
はできません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: ユーティリティーが、すべてのターゲ
ット表スペースまたは表スペース区画の据え置き状態が
分析した後で、処理は終了します。
ユーザーの処置: 据え置き状態を取り除くには、
RECOVER TABLESPACE、LOAD REPLACE ユーティ
リティー、あるいは ACCESS(RW) または
ACCESS(RO) を指定した -START DATABASE コマン
ドを使用してください。 表スペースの状況の詳細が必
要であれば、-DISPLAY DATABASE コマンドを使用し
てください。
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DSNU323I
DSNU323I

csect-name COLUMN ccc IS OMITTED

DSNU325I

csect-name - AN INVALID SQL/DS
FORMAT RECORD WAS
ENCOUNTERED

説明: 列 'ccc' はヌルにできない列であり、ロードされ
ません。フィールド指定にはすべて、ヌルでない列を含
めなければなりません。 示された列名は、フィールド
指定から抜けてしまいました。

説明: LOAD ユーティリティーが、無効な SQL/DS 形
式のレコード・タイプを検出しました。

重大度:

重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
了します。

これ以降のユーティリティー処理は終

ユーザーの処置: 入力データに、ヌルにできない列がフ
ィールドとして含まれないかどうかを判別してくださ
い。含まれている場合には、フィールド指定を変更し
て、それが含まれるようにしてください。 入力データ
の中に、ヌルでない列がフィールドとして含まれていな
い場合には、入力データと列指定のいずれが誤っている
のかを判別してください。 そして、適切な訂正を行っ
てください。 ジョブを入力し直すのが妥当であれば、
入力し直してください。
システム・プログラマーの応答: 表を除去して作成し直
す訂正手順が、必要になることもあります。これを実施
する方法については、DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第
1 巻) を参照してください。 ヌルにできない列に関する
フィールド指定の制約事項については、 DB2 ユーティ
リティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

8 (エラー)

システムの処置:
す。

ユーティリティーの実行は終了しま

ユーザーの処置: 入力データを訂正した上で、ジョブを
再実行依頼してください。 VM/370 システム内の
SQL/DS アンロード・ディスク・データ・セットから伝
送されたデータが、レコードの始めに、余分のブロック
記述子およびレコード記述子をもっていた可能性があり
ます。 この状況が存在していないか確かめてくださ
い。
問題判別: SQL/DS からのデータのロード、および一部
完了のロード・ステップの再実行依頼に関する追加情報
については、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390
版および z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻)を
参照してください。
DSNU326I

csect-name - USER NOT AUTHORIZED
FOR LOAD REPLACE ON
TABLESPACE

説明: 要求されたユーティリティーは、据え置き状態の
索引スペースまたは索引スペース区画に対して実行する
ことはできません。

説明: 指示されたユーザーが、LOAD の REPLACE オ
プションを使おうと試みました。このオプションは、デ
ータをロードする前に、表スペース内のすべての表を空
にリセットします。 このオプションを使う場合、表ス
ペース内の個々の表についてロード許可が必要ですが、
このユーザーは、それらの 1 つまたは複数の表につい
て、その許可をもっていません。

重大度:

重大度: 12 (重大エラー)

DSNU324I

csect-name DEFERRED STATUS OF
INDEX SPACE creator-name.index-name
PROHIBITS PROCESSING

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティーが、すべてのターゲ
ット索引スペースまたは索引区画の据え置き状態が分析
した後、処理は終了します。

システムの処置: LOAD REPLACE 妥当性検査が、表
スペースの中から許可のない最初の表を検出すると、こ
のジョブ・ステップは終了します。

ユーザーの処置: 索引スペースまたは物理索引区画のリ
カバリーまたは再作成によって、据え置き状態を取り除
くことができます。また、ACCESS(RW) または
ACCESS(RO) を指定した -START DATABASE コマン
ドによっても、据え置き状態を取り除くことができま
す。 RECOVER または REBUILD INDEX ユーティリ
ティーは、索引スペースまたは索引区画のレベルで実行
することができます。 索引スペースの状況についてさ
らに情報が必要な場合には、 -DISPLAY DATABASE
コマンドを使用してください。

ユーザーの処置: データベースに関する LOAD ON
DATABASE 特権を獲得すると、REPLACE オプション
を用いて処理を進めることができます。 別の方法とし
ては、ロードする表からすべての行を削除してから、
REPLACE オプションの代わりに RESUME オプション
を使用する方法があります。
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DSNU327I

csect-name TABLE b IS NOT IN SAME
TABLESPACE AS TABLE a

説明: 単一の LOAD ユーティリティー・ステートメン
トで扱われるすべての表は、同じ表スペースに属してい
なければなりません。
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重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
了します。

これ以降のユーティリティー処理は終

ユーザーの処置: TABLE 'b' を指定している INTO
TABLE 制御ステートメントを、現行の LOAD 要求か
ら除去してください。 このデータを TABLE 'b' にロー
ドする必要がある場合には、 TABLE 'b' 用の INTO
TABLE ステートメントを含む別の LOAD ユーティリ
ティー・ステートメントを作成して、ジョブを入力し直
してください。
DSNU328I

csect-name CANNOT PROCESS THE
NON-EMPTY PARTITION nn WITH
RESUME(NO). PROCESSING
TERMINATES

説明: 区画レベル RESUME キーワードが、NO に指定
(または NO がデフォルトとして使用) されましたが、
NO では、区画が空でなければなりません。 しかし、
LOAD コマンドに指定された区画 'nn' は、空でありま
せん。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: これ以降のユーティリティー処理は終
了します。
ユーザーの処置: 空の区画の想定が誤っていた理由を判
別してください。 このためには、システム・プログラ
マーと相談する必要があるかもしれません。 SQL
DELETE を使用して現行区画の行を除去するか、あるい
は LOAD オプションを RESUME YES に変更してくだ
さい。 ジョブを再実行依頼してください。 LOAD の区
画レベル RESUME オプションについては、DB2 ユー
ティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 区画を空にするかどう
かを判別してください。 空にする場合は、SQL
DELETE を使用して、空にしてください。 そうでなけ
れば、その区画に RESUME(YES) オプションを使用す
るようにユーザーに指示してください。
DSNU329I

csect-name - FIELD field-name IS NOT
DEFAULTABLE

説明: 以下のオブジェクトに関して、NULLIF または
DEFAULTIF フィールド指定オプションが指定されまし
た。
v ヌルにしたりデフォルトとして使用にしたりできない
ように定義された列。
v 対応する列の存在しないフィールド。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このユーティリティーは異常終了しま
すが、再始動が可能です。
ユーザーの処置: フィールド指定で正しい列が参照され
ているかどうかを判別してください。正しい列を参照し
ている場合には、フィールド指定から NULLIF オプシ
ョンを除去したうえで、ジョブを再始動させてくださ
い。 あるいは、ユーティリティーを TERM してくださ
い。 LOAD NULLIF オプションの制約事項について
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。
DSNU330I

csect-name TABLESPACE IS NOT
EMPTY

説明: RESUME キーワードで値 'NO' が指定またはデ
フォルトで使用されていますが、 NO では、表スペー
スが空でなければなりません。 しかし、LOAD コマン
ドで指定された表スペースは、空ではありません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
了します。

これ以降のユーティリティー処理は終

ユーザーの処置: 空の表スペースの想定が誤りであった
理由を判別してください。 このためには、システム・
プログラマーと相談する必要があるかもしれません。
SQL DELETE を用いて現行の (1 つまたは複数の) 表を
除去するか、あるいは LOAD オプションを RESUME
YES に変更するかしてください。ジョブを再実行依頼
してください。 LOAD の RESUME オプションの定義
については、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説
書 を参照してください。
システム・プログラマーの応答: この表スペースが 2
つ以上のアプリケーションによって用いられている場合
には、表スペースを空にするかどうかを判別してくださ
い。 該当する場合は、SQL DELETE を用いて空にして
ください。 そうでない場合は、RESUME(YES) オプシ
ョンを用いるように、ユーザーに指示してください。
DSNU331I

csect-name FIELD LISTS ARE NOT
ALLOWED WITH FORMAT KEYWORD

説明: LOAD フィールド指定値が、FORMAT オプショ
ンと矛盾しています。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: これ以降のユーティリティー処理は終
了します。
ユーザーの処置: フィールド指定値または FORMAT
オプションが正しいかどうかを判別してください。いず
れか正しくない方を除去した上で、ジョブを入力し直し
てください。 LOAD FORMAT オプションの制約事項
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DSNU332I
の定義については、DB2 ユーティリティー・ガイドおよ
び解説書 を参照してください。
DSNU332I

csect-name - INPUT VALUE X'hex-data'
OUT OF RANGE FOR COLUMN
'column-name'

説明: LOAD ユーティリティーが、DB2 表の列の値と
して許される範囲外の数値を検出しました。 LOAD 処
理が続行されると、有効数字が失われます。 この入力
データ・タイプは、 SMALL INTEGER、 INTEGER、
DECIMAL、または FLOAT であり、 16 進数で表示さ
れています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: DISCARD 処理がアクティブでなけれ
ば、これ以降のユーティリティー処理は終了します。
ユーザーの処置: 入力データを訂正した上で、ジョブを
再実行依頼してください。 LOAD ステートメントの '
フィールド指定' が、表定義および入力データと一致し
ているかどうかを確かめてください。 以下のデータが
変更されている可能性があります。
v 表定義
v LOAD ステートメント
v 入力データ
入力の制約事項を判別するためには、DB2 ユーティリテ
ィー・ガイドおよび解説書 を参照してください。 部分
的に完了している LOAD ステップの再実行依頼につい
ては、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版お
よび z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照
してください。
DSNU333I

csect-name - INPUT VALUE
'ebcdic-data' OUT OF RANGE FOR
COLUMN 'column-name'

説明: LOAD ユーティリティーが、DB2 表の列の値と
して許される範囲外の数値を検出しました。 LOAD 処
理が続行されると、有効数字が失われます。 入力デー
タ・タイプは、INTEGER EXTERNAL、DECIMAL
EXTERNAL、または FLOAT EXTERNAL です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
了します。

これ以降のユーティリティー処理は終

ユーザーの処置: 入力データを訂正した上で、ジョブを
再実行依頼してください。 LOAD ステートメントの '
フィールド指定' が、表定義および入力データと一致し
ているかどうかを確かめてください。 以下のデータが
変更されている可能性があります。
v 表定義
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v LOAD ステートメント
v 入力データ
入力の制約事項を判別するためには、DB2 ユーティリテ
ィー・ガイドおよび解説書 を参照してください。 部分
的に完了している LOAD ステップの再実行依頼につい
ては、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版お
よび z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照
してください。
DSNU334I

csect-name INPUT FIELD ffffffff INVALID
FOR tttttttt, ERROR CODE cc

説明: LOAD ユーティリティーが、表 ffffffff のフィー
ルド tttttttt に与えた入力されたデータが正しくないこと
を検出しました。 エラー・コード cc が示された場
合、このコードは問題を識別しています。 示される可
能性のあるエラー・コードは、次のとおりです。
01

入力された数値が表列の範囲外である。

02

入力用の数値フィールドに無効な数字データが
含まれている。

03

入力数字データから浮動小数点データへの変換
時にエラーが起こった。

04

入力されたパック 10 進数データに誤りがあ
る。

05

日付列のための入力としては長すぎる。

06

日付列のための入力としては短すぎる。

07

時刻列のための入力としては長すぎる。

08

時刻列のための入力としては短すぎる。

09

タイム・スタンプ列のための入力としては長す
ぎる。

10

タイム・スタンプ列のための入力としては短す
ぎる。

11

入力文字フィールドが、表列には長すぎる。

12

入力可変文字フィールドが、表列には長すぎ
る。

13

入力が日付 / 時刻列の範囲外である。

14

入力が日付 / 時刻列としては無効である。

15

数値列の入力としては長さが誤りである。

16

入力にブランク文字が含まれている。

17

漢字列のための入力としては長すぎる。

18

漢字列のための入力としては無効である。

19

必要な CCSID 変換を行った後の表の列に対す
る入力が長すぎる。
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20

必要な CCSID 変換の際に、無効なコード・ポ
イントが入力に含まれていた。

21

入力が、必要な CCSID 変換の際の有効なデー
タの規則に適合していない。

22

CCSID 変換中に入力が原因でエラーが発生し
た。 このタイプのエラーの例としては、ユー
ザー出口ルーチン内でのエラーがあります。

| 23

rowid 列のための入力としては無効である。

| 24
|
|
|
|
|
|

入力データに、コード・ポイント (ソース
CCSID からターゲット CCSID に変換された
ときに、置換文字がターゲット・ストリングに
入れられる) が入っている。この状態は、
NOSUBS キーワードが指定され、廃棄デー
タ・セットが指定されなかったときに、起こる
可能性があります。

| 25

一致列の値の範囲がなくなった。

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: これ以降のユーティリティー処理は終
了します。
ユーザーの処置: 入力データを訂正した上で、ジョブを
再実行依頼してください。 LOAD ステートメントの '
フィールド指定' が、表定義および入力データと一致し
ているかどうかを確かめてください。 以下のデータが
変更されている可能性があります。
v 表定義
v LOAD ステートメント
v 入力データ
入力の制約事項を判別するためには、DB2 ユーティリテ
ィー・ガイドおよび解説書 を参照してください。 部分
的に完了している LOAD ステップの再実行依頼につい
ては、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版お
よび z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照
してください。
DSNU335I

csect-name INPUT FIELD 'ffffffff' NOT
ENTIRELY WITHIN INPUT RECORD

説明: LOAD ユーティリティーにより、入力フィール
ド 'ffffffff' が、入力データの終わりを超えていることが
検出されました。
DISCARDS 処理がアクティブであれば、メッセージ重
大度は 4 (警告) です。
重大度:

4 (警告) または 8 (エラー)

システムの処置: 固定長レコードの場合は、VARCHAR
が含まれていなければ、 LOAD ユーティリティーに必
要な長さを処理前に計算することができます。 この場
合、定義された長さより長い入力がすべての INTO

TABLE ステートメントに必要なため、レコードをロー
ドすることができないと LOAD ユーティリティーが判
断したときには、LOAD ジョブはレコードを全く破棄せ
ずに最初のレコード上で終了します。 DISCARDS 処理
がアクティブになっていない場合は、以後の混合長また
は非固定長のレコードのユーティリティー処理は終了し
ます。
ユーザーの処置: 入力データを訂正した上で、ジョブを
再実行依頼してください。 LOAD ステートメントの '
フィールド指定' が、表定義および入力データと一致し
ているかどうかを確かめてください。 以下のデータが
変更されている可能性があります。
v 表定義
v LOAD ステートメント
v 入力データ
入力の制約事項を判別するためには、DB2 ユーティリテ
ィー・ガイドおよび解説書 を参照してください。 部分
的に完了している LOAD ステップの再実行依頼につい
ては、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版お
よび z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照
してください。
DSNU336I

csect-name INVALID nullif
SPECIFICATION FOR INPUT FIELD
ffffffff

説明: LOAD ユーティリティーにより、'nullif' フィー
ルド指定が誤りであることが検出されました。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: これ以降のユーティリティー処理は終
了します。
ユーザーの処置: 'nullif' 指定を訂正した上で、ジョブ
を入力し直してください。 'nullif' フィールド選択オプ
ションについては、 DB2 ユーティリティー・ガイドお
よび解説書 を、部分的に完了している LOAD ステップ
の再実行依頼については DB2 ユニバーサル・データベ
ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部
(第 1 巻) を参照してください。
DSNU337I

csect-name RECORD(n),
CONCATENATED CONTINUEIF
RECORD IS TOO LARGE

説明: 複数の物理レコードを 1 つの論理レコードに連
結してロードするために、 LOAD 時に CONTINUEIF
オプションが指定されました。 連結されたレコードが
大きすぎて処理できません。許容される最大長は、
32767 バイトです。
重大度:

8
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比較される値は、完全に入力レコード内に収まっていな
ければなりません。

システムの処置: 破棄処理が指定されている場合、入力
データ・セット論理レコードは注記を付けられ、
DISCARD フェーズで破棄されます。 LOAD ユーティ
リティーは、入力データ・セット内の追加レコードの処
理を続行します。この場合の重大度レベルは 4 です。
破棄処理が指定されていない場合、重大度レベルは 8
となり、LOAD ユーティリティーは終了します。

DSNU340I

ユーザーの処置: 破棄処理が指定されている場合には、
現在の LOAD ユーティリティー呼び出しが完了したあ
とで、 DISCARDS データ・セット内のレコードを調べ
てください。 破棄された入力データのエラーを訂正し
た上で、DISCARDS データ・セットを入力データ・セ
ットとして指定して、RESUME(YES) LOAD 呼び出し
を出してください。 破棄処理が指定されていない場合
には、入力データ・セットの誤りを訂正して、ジョブを
実行し直してください。

説明: REORG または REBUILD INDEX ユーティリテ
ィーの BUILD フェーズで、表示された索引を組み立て
ているときに、重複キーが検出されました。これは、そ
の索引の固有性の規則に違反しています。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: 以下の診断項目を集めてください。 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』にリストされています。
1、2、 5。
DSNU338I

csect-name INVALID COLUMN
SPECIFICATION FOR column name

説明: LOAD ユーティリティーが、入力フィールドに
動的に割り振られた列ロケーションが誤りであることを
検出しました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このユーティリティーは異常終了しま
すが、再始動が可能です。
ユーザーの処置: 入力フィールド指定または入力データ
を訂正した上で、ジョブを再始動させてください。 あ
るいは、ユーティリティーを TERM してください。
DSNU339I

csect-name INVALID CONTINUEIF
SPECIFICATION

説明: LOAD ユーティリティーの CONTINUEIF 文節
が、入力レコードの終わりを超えています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
す。

LOAD ユーティリティーは終了しま

ユーザーの処置: CONTINUEIF 文節を訂正してくださ
い。 列指定値を小さくするか、比較される値を短くす
るか、あるいはその両方を行わなければなりません。
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csect-name - ERROR LOADING INDEX,
DUPLICATE KEY, INDEX=index-name,
TABLE=table-name, RID OF INDEXED
ROW=rid-of-indexed-row, RID OF
NON-INDEXED
ROW=rid-of-non-indexed-row

重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 表示された索引のすべての重複索引項
目が報告され、その索引は RECOVERY PENDING 状態
になります。 重複行は、索引付き表の中に存在しま
す。
このユーティリティー・ジョブ・ステップ内に他のユー
ティリティー機能があれば、そのユーティリティー処理
が続行されます。
ユーザーの処置: 重複行は、索引付き表の中に存在しま
す。 訂正処置がとられるまで、表の行の固有性に依存
するアプリケーションが開始されないようにするため
に、システム・プログラマーに通知する必要がありま
す。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 索引が修復されるま
で、これ以上の処理が行われることを防ぐためのステッ
プをとる必要があります。 非固有キーが正しい場合
は、索引をいったん DROP した上で、非固有として作
成し直してください。 重複キーを含むレコードが表に
存在すべきでない場合、REPAIR DELETE を用いて、誤
りのある行を除去してください。 このメッセージで示
された RID 値を、REPAIR ユーティリティーに対する
入力として用いてください。 重複データ行が削除され
た後、あるいは固有索引が除去された後で、ターゲッ
ト・データベースに対して、RESTRICT 付きの
-DISPLAY DATABASE コマンドを出してください。
REBUILD 保留状態にある索引をリカバリーさせるため
に、 REBUILD INDEX ユーティリティーを用いてくだ
さい。 CHECK INDEX を実行することにより、データ
と索引が矛盾しないことを確かめることができます。
問題判別: REPAIR LOCATE RID DUMP を使用し
て、重複キーを含むレコードを調べてください。
SQLSELECT は、索引が矛盾しているために失敗する可
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能性があります。 CHECK INDEX を用いて、索引の妥
当性を検査してください。
DSNU341I

csect-name - IMAGE COPY MUST BE
TAKEN BEFORE REORG CAN BE
RUN ON A DB2 CATALOG OR
DIRECTORY TABLE SPACE

説明: RECOVER ユーティリティーが表スペースを現
行にリカバリーさせるために使用するイメージ・コピー
を、再編成される DB2 カタログまたはディレクトリー
の表スペースが、持っていません。 REORG ユーティ
リティーを実行する前に、COPY ユーティリティーを実
行して、イメージ・コピーを作成する必要があります。
REORG 処理中に問題が起きた場合、そのイメージ・コ
ピーがあれば、 DB2 カタログまたはディレクトリーの
表スペースを直前の時点の状態にリカバリーさせる必要
はありません。
重大度:

8

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: COPY ユーティリティーを使用し
て、DB2 カタログまたはディレクトリーの表スペース
のイメージ・コピーを作成してください。 2 つ以上の
カタログまたはディレクトリーの表スペースが再編成さ
れる場合は、再編成する表スペースのセットについて
QUIESCE および COPY ユーティリティーを使うこと
を考えてください。
REPORT ユーティリティーを使用して、表スペースに関
係するリカバリー情報を表示してください。 REPORT
ユーティリティーからの出力は、イメージ・コピーの欠
落、または REORG LOG NO SYSCOPY レコードの存
在を示しているはずです。
DSNU342I

csect-name ERROR LOADING INDEX,
ERROR = Xreason-code, INDEX =
index-name

説明: LOAD、REORG、または REBUILD INDEX ユ
ーティリティーで、 'index-name' が示す索引を拡張して
いるときに、訂正不能な処理エラーが起こりました。
'reason-code' で示されたコードの説明については、 859
ページの『第 4 部 DB2 コード』 を参照してくださ
い。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 表示された索引に関する索引項目の組
み立ては完了しません。診断用に、データベース・サー
ビスのアドレス・スペースの SVC ダンプが要求されま
す。ロードされている表に関連する他の索引の拡張が試
みられます。 これ以降は、その索引を直接または間接
に用いようとすると、呼び出し側が異常終了します。

ユーザーの処置: 索引付き表が 2 つ以上のアプリケー
ションで使用されている場合は、システム・プログラマ
ーに通知して、訂正処置がとられるまでは、この表に行
を挿入したり、この表から行を削除したり、あるいは索
引を直接使用するようなアプリケーションが、実行され
ないように手配してください。
通常の訂正処置としては、理由コードが示す処理の問題
が解決した後で、 REBUILD INDEX ユーティリティ
ー・オプションを使用して、索引を再構成する方法があ
ります。 あるいは、問題の索引が分割化索引でない限
り、その索引を除去した上で作成し直すこともできま
す。
オペレーターの応答: 欠陥のある索引が、アプリケーシ
ョンから使用されないようにするために、問題の表スペ
ースを停止させた上で、ユーティリティー専用処理のた
めに再始動させる必要があるかもしれません。
システム・プログラマーの応答: この索引を 2 つ以上
のアプリケーションから使用している場合は、索引付き
表に行を挿入したり、この表から行を削除したり、ある
いはこの索引を使って行に直接アクセスするアプリケー
ションの実行を禁止しなければなりません。 これを行
うための 1 つの方法として、 REBUILD INDEX ユー
ティリティーが実行されるまで、 -START および
-STOP DATABASE コマンドを用いて、問題のある表ス
ペースをユーティリティー専用処理の制御下に置くこと
ができます。
あるいは、この索引を消去することもできます。 その
後で、アプリケーションの実行を先へ進め、また、その
索引を作成し直すことができます (ただし、その索引が
分割化索引である場合を除きます)。 DB2 にエラーがあ
ると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につ
いては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2
部を参照してください。理由コードで示された処理エラ
ーを判別するためには、 859 ページの『第 4 部 DB2
コード』 を参照してください。表を除去して再作成す
る方法、あるいは区分化索引が損傷を受けた場合の処置
については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第
1 巻) の LOAD 処理の説明を参照してください。
DSNU343I

csect-name - BUILD PHASE
STATISTICS.nnn DUPLICATE KEY
ERRORS ENCOUNTERED

説明: 処理中に起こった重複キー・エラーのカウント
は、'nnn' です。
重大度: 4 (警告) または 8 (エラー)
システムの処置: 処理は続行されます。LOAD ユーテ
ィリティーの場合は、重複キー・エラーを引き起こした
レコードが後続のフェーズで削除されます。
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DSNU344I
DSNU344I

csect-name - UNIQUE INDEX KEY
DUPLICATES KEY OF INDEXED ROW
AT RID rrrr INDEX = index-name
TABLE = table-name RECNO =
input-dataset-record-number RID = duprid

説明: 指定された入力データ・セット・レコードが、
RID duprid で表 table-name にロードされましたが、索
引 index-name の固有索引違反を引き起こしています。
RID rrrr で、すでに表の中にあるレコードのキー値と重
複しています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。RID duprid
で、このレコードの索引項目は作成されません。このレ
コードは、処理の後続フェーズで削除されます。
DSNU345I

csect-name UNIQUE INDEX KEY
DUPLICATES KEY FROM INPUT
DATASET RECORD iiii LOADED AT
RID rrrr INDEX = index-name TABLE =
table-name RECNO = recno RID = duprid

説明: 入力データ・セット・レコード recno が、RID
duprid で表 table-name にロードされましたが、索引
index-name の固有索引違反を引き起こしています。ロー
ド・ジョブの別のレコードのキー値と重複しています。
そのレコードは、入力データ・セット・レコード iiii か
ら RIDrrrr でロードされたものです。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。両方のレコード
とも、索引項目は作成されません。両方のレコードは、
処理の後続のフェーズで削除されます。
DSNU346I

csect-name RECORD(n),
CONCATENATED SQL/DS RECORD IS
TOO LARGE

説明: LOAD ユーティリティーで、FORMAT SQL/DS
入力データが実行されていました。 入力データの複数
のスパン・セグメントが、ロードのために 1 つの論理
レコードに連結されました。 連結されたレコードが大
きすぎて処理できません。許容される最大長は、32764
バイトです。
重大度:

4 または 8

システムの処置: 破棄処理が指定されていた場合、入力
データ・セット論理レコードは注記を付けられ、
DISCARD フェーズで破棄されます。 LOAD ユーティ
リティーは、入力データ・セット内の以降のレコードの
処理を続行し、重大度は 4 になります。破棄処理が指
定されていない場合、重大度は 8 にセットされ、LOAD
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ユーティリティーは終了します。
ユーザーの処置: 破棄処理が指定されていた場合は、
LOAD ユーティリティーが完了した後で、 DISCARDS
データ・セット内のレコードを調べてください。 破棄
された入力データのエラーを訂正してください。 次
に、DISCARDS データ・セットを入力として用い、
RESUME YES オプションを指定して LOAD ユーティ
リティーを実行してください。 破棄処理が指定されて
いない場合は、入力データ・セットのエラーを訂正し
て、ジョブを再実行してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
DSNU347I

csect-name DEADLINE =
yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.mmmmmm

説明: このメッセージは、SHRLEVEL REFERENCE ま
たは CHANGE を指定した REORG にのみ適用されま
す。 これは、(REORG を含め) すべてのユーティリテ
ィーに対して表示されるメッセージ DSNU105I を補足
したものです。
このメッセージは、-DISPLAY UTILITY コマンドに対
する応答として出されます。
このメッセージは、ユーザーが SHRLEVEL
REFERENCE または CHANGE を指定し、かつ切り替
えフェーズが DEADLINE 句によって指定された期限ま
でに開始されないと DB2 が判断した場合は、REORG
ユーティリティーによっても出されます。
このメッセージは、REORG に対する DEADLINE パラ
メーターの値のうち、最後に指定した値を示します。
このパラメーターは、-ALTER UTILITY コマンドの直
前の呼び出しで値が指定されている場合があります。
-ALTER UTILITY の直前の呼び出しで値が指定されて
いない場合は、最後に指定された値が、REORG ユーテ
ィリティーの呼び出しで指定された値です。
yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.mmmmmm はタイム・スタンプを示
しており、最後に指定された DEADLINE の値に対応し
ます。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: このメッセージは、-DISPLAY
UTILITY コマンドを出した時点、または DEADLINE
句によって指定された期限までに切り替えフェーズが開
始されないと DB2 が判断した 時点での DB2 の状態を
反映しています。
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このメッセージが -DISPLAY UTILITY に対して出され
た場合は、システムは処理を継続します。その
後、-ALTER UTILITY コマンドが実行されると、以降
の -DISPLAY UTILITY コマンドには、 -ALTER
UTILITY コマンドの結果が反映されます。
DSNU348I

DSNU350I

説明: REPLACE が指定された LOAD ユーティリティ
ーの実行により、指定の表スペースからすべてのレコー
ドが削除されました。
重大度: 0 (通知)

csect-name BUILD PHASE STATISTICS.
NUMBER OF KEYS = nnnnnnnn FOR
INDEX index-name PART part-num

システムの処置: 処理は続行されます。

説明: このメッセージは、REBUILD INDEX ユーティ
リティーの BUILD フェーズで出され、指定された索引
区画を作成するのに使用された索引キー項目の合計数を
通知します。

# DSNU351I
#
#
#

重大度:

#
#
#
#
#
#
#

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、表示された索引区
画を作成するために、 DB2 データ管理プログラムに提
供された索引キー項目の個数を示しています。 固有キ
ー項目と非固有キー項目の両方がカウントされます。拒
否されたキー項目はカウントされません。
ユーザーの処置: 報告された数が予想した数と矛盾して
いないか確かめます。
DSNU349I

csect-name BUILD PHASE STATISTICS.
NUMBER OF KEYS = nnnnnnnn FOR
index-name

説明: このメッセージは、LOAD、REORG、または
REBUILD INDEX ユーティリティーの BUILD フェー
ズによって出されます。 メッセージは、
LOAD、REORG、または REBUILD INDEX ユーティリ
ティーが作成する各索引ごとに繰り返されます。このメ
ッセージでは、示された索引を組み立てるために用いら
れた索引キー項目の合計数が示されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、表示された索引を
組み立てるために DB2 データ管理プログラムに提供さ
れた、索引キー項目の数を示しています。 固有キー項
目と非固有キー項目の両方がカウントされます。拒否さ
れたキー項目はカウントされません。
ユーザーの処置: 報告された数が予想した数と矛盾して
いないか確かめます。たとえば、報告された数が、示さ
れた索引が索引付けする表のためにロードされたレコー
ドの数と一致するかどうかを判別します。

csect-name - EXISTING RECORDS
DELETED FROM TABLESPACE

csect-name - ’reorg-option’ OPTION IS
NOT APPLICABLE FOR A DB2
CATALOG OR DIRECTORY OBJECT.
THE OPTION IS IGNORED.

説明: 示されたオプションは、この DB2 カタログまた
はディレクトリー・オブジェクトに適用されません。
DB2 カタログおよびディレクトリー内の表スペースと
索引は、他の表スペースおよび索引とは異なる方法で処
理される場合があります。このため、これらの表スペー
スと索引は reorg オプション reorg-option を使用しない
ことがあります。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
れます。

オプションは無視され、処理は継続さ

ユーザーの処置: 不要。 しかし、オプションをユーテ
ィリティー入力ステートメントから除去することができ
ます。
DSNU352I

EXISTING RECORDS DELETED FROM
TABLESPACE PARTITION x

説明: PART 'x' REPLACE が指定された LOAD ユー
ティリティーの実行により、区画 'x' からすべてのデー
タ・レコードが削除されました。 区画 'x' に関する索
引レコードは、処理の後続のフェーズで削除されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU353I

処理は続行されます。

csect-name RECORD 'n' WILL BE
DISCARDED DUE TO CHECK
CONSTRAINT constraint-name
VIOLATION ON TABLE table-name

説明: 破棄レコードが、表 'table-name' で定義している
'constraint-name' という名前の検査制約に違反していま
す。 そのレコードは、ロードされておらず、DISCARD
フェーズ中に破棄されました。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: LOAD ユーティリティーは、入力デ
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DSNU354I
ータ・セット内の後続のレコードの処理を続行します。
ユーザーの処置: LOAD ユーティリティーの終了後、
DISCARDS データ・セット内のレコードを検査してく
ださい。 破棄された入力データのエラーを訂正してく
ださい。 入力データ・セットとして DISCARD デー
タ・セットを使って RESUME(YES) LOAD ジョブを実
行依頼してください。
DSNU354I

csect-name RECORD 'n' VIOLATES
CHECK CONSTRAINT constraint-name
ON TABLE table-name

説明: LOAD ユーティリティーがレコード n を表
'table-name' にロードできません。検査制約
'constraint-name' に違反するからです。レコードはロー
ドされません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 処理が終了します。 異常終了が要求
されて、エラー状態の訂正後に、LOAD ユーティリティ
ーを再始動できます。
ユーザーの処置: 入力データ・セット内の障害レコード
を見つけ、検査制約違反を起こさせるエラー状態を訂正
してから、LOAD ユーティリティーを再始動してくださ
い。オプションとして JCL 入力に SYSDISC DD ステ
ートメントを含めると、ロードされないレコードのコピ
ーを保持することができます。
DSNU355I

csect-name INDEXVAL PHASE
STATISTICS - nnn DUPLICATE KEY
ERRORS CORRECTED BY DELETING
rrr DATA ROWS

説明: このメッセージは、LOAD ユーティリティーの
INDEXVAL フェーズの結果を報告するものです。 この
LOAD ユーティリティー呼び出しの LOAD または
RELOAD フェーズで追加されたデータ行が、 BUILD
フェーズで固有索引違反を引き起こしたために、削除さ
れました。 'nnn' 個の固有索引違反を訂正するために、
合計 'rrr' のデータ行が削除されました。
固有索引違反は、次の 2 つの方法のいずれかでカウン
トされます。 LOAD ジョブよりも前に索引に存在して
いた値と重複する値を、固有索引の列に持っている 1
つの入力データ・セット・レコードは、 1 つの重複キ
ー・エラーとしてカウントされます。固有索引の列につ
いて同じ値をもつ 2 つの入力データ・セット・レコー
ドは、 2 つの固有索引エラーとしてカウントされます
(つまり、2 つの入力データ・セット・レコードのそれぞ
れがエラー状態です)。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。
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ユーザーの処置: INDEXVAL フェーズで訂正された重
複キー・エラーの数を、(メッセージ DSNU343I で通知
された) BUILD フェーズ内で検出された重複キー・エ
ラーの数と比較してください。 これらのカウントが一
致しない場合には、システム・プログラマーに通知して
ください。
カウントが等しい場合には、LOAD ユーティリティーの
実行の後で、破棄ファイルまたは LOAD エラー要約を
調べて、どの入力データ・セット・レコードが固有索引
違反の原因になったのかを判別してください。 重複値
を固有索引の中に入れないように入力レコードを修正し
て、その入力レコードを表スペースに再適用してくださ
い。 あるいは、必要であれば、その索引を非固有にし
てから、拒否されたレコードを表スペースに入れ直して
ください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5
DSNU356I

csect-name INDEXVAL PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME =
hh/mm/ss

説明: LOAD ユーティリティーの INDEXVAL フェー
ズが、正常に完了しました。 実行のための所要時間
は、'hh' 時間、'mm' 分、'ss' 秒でした。
重大度:

0 (通知)

DSNU357I

csect-name - ’LOG NO’ OPTION
REQUIRED FOR DB2 CATALOG AND
DIRECTORY TABLE SPACES

説明: DB2 カタログまたはディレクトリーの表スペー
スを再編成するときは、 LOG NO オプションを指定す
る必要があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: LOG NO オプションをユーティリテ
ィー入力ステートメントに追加してください。
DSNU358I

csect-name - ’UNLOAD ONLY’ OPTION
NOT VALID FOR DB2 CATALOG OR
DIRECTORY TABLE SPACE

説明: DB2 カタログまたはディレクトリーの表スペー
ス用に UNLOAD ONLY オプションは許可されていま
せん。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU359I
重大度:

もこれらのデータ・セットを使用します。

8

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: UNLOAD ONLY オプションの使用目
的を判別してください。 必要な機能を満たす別の方法
があるかもしれません (たとえば、UNLOAD PAUSE オ
プション)。
DSNU359I

KEYWORD 'SORTKEYS' SPECIFIED
BUT NO INDEX OR FOREIGN KEYS
EXIST, KEYWORD IS IGNORED

説明: 'SORTKEYS' キーワードが、LOAD または
REORG ユーティリティー・ジョブに指定されていまし
た。ただし、索引および外部キーが、ロードまたは再編
成されているどの表にも定義されていないことが検出さ
れています。 このキーワードは無視され、処理が正常
に続けられます。
重大度:

v 一時名をもつデータ・セットがすでに存在している場
合
v シャドー名をもつ DB2 管理のデータ・セットがすで
に存在している場合
v シャドー名を持つユーザー管理のデータ・セットがま
だ存在していない場合
元のデータ・セットおよびシャドー・データ・セットの
名前を交換するために、 REORG は以下のように名前
を変更します。
1

切り替えフェーズで、元のデータ・セットの元
の名前から一時名に名前が変更されます。

2

切り替えフェーズで、シャドー名から元の名前
にシャドー・データ・セットの名前を変更しま
す。

3

utilterm フェーズで、元のデータ・セットを一
時名からシャドー名に変更します (ユーザー管
理のデータ・セットの場合)。 DB2 管理のデー
タ・セットの場合、一時名は削除されます。

0 (通知)

システムの処置:

処理は正常に続行されます。

ユーザーの処置: ロードされているか再編成されている
表に対して索引または外部キーが検出されるはずであっ
た場合は、索引や外部キーが検出されなかった理由を判
別してください。
問題判別: ユーザー・エラーであると考えられます。
表スペース内の表で索引を定義するかどうか、あるいは
外部キーを定義するかどうかを判別してください。 定
義する場合は、索引または外部キーを定義します。それ
以外の場合は、必要に応じてユーティリティー・ステー
トメントから 'SORTKEYS' キーワードを除去してくだ
さい。
DSNU360I

|

初期設定の過程で、以下の場合には REORG を実行す
ることはできません。

csect-name - IN REORG WITH
SHRLEVEL REFERENCE OR
CHANGE, DATA SET name EXISTS,
CONTEXT=c

説明: 再編成中の区域 (表スペースまたは区画) につい
て、 SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE を指
定した REORG は、元のデータ・セットからデータを
アンロードし、シャドー・データ・セットにデータを再
ロードします。 その後、REORG は、名前変更の過程
で一時名を使用して、元のデータ・セットおよびシャド
ー・データ・セットの名前を交換します。データ・セッ
トの元の名前のフォームは
『catname.DSNDBx.dbname.psname.I0001.Annn』 です。
データ・セットのシャドー名のフォームは
『catname.DSNDBx.dbname.psname.J0001.Annn』 です。
データ・セットの一時名のフォームは
『catname.DSNDBx.dbname.psname.T0001.Annn』 です。
REORG は、データに対してだけでなく、索引に対して

なんらかの名前変更の後に -TERM UTILITY コマンド
が出されたか、 REORG 切り替えフェーズの再始動が
起こった場合、データ・セット名はそれぞれ元の名前に
戻ります。
4

元のデータ・セットをシャドー名から一時名に
変更します。

5

シャドー・データ・セットを元の名前からシャ
ドー名に変更します。

6

元のデータ・セットを一時名から元の名前に変
更します。

コンテキスト・コードは、以下の特定のタイプのエラー
を示します。
1

REORG の切り替えフェーズの名前変更 1 に
おいて、一時名が付いているデータ・セットが
すでに存在していることを REORG が検出し
た。 このエラー状態は、 DB2 管理のデー
タ・セットまたはユーザー管理のデータ・セッ
トに対して出されます。

2

REORG の切り替えフェーズの名前変更 2 に
おいて、元の名前が付いているデータ・セット
がすでに存在していることを REORG が検出
した。 このエラー状態は、 DB2 管理のデー
タ・セットまたはユーザー管理のデータ・セッ
トに対して出されます。
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DSNU361I
3

4

5

6

8

重大度:

REORG の utilterm フェーズの名前変更 3 に
おいて、シャドー名が付いているデータ・セッ
トがすでに存在していることを REORG が検
出した。 このエラー状態は、ユーザー管理の
データ・セットに対して出されます。
名前変更 4 の切り替えフェーズ再始動中に、
あるいは、切り替えフェーズ中の -TERM
UTILITY で (元の名前に戻している間
に)、-TERM UTILITY が一時的な名前を持つ
データ・セットがすでに存在することを検出し
ました。 このエラー状態は、 DB2 管理のデ
ータ・セットまたはユーザー管理のデータ・セ
ットに対して出されます。
名前変更 5 の切り替えフェーズ再始動中に、
あるいは、切り替えフェーズ中の -TERM
UTILITY で (元の名前に戻している間
に)、-TERM UTILITY がシャドー名を持つデ
ータ・セットがすでに存在することを検出しま
した。 このエラー状態は、 DB2 管理のデー
タ・セットまたはユーザー管理のデータ・セッ
トに対して出されます。
名前変更 6 の切り替えフェーズ再始動中に、
あるいは、切り替えフェーズ中の -TERM
UTILITY で (元の名前に戻している間
に)、-TERM UTILITY が元の名前のデータ・
セットがすでに存在することを検出しました。
このエラー状態は、 DB2 管理のデータ・セッ
トまたはユーザー管理のデータ・セットに対し
て出されます。
REORG の初期設定中に、一時名が付いている
データ・セットがすでに存在していることを
REORG が検出した。 このエラー状態は、
DB2 管理のデータ・セットまたはユーザー管
理のデータ・セットに対して出されます。
8 (エラー)

システムの処置: コンテキスト・コード 1 または 2 の
場合、機能を要求したユーティリティー・ジョブ・ステ
ップは、コード 00E4031B で異常終了します。 ユーテ
ィリティー・ジョブは停止状態に置かれます。
コンテキスト・コード 3 の場合、機能を要求したユー
ティリティー・ジョブ・ステップは、この名前変更を行
わずに続行されます。
コンテキスト・コード 4、5、6 の場合、オブジェクト
はリカバリー保留状態のままとなります。 -TERM
UTILITY は名前変更のやり直しを続行して、メッセー
ジが出されます。 オブジェクトおよびメッセージは次
のとおりです。
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v データ・セットが非区分表スペースの一部である場合
は、オブジェクトは表スペースであり、メッセージは
DSNU562I です。
v データ・セットが表スペースの区画の一部である場合
は、オブジェクトは区画であり、メッセージは
DSNU560I です。
v データ・セットが非区分索引の一部である場合は、オ
ブジェクトは索引であり、メッセージは DSNU557I
です。
v データ・セットが区分索引の区分の一部である場合
は、オブジェクトは索引の区分であり、メッセージは
DSNU559I です。
コンテキスト・コードが 8 の場合は、REORG は実行
されません。
ユーザーの処置: コンテキスト・コード 1 または 2 の
場合、各段階の間に以下を選択することができます。
v データ・セットを削除して、ユーティリティーを再始
動する。
v ユーティリティーを TERM する。 データ・セット
を削除してから、SHRLEVEL REFERENCE または
CHANGE を指定して REORG を再実行する。
コンテキスト・コード 3 の場合に名前変更を実行する
には、シャドー名が付いているデータ・セットを削除し
てから名前変更を実行します。
コンテキスト・コード 4、5、6 の場合、 RECOVER ま
たは REBUILD INDEX ユーティリティーを実行して、
(存在する場合は) シャドー・データ・セットおよび一時
データ・セットを削除します。
コンテキスト・コード 8 の場合、データ・セットを削
除してから REORG を実行します。
DSNU361I

csect-name FOREIGN KEY HAS NO
PRIMARY KEY FOR
RELATIONSHIP=r1 INPUT RECORD
NUMBER=nnnn, RID=Xrrrr

説明: 入力レコード nnnn が、表 table の RID rrrr に
行をロードしようとしましたが、名前 r1 に関連する基
本キーがありません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: 不要。記述された制約違反は、後に処
理の後の方で訂正されます。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU362I
DSNU362I

csect-name - IN REORG WITH
SHRLEVEL CHANGE, LOG HAS
BECOME SHORT, BUT MAXRO IS
DEFER, MEMBER=member-name,
UTILID=utilid

説明: SHRLEVEL CHANGE を指定して REORG ユー
ティリティーを実行しているときに、 MAXRO の値が
DEFER であり、反復にかかった実際の時間と、次の反
復に見積もられた時間が両方とも 5 秒未満である場合
は、DB2 は、2 つの反復の間に 5 秒の停止時間を追加
します。この停止時間によって、ユーティリティーによ
るプロセッサー時間の消費が制限されます。
REORG の実行中に、この状況が最初に発生すると、
DB2 はメッセージを出して停止を通知します。この状
況が発生しなくなるまで DB2 は停止を追加し続けま
す。ただし、DB2 が過去 30 分以内に (REORG のこの
実行に対して) このメッセージを送信していない 場合に
限り、DB2 はメッセージを送信します。このメッセー
ジは WTO メッセージであり、コンソールに送信されま
すが、処置メッセージではありません。また、
SYSPRINT には送信されません。
データ共用の環境では、member-name が DB2 メンバー
を識別します。非データ共用環境では、member-name は
ブランクです。 utilid は、ユーティリティー・ジョブ・
ステップを示します。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: REORG は、5 秒間停止した後、実行
を継続します。以上の条件が真である限り、DB2 は 5
秒の停止を加算し続けます。
ユーザーの処置: -ALTER UTILITY コマンドを実行し
て MAXRO の値を選択し、 REORG が終了する機会を
待つのであれば、この段階で実行するのが適切です。た
だし、処置をとる必要はありません。
オペレーターの応答: -ALTER UTILITY コマンドを実
行して MAXRO の値を増加させ、 REORG が終了する
機会を待つのであれば、この段階で実行するのが適切で
す。 ただし、処置をとる必要はありません。
DSNU363I

csect-name - ENFORCE PHASE
STATISTICS - RELATIONSHIP r1
FOREIGN KEYS CHECKED=n
CONSTRAINT VIOLATIONS
ENCOUNTERED=m

説明: このメッセージは、ロード・ユーティリティーの
強制フェーズの統計を提供しています。関係 'r1' では、
検査された外部キーの数は 'n' です。見つかった制約違
反の数は 'm' です。

重大度:

0 (通知)

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNU364I

csect-name PARTITIONS WILL BE
LOADED IN PARALLEL, NUMBER OF
TASKS = nnnn

説明: このメッセージは、LOAD ユーティリティーの
RELOAD フェーズによって出されます。このメッセー
ジは、LOAD ユーティリティーが区画を並列にロードで
きることを示します。区画のロードに使用されるユーテ
ィリティー・タスクの数は、nnnn で示されます。
重大度: 0
システムの処置: RELOAD フェーズの処理は継続しま
す。
ユーザーの処置: 報告されたタスク数が、予想と一貫性
があるか確かめることができます。たとえば、4 つの区
画がロードされる場合、ユーザーは、タスク数が 4 に
なると想定するはずです。
DSNU365I

csect-name - USER auth-id DOES NOT
HAVE AUTHORITY ON REORG
MAPPING TABLE

説明: REORG ユーティリティーが SHRLEVEL
CHANGE およびマッピング表を指定して、実行されま
したが、ユーザー auth-id には、ユーティリティー・ス
テートメントで指定されたマッピング表の削除、挿入、
選択、および更新を行う権限はありません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: これ以降のユーティリティー処理は終
了します。
ユーザーの処置: ユーティリティー・ステートメントで
指定したマッピング表の削除、挿入、選択、および更新
を実行する許可を入手してください。
DSNU366I

csect-name - REORG MAPPING TABLE
HAS WRONG COLUMNS

説明: マッピング表が、 SHRLEVEL CHANGE を指定
して REORG を実行しているユーティリティー・ジョ
ブに指定されました。 しかし、表には誤った列のセッ
トが含まれています。 DB2 ユーティリティー・ガイド
および解説書 の REORG の項にあるマッピング表に対
して出される CREATE TABLE ステートメントから欠
落している、そのステートメントに追加される、または
そのステートメントとは異なる CREATE TABLE のパ
ラメーターすべてについて、このメッセージが出されま
す。
重大度: 8 (エラー)
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DSNU367I
システムの処置:

REORG は実行されません。

システムの処置: REORG は実行されません。

ユーザーの処置: DB2 ユーティリティー・ガイドおよ
び解説書 の REORG で指定されている正しい列のセッ
トのみを使用して、マッピング表を作成してください。
他の列は使用しないでください。 REORG を実行して
ください。

ユーザーの処置: DB2 ユーティリティー・ガイドおよ
び解説書 の REORG で指定されている正しい索引のみ
を使用してマッピング表を作成してください。他の索引
は使用しないでください。 REORG を実行してくださ
い。

DSNU367I

DSNU369I

csect-name - ENFORCE PHASE
STATISTICS - n ROWS DELETED
FROM TABLE t

説明: このメッセージは、LOAD ユーティリティーの
ENFORCE フェーズの結果を報告するものです。 LOAD
ユーティリティーの RELOAD フェーズで追加されたデ
ータ行が、対応する基本キーのない外部キーを含んでい
たために、削除されました。 合計 n のデータ行が、表
t から削除されました。

説明: LOAD ユーティリティーの ENFORCE フェーズ
が、正常に完了しました。 実行のための所要時間は、
'hh' 時間、'mm' 分、'ss' 秒でした。
重大度:

0 (通知)

DSNU370I
前のエラーがカスケードして、追加レコードが除去され
ることがあります。 カウントは、1 次と 2 次の制約違
反の合計値です。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: 削除されたレコードに基本キーが存在
しない理由を判別してください。
問題判別: すべての 1 次エラーには、この関係を判別
する DSNU361I メッセージ、および基本キー値を持た
ない入力レコードが伴います。この報告フェーズは、す
べての 2 次エラーを報告し、このレコードが削除され
る原因となった 1 次エラー・レコードを示します。
SYSIBM.SYSRELS カタログ表を照会することによっ
て、適切な親表を見つけることができます。
SYSIBM.SYSFOREIGNKEYS カタログ表を照会すると、
適切な列を見つけることができます。
DSNU368I

csect-name - REORG MAPPING TABLE
HAS WRONG INDEX

説明: マッピング表が、 SHRLEVEL CHANGE を指定
して REORG を実行しているユーティリティー・ジョ
ブに指定されました。 しかし、表には誤った索引が入
っています。 このメッセージは、 DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 の REORG の項にあるマッピ
ング表に対して出される CREATE INDEX ステートメ
ントから欠落しているか、そのステートメントに追加さ
れるか、またはそのステートメントとは異なる
CREATE INDEX のパラメーターすべてについて出され
ます。 このメッセージは、マッピング表上に他の索引
が存在する場合にも出されます。
重大度:
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8 (エラー)

csect-name - ENFORCE PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME =
hh/mm/ss

csect-name - THE LOCAL FORMAT
OPTION HAS BEEN USED WITH A
DATE OR TIME AND NO LOCAL EXIT
HAS BEEN INSTALLED.

説明: インストール・アプリケーション・プログラミン
グのデフォルト・パネルで、日付または時刻の出口が提
供されたことが示されましたが、 DB2 から提供された
出口が置き換えられていません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
ユーザーの処置: 日付または時刻出口のインストールに
ついて、システム・プログラマーと相談してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 提供の出口ルー
チンを置き換えるためには、SMP USERMOD を適用し
なければなりません。 SMP USERMOD を用いたくな
い場合には、MVS LINKLIST に含まれているユーザ
ー・ライブラリー、または ssnmDBM1 (ssnm はサブシ
ステム名で) の開始タスク JCL 内の STEPLIB に連結
されたユーザー・ライブラリーに、代替モジュールをリ
ンクさせることができます。
DSNU371I

csect-name - REORG MAPPING
TABLE’S TABLE SPACE MUST BE
SEGMENTED

説明: SHRLEVEL CHANGE を指定した REORG が、
セグメント化されていない表スペースに対してマッピン
グ表を指定しました。マッピング表を含む表スペース
は、セグメント化されていなければなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
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REORG は実行されません。

DSNU372I
ユーザーの処置: セグメント化された表スペース内にあ
るマッピング表を指定してください。
DSNU372I

csect-name - CANNOT REORGANIZE
REORG MAPPING TABLE’S TABLE
SPACE

説明: SHRLEVEL CHANGE を指定された REORG
が、再編成されている表スペースに常駐するマッピング
表を指定しました。マッピング表を含む表スペースは、
再編成されている表スペースであってはなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

REORG は実行されません。

ユーザーの処置: 再編成されている表スペース内に存在
しないマッピング表を指定してください。
DSNU373I

csect-name - IN -ALTER UTILITY OR
REORG WITH SHRLEVEL
REFERENCE OR CHANGE, DEADLINE
HAS ALREADY OCCURRED,
CONTEXT=c

説明: -ALTER UTILITY コマンド、または
SHRLEVEL REFERENCE か CHANGE を指定した
REORG ユーティリティーで期限が指定された場合は、
期限を指定している -ALTER UTILITY または REORG
の実行前に期限が来ることはありません。コンテキス
ト・コードは次のとおりです。

2

SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE を
指定した REORG の切り替えフェーズが
DEADLINE 句で指定された期限によって開始
されないと DB2 が判断している。

重大度: 8 (エラー)
システムの処置:

REORG は終了します。

ユーザーの処置: 理由コード 1 の場合、アプリケーシ
ョンの作業負荷を低くしたり、アプリケーションが読み
取り専用アクセスを行う最大所要時間を長く指定したい
ときは、後で再編成の新規呼び出しを行ってください。
SHRLEVEL CHANGE で理由コード 2 の場合、使用で
きる時間を長くしたり、アプリケーションの作業負荷を
低くしたり、またはアプリケーションが読み取り専用ア
クセスを行う最大所要時間を長く指定するときは、後で
再編成の新規呼び出しを行ってください。 SHRLEVEL
REFERENCE で理由コード 2 の場合、使用できる時間
を長くしたい場合は、後で再編成の新規呼び出しを行っ
てください。
DSNU375I

csect-name DISCARD PHASE
STATISTICS - nnn INPUT DATA SET
RECORDS DISCARDED

1

エラーが -ALTER UTILITY で発生した。

説明: 入力データ・セット・レコードが、1 つまたはい
くつかの理由で、 LOAD ユーティリティーによって拒
否されました。 拒否されたレコードは、破棄データ・
セット内に収められています。 拒否されたレコードの
数は 'nnn' です。 メッセージ DSNU399I に、レコード
が拒否される原因となったエラーが要約されています。

2

エラーが REORG で発生した。

重大度: 4 (警告)

重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
実行されない。

-ALTER UTILITY または REORG が

ユーザーの処置: 期限を指定しないか、まだ発生してい
ない期限を指定して、 -ALTER UTILITY または
REORG を実行してください。 REORG の実行を終了す
る場合は、-TERM UTILITY コマンドを使用します。
DSNU374I

csect-name - REORG WITH SHRLEVEL
REFERENCE or CHANGE HAS BEEN
TERMINATED, REASON=c

説明: SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE を指
定した REORG が終了しました。
1

システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: LOAD エラー要約を調べて、破棄さ
れたレコードがあれば、そのうちのどのレコードを訂正
して表スペースに入れなければならないかを決めてくだ
さい。
DSNU376I

csect-name DISCARD PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME =
hh/mm/ss

説明: LOAD ユーティリティーの DISCARD フェーズ
が、正常に完了しました。実行のための所要時間は、
'hh' 時間、'mm' 分、'ss' 秒でした。
重大度: 0 (通知)

SHRLEVEL CHANGE を指定した REORG が
LONGLOG TERM を指定しており、ログ処理
の反復の終了時点で、次の反復が処理するロ
グ・レコードの数が、直前に処理された反復よ
りも十分に低くなっていない。
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DSNU377I • DSNU379I
DSNU377I

csect-name - IN REORG WITH
SHRLEVEL CHANGE, THE LOG IS
BECOMING LONG,
MEMBER=member-name, UTILID=utilid

説明: SHRLEVEL CHANGE を指定した REORG のロ
グ処理中に、次の反復で処理されるログ・レコードの数
が、処理された直前の反復の数よりも十分に少なくなっ
ていない。この状況は、再編成の間に、アプリケーショ
ンがログを書き込む速度に合った速度でログが読み取ら
れていないことを示します。このメッセージは WTO メ
ッセージであり、コンソールに送信されますが、処置メ
ッセージではありません。このメッセージは SYSPRINT
にも送信されます。
遅延が期限切れになる前に、この REORG の実行に対
して以下の任意のイベントが発生した場合には、 DB2
は、LONGLOG 句に指定されている処置をとりません。
v -ALTER UTILITY コマンドが出された。
v -TERM UTILITY コマンドが出された。
v 次の反復を実行する時間が、MAXRO 句で指定された
時間以下であると DB2 が判断している。
v REORG が何らかの理由 (期限など) で終了した。
member-name
データ共用環境の DB2 メンバーを識別しま
す。非データ共用環境内ではブランクです。
utilid
重大度:

ユーティリティー・ジョブ・ステップを識別し
ます。
4 (警告)

システムの処置: 遅延 (REORG ユーティリティーまた
は -ALTER UTILITY コマンドの DELAY 句で指定さ
れます) の後、 REORG は、REORG ユーティリティー
または -ALTER UTILITY コマンドの LONGLOG 句で
指定された処置を実行します。
ユーザーの処置: 処置は不要です。 ただし、
LONGLOG 句によって指定されている処置をとりたくな
い場合は、オペレーター (またはメッセージが起動する
ユーザー作成のプログラム) が処置をとることもできま
す。 可能な処置のリストについては、 DB2 ユーティリ
ティー・ガイドおよび解説書 の REORG の項の
LONGLOG の説明を参照してください。
オペレーターの応答: 処置は不要です。 ただし、
LONGLOG 句によって指定されている処置をとりたくな
い場合は、オペレーター (またはメッセージが起動する
ユーザー作成のプログラム) が処置をとることもできま
す。 可能な処置のリストについては、 DB2 ユーティリ
ティー・ガイドおよび解説書 の REORG の項の
LONGLOG の説明を参照してください。
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DSNU378I

csect-name - REORG WITH SHRLEVEL
NONE HAS INAPPROPRIATE
NOSYSREC KEYWORD, REASON=c

説明: SHRLEVEL NONE を指定した REORG では、
SORTDATA キーワードおよび NOSYSREC キーワード
を以下のように組み合わせることができます。
v いずれのキーワードも指定しない
v SORTDATA だけを指定する (NOSYSREC は指定し
ない)
v SORTDATA NOSYSREC を指定する
上記の組み合わせでは、このメッセージが起動されるこ
とはありません。ただし、NOSYSREC のみの指定
(SORTDATA は指定しない) は不適切であり、理由コー
ド 1 でこのメッセージが起動されます。
また、SHRLEVEL NONE を指定した REORG の場合、
UNLOAD PAUSE、UNLOAD ONLY、または UNLOAD
EXTERNAL を指定した場合は、NOSYSREC は不適切
であり、理由コード 2 でこのメッセージが起動されま
す。 2 つの条件 (SORTDATA を指定しない場合と
UNLOAD PAUSE、ONLY、または EXTERNAL を指定
する場合) の両方にあてはまる場合は、NOSYSREC
は、理由コード 2 でこのメッセージを起動します。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

REORG は実行されません。

ユーザーの処置: 適切なパラメーターで REORG の呼
び出しを指定してください。 特に、理由コード 1 の場
合に SHRLEVEL NONE を指定した REORG を実行す
る場合は、 SORTDATA を追加するか NOSYSREC を
除去するか、またはその両方を実行してください。 理
由コード 2 の場合に SHRLEVEL NONE を指定した
REORG を実行する場合は、 NOSYSREC、UNLOAD
PAUSE、UNLOAD ONLY、または UNLOAD
EXTERNAL を除去してください。
DSNU379I

csect-name - ALTER UTILITY, UTILID =
utilid: SWITCH PHASE IN REORG
HAS ALREADY STARTED, NO ALTER
IS PERFORMED

説明: -ALTER UTILITY コマンドが、 SHRLEVEL
REFERENCE または CHANGE を指定した REORG を
実行しているジョブに適用されました。 ただし、
REORG が切り替えフェーズをすでに始動しているた
め、何も変更されませんでした。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: ALTER UTILITY には影響しませ
ん。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU380I
DSNU380I

csect-name TABLESPACE
database.tablespace-name PARTITION
part-num IS IN COPY PENDING

説明: 表スペース区画をリカバリーできるような新しい
基礎を確立するために、イメージ・コピーをとる必要が
あります。 このようにしないと、その表スペース区画
に RECOVER ユーティリティーを実行した場合の結果
は、予測できないものになります。
キーワード TOCOPY を用いて RECOVER
TABLESPACE ユーティリティーを使用する場合、関連
した全イメージ・コピーの START_RBA 値または
START_LRSN 値が使用可能なリカバリー情報の枠外に
置かれるかもしれません。 これを検査するには、
REPORT ユーティリティーの出力を見てください。
RECOVER TABLESPACE ユーティリティーは、
TOCOPY キーワードを処理して、リカバリー・オブジ
ェクトをコピー保留状態に置きます。
重大度:

4 (警告)

ユーザーの処置: 関連する表スペース区画のイメージ・
コピーをとってください。 COPY ユーティリティーが
失敗した後でこのメッセージが出された場合は、関連す
る表スペースについて示されたエラーをすべて訂正した
うえで、その表スペースの別のイメージ・コピーをとっ
てください。
DSNU381I

説明:

csect-name TABLESPACE
database.tablespace-name IS IN COPY
PENDING

このメッセージは、次の後に出されます。

新しい基礎を確立して、表スペースをリカバリーできる
ようにするために、イメージ・コピーをとる必要があり
ます。 このようにしないと、その表スペースにリカバ
リー・ユーティリティーを実行した場合、予測できない
結果となります。
重大度:

4 (警告)

ユーザーの処置: 関連する表スペースのイメージ・コピ
ーをとってください。 COPY ユーティリティーが失敗
した後でこのメッセージが出された場合は、関連する表
スペースについて示されたエラーをすべて訂正したうえ
で、その表スペースの別のイメージ・コピーをとってく
ださい。
DSNU382I

csect-name - REORG UTILITY, UTILID =
utilid REQUESTED TO ALTER, PHASE
= utility-phase

説明: このメッセージは、-ALTER UTILITY コマンド
に対する応答として出されます。 このメッセージは、
変更の要求が受け取られて検査されたことを通知するも
のです。 -ALTER UTILITY 要求が受け取られたとき
は、 REORG は、utilid が示すユーティリティー・ジョ
ブ・ステップを実行していました。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: DB2 は、示されたユーティリティ
ー・ジョブ・ステップを変更する要求を受け入れまし
た。 ユーティリティーは、そのパラメーター値を変更
します。
ユーザーの処置: このメッセージは、要求が受け入れら
れて処理中であることを通知するメッセージです。

v LOG(NO) オプションを用いた LOAD または
REORG ユーティリティー実行で、関連する表スペー
スが回復不能な状態に置かれた場合。
v 破壊したページが検出されたためにイメージ・コピー
障害が起こったか、あるいはイメージ・コピーが終了
した場合。
v リカバリーが部分的に正常に終了した場合。
v MODIFY RECOVERY により、関連する表スペース
が回復不能な状態に置かれた場合。
キーワード TOCOPY を用いて RECOVER
TABLESPACE ユーティリティーを使用する場合、関
連した全イメージ・コピーの START_RBA 値または
START_LRSN 値が使用可能なリカバリー情報の枠外
に置かれるかもしれません。 これを検査するには、
REPORT ユーティリティーの出力を見てください。
RECOVER TABLESPACE ユーティリティーは、
TOCOPY キーワードを処理して、リカバリー・オブ
ジェクトをコピー保留状態に置きます。
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DSNU383I
DSNU383I

csect-name CURRENT ITERATION
NUMBER = nnnnnn WRITE ACCESS
ALLOWED IN CURRENT ITERATION =
www ITERATION BEFORE PREVIOUS
ITERATION: ELAPSED TIME =
ha:ma:sa NUMBER OF LOG RECORDS
PROCESSED = nnnnna PREVIOUS
ITERATION: ELAPSED TIME =
hb:mb:sb NUMBER OF LOG RECORDS
PROCESSED = nnnnnb CURRENT
ITERATION: ESTIMATED ELAPSED
TIME = hc:mc:sc ACTUAL ELAPSED
TIME SO FAR = hd:md:sd ACTUAL
NUMBER OF LOG RECORDS BEING
PROCESSED = nnnnnd CURRENT
ESTIMATE FOR NEXT ITERATION:
ELAPSED TIME = he:me:se NUMBER
OF LOG RECORDS TO BE
PROCESSED = nnnnne

説明: このメッセージは、SHRLEVEL CHANGE を指
定した REORG の LOG フェーズ中にのみ適用されま
す。 (LOG フェーズを含め) すべてのフェーズにおいて
表示されるメッセージ DSNU105I をこのメッセージは
補足します。
このメッセージは、-DISPLAY UTILITY コマンドに対
する応答として出されます。
このメッセージは、ユーザーが SHRLEVEL
REFERENCE または CHANGE を指定し、かつ切り替
えフェーズが DEADLINE 句によって指定された期限ま
でに開始されないと DB2 が判断した場合は、REORG
ユーティリティーによっても出されます。 このメッセ
ージによって、示されたユーティリティー・ジョブ・ス
テップにおける REORG ユーティリティー処理の進ち
ょく状況の見積もりがユーザーに示されます。
nnnnnn

現在の反復数

www

ログ処理の現行の反復中に書き込みアクセスが
可能であるかどうかに応じて、 'YES' または
'NO'

直前の反復の前の反復について
ha:ma:sa
反復の経過時間
nnnnna

反復中に処理されたログ・レコード数

現在の反復数が 1 または 2 の場合、これらの値は
00:00:00 および 0 です。
直前の反復について
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hb:mb:sb
対応する情報。
nnnnnb

対応する情報。

現在の反復数が 1 の場合、これらの値は 00:00:00 およ
び 0 です。
現行の反復について
hc:mc:sc
経過時間の見積もり
hd:md:sd
現在までの経過時間
nnnnnd

処理中のログ・レコードの実際の数

次の反復について
he:me:se
経過時間の現時点における見積もり
nnnnne
重大度:

処理されるログ・レコード数の現時点における
見積もり
0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、-DISPLAY
UTILITY コマンドが出された時点、または DEADLINE
句によって指定された期限までに切り替えフェーズが開
始されないと DB2 が判断した時点での DB2 の状態を
反映しています。
このメッセージが -DISPLAY UTILITY に対して出され
た場合は、システムは処理を継続します。後続の
-DISPLAY UTILITY コマンドは、その処理を反映しま
す。
DSNU384I

csect-name - MAXRO = aaaaaaaaaa
SECONDS LONGLOG = llllllll DELAY
= bbbbbbbbbb SECONDS

説明: このメッセージは、SHRLEVEL CHANGE を指
定した REORG のみに適用されます。 これは、
(REORG を含め) すべてのユーティリティーに対して表
示されるメッセージ DSNU105I を補足したものです。
このメッセージは、-DISPLAY UTILITY コマンドに対
する応答として出されます。
このメッセージは、ユーザーが SHRLEVEL CHANGE
を指定しており、切り替えフェーズが DEADLINE 句に
よって指定された期限までに開始されないと DB2 が判
断した場合は、REORG ユーティリティーによっても出
されます。
このメッセージには、特定のパラメーターの値で、最後
に REORG に指定された値が示されます。 それらのパ
ラメーターは、 -ALTER UTILITY コマンドの直前の呼
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中に行われた 1 回または複数回の反復に、ア
プリケーションの読み取り専用アクセス中に行
われた最後の 1 回の反復を加えた数を示しま
す。

び出しによって値が指定されている場合もあります。
-ALTER UTILITY の直前の呼び出しで値が指定されな
かった場合は、最後に指定された値が、REORG ユーテ
ィリティーの呼び出しで指定された値となります。
aaaaaaaaaa
最後に指定された MAXRO の値に応じた秒
数。値「DEFER」は、ログ・ファイルが無期限
に据え置かれることを示します。
llllllll

最後に指定された LONGLOG の値に応じて
『CONTINUE』、『TERM』、または
『DRAIN』

bbbbbbbbbb
最後に指定された DELAY の値に応じた秒
数。
重大度:

rrrrrrrr 読み出されたログ・レコードの数。
これらのログ・レコード内のアプリケーションの中に
は、不要なものも存在します。したがって、LOG フェ
ーズは、これらのログ・レコードのサブセットだけを表
スペースまたは区画のシャドー・コピーに適用する場合
があります。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: REORG ユーティリティーの LOG フ
ェーズが完了します。

0 (通知)
DSNU387I

システムの処置: このメッセージは、-DISPLAY
UTILITY コマンドが出された時点、または DEADLINE
句によって指定された期限までに切り替えフェーズが開
始されないと DB2 が判断した時点での DB2 の状態を
反映しています。
このメッセージが -DISPLAY UTILITY に対して出され
た場合は、システムは処理を継続します。その
後、-ALTER UTILITY コマンドが実行されると、後続
の -DISPLAY UTILITY コマンドは、-ALTER UTILITY
コマンドの結果 (存在する場合) を反映します。
DSNU385I

csect-name - LOG PHASE COMPLETE,
ELAPSED TIME = hh/mm/ss

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
LOG フェーズが正常に完了すると出されます。このフ
ェーズの開始から完了までの経過時間は以下のとおりで
した。
hh
時間
mm
分
ss
秒
重大度:

0 (通知)

システムの処置: REORG ユーティリティーの次のフェ
ーズまで処理が継続されます。
DSNU386I

csect-name - LOG PHASE STATISTICS.
NUMBER OF ITERATIONS = iiiiiiii,
NUMBER OF LOG RECORDS =
rrrrrrrr

csect-name - SWITCH PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME =
hh/mm/ss

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
切り替えフェーズが正常に完了すると出されます。この
フェーズの開始から完了までの経過時間は以下のとおり
でした。
hh
時間
mm
分
ss
秒
重大度:

0 (通知)

システムの処置: REORG ユーティリティーの次のフェ
ーズまで処理が継続されます。
DSNU388I

csect-name - BUILD2 PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME =
hh/mm/ss

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
BUILD2 フェーズが正常に完了すると出されます。この
フェーズの開始から完了までの経過時間は以下のとおり
でした。
hh
時間
mm
分
ss
秒
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップ内に次のユーティリティー・ステートメントがあれ
ば、その処理が続行されます。

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
LOG フェーズが正常に完了すると出されます。
iiiiiiii

実行されたログ処理の反復の数。この数は、ア
プリケーションの読み取り / 書き込みアクセス
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DSNU389I

csect-name - BUILD2 PHASE
STATISTICS. NUMBER OF
NONPARTITIONED INDEXES = mmm

説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
BUILD2 フェーズが正常に完了すると出されます。
mmm
重大度:

0 (通知)

DSNU390I

csect-name INVALID CONVERSION FOR
FIELD cccccccc

説明: 列 'cccccccc' の入力フィールド・タイプが、 (カ
タログに入っている) そのデータ・タイプと矛盾してい
ます。
8 (エラー)

システムの処置:

ユーティリティー処理は終了します。

ユーザーの処置: エラーを訂正し、ジョブを再実行依頼
してください。 互換性のあるデータ・タイプについて
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。
DSNU391I

csect-name - SORTBLD PHASE
STATISTICS.NUMBER OF INDEXES =
mmm

説明: このメッセージは、LOAD、REORG、または
REBUILD INDEX ユーティリティーの SORTBLD フェ
ーズが正常に完了したときに出されます。作成された索
引の数は、mmm で示されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: LOAD、REORG、または REBUILD
INDEX ユーティリティーのいずれかの SORTBLD フェ
ーズが完了しました。
DSNU392I

csect-name - SORTBLD PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME =
hh:mm:ss

説明: このメッセージは、LOAD、REORG、および
REBUILD INDEX ユーティリティーの SORTBLD フェ
ーズが正常に完了したときに出されます。このフェーズ
が開始してから完了するまでの経過時間は、hh 時間、
mm 分、ss 秒でした。
重大度:

DSNU393I

RID が訂正された非区分索引の数。

システムの処置: REORG ユーティリティーの BUILD2
フェーズが完了します。

重大度:

続されます。これが最後のフェーズである場合は、この
ユーティリティー・ジョブ・ステップ内の次のユーティ
リティー・ステートメント (もしあれば) の処理が続行
されます。

説明: このメッセージは、LOAD、REORG、または
REBUILD INDEX ユーティリティーの SORTBLD フェ
ーズで出され、指定された索引区画を作成するのに使用
された索引キー項目の合計数を通知します。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: このメッセージは、索引区画を作成す
るために索引キー項目の個数を示しています。固有キー
項目と非固有キー項目の両方がカウントされます。拒否
されたキー項目はカウントされません。
ユーザーの処置: 報告された数が予想した数と矛盾して
いないか確かめることができます。
DSNU394I

csect-name SORTBLD PHASE
STATISTICS.NUMBER OF KEYS =
nnnnnnnn FOR INDEX index-name

説明: このメッセージは、 LOAD、 REORG、または
REBUILD INDEX ユーティリティーの SORTBLD フェ
ーズによって出されます。メッセージは、 LOAD、
REORG、または REBUILD INDEX ユーティリティーが
作成する各索引ごとに繰り返されます。このメッセージ
では、示された索引を組み立てるために用いられた索引
キー項目の合計数が示されます。索引が分割化索引の場
合、その合計は、前のメッセージ DSNU393I に示され
た索引キー項目の合計数に等しい。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、索引を作成するた
めに索引キー項目の個数を示しています。固有キー項目
と非固有キー項目の両方がカウントされます。拒否され
たキー項目はカウントされません。
ユーザーの処置: 報告された数が予想した数と矛盾して
いないか確かめることができます。たとえば、報告され
た数が、示された索引によって索引付けされる表にロー
ドされたレコードの数と一致するかどうかを判別するこ
とができます。その索引は RELOAD フェーズ中に出さ
れた DSNU303I メッセージに示されています。

0 (通知)

システムの処置: LOAD、REORG、または REBUILD
INDEX ユーティリティーの次のフェーズまで処理が継
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csect-name SORTBLD PHASE
STATISTICS.NUMBER OF KEYS =
nnnnnnnn FOR INDEX index-name PART
part-num
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DSNU395I

csect-name INDEXES WILL BE BUILT
IN PARALLEL, NUMBER OF TASKS =
nnnn

説明: このメッセージは、LOAD または REORG ユー
ティリティーの RELOAD フェーズ、あるいは
REBUILD INDEX ユーティリティーの UNLOAD フェ
ーズによって出されます。このメッセージは、
LOAD、REORG、または REBUILD INDEX ユーティリ
ティーが索引を並行して作成することができることを示
します。索引の作成に使用されるユーティリティー・タ
スクの数は、nnnn で示されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
す。

RELOAD フェーズの処理は継続しま

ユーザーの処置: 報告されたタスク数が予想した数と矛
盾していないか確かめることができます。たとえば、3
つの索引を作成する場合、タスクの数は 6 になるはず
です。
DSNU396I

csect-name REPORT PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME =
hh/mm/ss

説明: LOAD ユーティリティーの REPORT フェーズ
が、正常に完了しました。 実行のための所要時間は、
'hh' 時間、'mm' 分、'ss' 秒でした。
重大度:

0 (通知)

DSNU397I

csect-name NUMBER OF TASKS
CONSTRAINED BY xxxxxxxx

説明: このメッセージは、ユーティリティーがサブタス
クを始動して操作を並列に実行することはできるが、不
足しているリソースがあるため、使用するタスク数が制
約を受けていることを示しています。制約のあるリソー
スは、xxxxxxxx で示され、以下の値および意味を持って
います。
VIRTUAL STORAGE
ユーティリティーは追加のタスクを始動するこ
とができましたが、ユーティリティー・ジョブ
が稼働するアドレス・スペース内の仮想記憶域
が不十分であるため、効果的に稼働できませ
ん。
VIRTUAL STORAGE BELOW
ユーティリティーは追加のタスクを始動するこ
とができましたが、ユーティリティー・ジョブ
が稼働するアドレス・スペースの境界線より下
の仮想記憶域が不十分であるため、効果的に稼
働できません。

DD STATEMENTS
ユーティリティーは追加のタスクを始動し、ユ
ーザーは、ソート作業データ・セットやソー
ト・メッセージ・データ・セットとして SORT
が使用するデータ・セット用の DD ステート
メントを指定しましたが、指定されたソート作
業データ・セット・グループやソート・メッセ
ージ・データ・セットが、ユーティリティーが
始動できるはずの最大タスク数を下回っていま
す。
CONNECTIONS
ユーティリティーは追加のタスクを始動できま
したが、DB2 が始動するのに使用できる十分
な空きスレッドがありません。
CPUS

ユーティリティーは、追加のタスクを始動でき
ましたが、使用可能な CPU を酷使するため、
始動は効率的ではありません。

重大度: 0 (通知)
システムの処置:

フェーズの処理は継続します。

ユーザーの処置: 処置は不要です。しかし、ユーティリ
ティー・ジョブの処理時間を短くするためにユーティリ
ティーが使用するタスク数を増やしたい場合は、どのよ
うな処置が可能かは、メッセージにある xxxxxxxx の値
によって変わります。
VIRTUAL STORAGE
JCL でより大きな領域サイズを指定するか、領
域サイズのための JES のデフォルトを変更す
るか、より大きな仮想領域が可能となるように
システムの IEFUSI 出口ルーチンを変更して、
ユーティリティー・ジョブが使用できる仮想記
憶のサイズを増やします。
ユーティリティーが、バッファー数 (データ・
セットの DD ステートメントの DCB フィー
ルドで指定された BUFNO) が指定された
BSAM データ・セットを使用する場合は、バ
ッファー数を減らすことを考えてください。
VIRTUAL STORAGE BELOW
もし可能なら、JCL でより大きな領域サイズを
指定するか、ジョブ・ステップで割り当てられ
るデータ・セットの数を減らして、ユーティリ
ティー・ジョブが使用可能な境界線より下の仮
想記憶のサイズを増やします。 この制約を除
くことはまず不可能です。
DD STATEMENTS
ソート作業データ・セットの追加グループを定
義するか、 SWnnWKmm DD ステートメント
を除去し、SORTDEVT キーワード (および、
オプションで SORTNUM キーワード) を指定
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DSNU398I
して、SORT が作業データ・セットを動的に割
り振りできるようにします。
この制限がソート作業データ・セットではなく
ソート・メッセージ・データ・セットが原因で
ある場合は、追加のソート・メッセージ DD
ステートメントを定義するか、 UTPRINnn DD
ステートメントを除去し、SYSOUT に
UTPRINT を割り当てて、ソート・メッセー
ジ・データ・セットを動的に割り当てることが
できるようにします。
CONNECTIONS
DB2 が使用可能なスレッドの数を増やすか、
DB2 のアクティビティーが低い時にジョブを
実行依頼します。
CPUS

ジョブを、処理プログラムの多いメンバーに実
行依頼します。

DSNU398I

csect-name UNEXPECTED PROCESSING
ERROR, REASON=X00E40318, ON
TABLE tttttttt

説明: 表 'tttttttt' にレコードをロードしようとしている
ときに、エラーが発生しました。 理由コード
'00E40318' の説明については、 859 ページの『第 4 部
DB2 コード』 を参照してください。
重大度:

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
DSNU399I

説明: このメッセージは、ジョブのロードの際に生じた
エラーを要約しています。 図 1 は、この報告書の形式
を示しています。 これは、固有索引違反または参照制
約違反が検出された場合にだけ出されます。 報告書で
は、検出されたエラーのそれぞれについて 1 行が割り
当てられます。 エラーは、まずエラーの重大度の順序
に並べられ、その中でさらに idsrn の順に並べられま
す。
ERROR
SEVERITY
sev
.
.

INPUT
RECORD

Discard
Heading

idsrn
.
.

ddsrn
.
.

ERROR TABLE
TYPE NAME
type
.
.

name1
.
.

FIELD/FANSET RELATED
NAME
ERROR
name2
.
.

idsrn2
.
.

図 1. ロード・ユーティリティー・エラー要約報告書
Discard Heading は、破棄処理が有効であるかどうかに
よって、 DISCARD RECORD またはブランクのいずれ
かです。

8 (エラー)

システムの処置: リソースが使用できないためにエラー
が起こった場合には、DSNT500I メッセージが出されま
す。
ユーティリティー・ステップは、システム X'04E' で異
常終了理由コード '00E40318' で異常終了します。
DSNT500I メッセージが出ない場合には、SVC ダンプ
が要求されます。 また、バッチ・ストレージの
SYSABEND ダンプも要求されます。

報告書のフィールドは以下の意味をもっています。
sev

この行で報告されているエラーの重大度です。

重大度

エラーの
タイプ

説明

1

1 次

1 次参照保全エラーおよびすべて
の非参照保全エラー。

2

2 次

2 次参照保全エラー (すなわち、
親元の 1 次参照保全エラーから
生じるエラー)。

idsrn

この行で報告されているエラーの原因になって
いるレコードの、入力データ・セット内の相対
レコード番号。

ddsrn

破棄処理が有効な場合、この行で報告されてい
るエラーの原因になっているレコードの、入力
データ・セット内の相対レコード番号。 それ
以外の場合、ddsrn はブランクです。

type

この行で報告されているエラーのタイプの説明
で、以下のとおり。
Conversion (変換)
Field specification (フィールド指定)
Validation (妥当性検査)

ユーティリティー・ステップは、停止状態に置かれま
す。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが出た場合に
は、本書のこのメッセージ番号に関する記述を参照して
ください。 使用不能なリソースが使用可能になれば、
ユーティリティー・ステップを再始動させることができ
ます。
DSNT500I メッセージが出ていない場合には、内部エラ
ーが起こっています。 システム・プログラマーに通知
してください。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、TERM UTIL を出して保持されているリソースを
解放することができます (これは、必要でないこともあ
ります)。
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csect-name - LOAD UTILITY ERROR
SUMMARY REPORT
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Part Specification (PART 指定)
Unexpected (予期しない)
Column specification (列指定)
Referential integrity (参照保全)
Check constraint (検査制約)
Duplicate key (重複キー)
name1

エラーの原因になっているレコードがターゲッ
トとされた表の名前 (この情報が、この行で報
告されたエラー・タイプに関連がある場合)。そ
れ以外の場合、name1 はブランクです。 この
フィールドは、以下のエラー・タイプの場合に
は、非ブランクの値となります。
Conversion (変換)
Validation (妥当性検査)
Column specification (列指定)
Referential integrity (primary) (参照保全 (1
次))
Check constraint (検査制約)

name2

この行で報告されたエラーに関連するフィール
ドまたはファン・セットの名前 (この情報が、
報告されたエラー・タイプに関連している場
合)。 それ以外の場合、name2 はブランクで
す。 このフィールドには、以下のエラー・タ
イプについてのフィールド名が入ります。
Conversion (変換)
Field specification (フィールド指定)
Column specification (列指定)

DSNU400I

説明: これは、コピー統計を報告するための通知メッセ
ージです。このメッセージは、COPY ユーティリティー
によって出され、表スペースのロードまたは再編成の間
に全イメージ・コピーが要求された場合にも、LOAD ま
たは REORG から出されます。この統計は、COPY 要
求の有効範囲に含まれるページに適用されます。これ
は、表スペースの全体、索引スペース全体
(DSNUM(ALL))、または区画 (DSNUM (整数)) のいずれ
かです。 上記の表スペース、索引スペース、または区
画のすべてのページをコピーすること (FULL(YES)) も
できますし、変更されたページだけをコピーすること
(FULL(NO)) もできます。メッセージ変数は、以下のと
おりです。
ff.ff

コピーされたページ内のフリー・スペースの平
均割合 (パーセント)。 これは、参照パフォー
マンスを大幅に低下させずに行える変更活動の
量を表しています。

nnnnnn

書き出されたページの数。
LOAD または REORG の処理中に作成された
イメージ・コピーには、同じ表スペース上で
COPY ユーティリティーを実行することによっ
て作成する全イメージ・コピーよりも多くのペ
ージが書き込まれます。これは、複数回書き込
まれるページが存在するためです。

1 次参照保全エラーの場合は、name2 は関係名
になります。 検査制約エラーの場合は、name2
は検査制約名になります。
idsrn2

重大度:

関連したエラーの入力データ・セットのレコー
ド番号。 複写キー・エラーの場合、キーが重
複しているレコードの入力データ・セットのレ
コード番号を示します。 2 次参照保全エラー
の場合、これは、1 次参照保全エラーがこの 2
次エラーを生じさせることになったレコード
の、入力データ・セットのレコード番号を示し
ています。 他のタイプのエラーの場合は、こ
のフィールドは使用されません。
4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

csect-name COPY PROCESSED FOR
obj-type obj-qual.obj-name NUMBER OF
PAGES=nnnnnn, AVERAGE PERCENT
FREE SPACE PER PAGE = ff.ff,
PERCENT OF CHANGED PAGES =
pp.pp, ELAPSED TIME= hh/mm/ss

pp.pp

変更されたページの割合 (パーセント)。 これ
は、最後のイメージ・コピーまたは再編成以降
に行われた変更活動の量を表しています。 変
更されたページの割合 (パーセント) は、変更
されたページ数をオブジェクト内のページ数で
割ることによって得られます。ゼロだけから成
るプリフォーマット設定済みのページが、走査
されたページのカウントに含まれています。
これらのプリフォーマット設定済みページは出
力データ・セットにコピーされないので、走査
したページ数は、コピーしたページ数より大き
くなるのが普通です。
LOAD または REORG の処理中に作成された
イメージ・コピーに対してこのメッセージが出
ると、ユーティリティーが表スペース全体をリ
セットして再フォーマット設定するため、この
割合 (パーセント) は常に 100 % として報告
されます。

システムの処置:

COPY、 LOAD、または REORG ユ
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DSNU401I
ーティリティーの処理は続行されます。このメッセージ
は、通知を目的としたものです。 メッセージ
DSNU428I は、コピー処理が完了したとき出されます。
ユーザーの処置: 報告された統計は、指定された表スペ
ースに対して RUNSTATS または REORG のいずれか
のユーティリティーを実行することを意味していること
があります。
DSNU401I

csect-name CONCURRENT COPY
COMPLETE, ELAPSED TIME= hh:mm:ss

説明: DFSMS 並行コピー・ユーティリティーは正常に
完了しました。
重大度:

重大度: 4 (警告)
システムの処置: 増分イメージ・コピーをとるための要
求は、全イメージ・コピーをとるための要求として取り
扱われます。
ユーザーの処置: ターゲット・イメージ・コピーのデー
タ・セットの容量は、そのサイズが増分イメージ・コピ
ーを前提として設定されている場合には、十分でないか
もしれません。 この条件が生じた場合は、ジョブ・ス
テップをいったん終了させてから、再実行依頼してくだ
さい。
DSNU403I

0 (通知)

システムの処置: このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップに次のユーティリティー・ステートメントがあれ
ば、その処理が続行されます。それ以上ユーティリティ
ー・ステートメントがなければ、ユーティリティー・ジ
ョブ・ステップは正常に終了し、リソースは解放されて
以前の使用可能状態に戻されます。 このユーティリテ
ィー・ジョブ・ステップのユーティリティー ID
(UTILID) は、再利用できるようになります。
ユーザーの処置:
DSNU402I

処置は不要です。

csect-name INCREMENTAL IMAGE
COPY DISALLOWED FOR obj-type
obj-qual.obj-name FULL IMAGE COPY
WILL BE TAKEN

説明: 表スペースまたはデータ・セットの増分イメー
ジ・コピーが要求されました。しかし、全イメージ・コ
ピーが必要です。 以下の理由が考えられます。
v この要求は、DB2 で維持されている表スペース
DSNDB01.DBD01、DSNDB06.SYSCOPY、または
DSNDB01.SYSUTILX 用のものだった。
v LOAD または REORG ユーティリティーが、後続の
全イメージ・コピーなしで表スペースまたはデータ・
セットで実行された。
v 全イメージ・コピーは、要求されたシステムについて
は見つからなかった。
v 要求された表スペースまたはデータ・セットについて
コピー保留が設定されていた。
v 要求は表スペース全部にわたるが、表スペース用の最
新のイメージ・コピーはデータ・セット・レベルにあ
った。

説明: TABLESPACE の増分イメージ・コピーをとるた
めに、COPY ユーティリティーが呼び出されました。
指定された出力データ・セットが入っているテープに
は、同じ TABLESPACE についての別の FULL または
INCREMENTAL イメージ・コピーが含まれています。
これは許されません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このユーティリティーは戻りコード 8
で終了し、イメージ・コピーもとられず、 SYSCOPY
表の更新も行われません。
ユーザーの処置: イメージ・コピー出力データ・セット
の VOLSER を変更するか、あるいは、 MODIFY
RECOVERY ユーティリティーを使用して、同じ
TABLESPACE およびテープ・ボリュームで不要になっ
た SYSIBM.SYSCOPY レコードを削除するかしてくだ
さい。
問題判別: SQL SELECT コマンドを用いて、
SYSIBM.SYSCOPY 表を調べてください。 出力テープ
上の矛盾するイメージ・コピー・データ・セットが不要
になっていれば、 MODIFY RECOVERY を用いて関連
する SYSIBM.SYSCOPY レコードを除去してくださ
い。 このデータ・セットがまだ必要であれば、新しい
イメージ・コピーを別のテープに入れるか、あるいは、
FULL イメージ・コピーをとるかしなければなりませ
ん。
DSNU404I

v 直前のイメージ・コピーは DFSMS 並行コピーであ
る。
増分イメージ・コピーの要求は無視されて、全イメー
ジ・コピーがとられます。

604

csect-name - FULL AND INCREMENTAL
COPIES OF THE SAME TABLESPACE
ON THE SAME TAPE DISALLOWED
DDNAME ddname

csect-name LOCAL SITE AND
RECOVERY SITE INCREMENTAL
IMAGE COPIES ARE NOT
SYNCHRONIZED FOR obj-type
obj-qual.obj-name

説明: 次の場合、増分イメージ・コピーをとることはで
きません。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU406I
1. 増分イメージ・コピーが、現行システム以外のシス
テムに対してだけ要求されている。
2. 増分イメージ・コピーが両方のシステムに対して要
求されているが、最新の全イメージ・コピーが現在
のシステムについてだけとられている。
3. 増分イメージ・コピーが両方のシステムに対して要
求され、最新の全イメージ・コピーも両方のシステ
ムについてとられているが、その最新の全イメー
ジ・コピーから現在の要求までの、現行システムだ
けに対する増分イメージ・コピーがとられている。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このユーティリティーは戻りコード 8
で終了し、イメージ・コピーもとられず、 SYSCOPY
表の更新も行われません。
ユーザーの処置: LOCAL システムと RECOVERY シ
ステムの両方で TABLESPACE の別の全イメージ・コピ
ーをとるか、あるいは現行システムだけの増分イメー
ジ・コピーをとるように要求を変更してください。
DSNU406I

FULL IMAGE COPY SHOULD BE
TAKEN FOR BOTH LOCAL SITE AND
RECOVERY SITE FOR obj-type
obj-qual.obj-name

説明: 要求された全イメージは一方のシステムに対する
ものだけですが、これまでのヒストリーによると、ロー
カル側とリカバリー側の両方についてイメージ・コピー
がとられており、表スペースはコピー保留状態にある
か、あるいはその表スペースに対して、ポイント指定リ
カバリーが行われたことが示されています。 次の状況
に注意してください。
1. 要求されたコピーが、現行システムに対するもので
ある場合、他方のシステムは、ポイント指定リカバ
リーしか行うことができない。
2. 要求されたコピーが現行システム以外のシステムに
対するものである場合には、 TABLESPACE は、
COPY が行われる前と同じ状態になる。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: COPY、LOAD、または REORG ユー
ティリティーは、イメージ・コピーの処理を継続しま
す。
ユーザーの処置: 両方のシステムで正しいリカバリーが
必ず行われるようにするために、LOCAL 側と
RECOVERY 側の両方について、TABLESPACE の全イ
メージ・コピーを別にもう 1 つとるか、または
DSNZPARM を調べて現行システムがイメージ・コピー
のとられているシステムであることを確認してくださ
い。

DSNU407I

csect-name - DATA SET ALREADY
USED FOR PREVIOUS IMAGE COPY

説明: COPY、LOAD、または REORG ユーティリティ
ーは、すでに SYSCOPY に記録されているデータ・セ
ットのコピーにイメージ・コピーをとるために呼び出さ
れました。 指定されたデータ・セットがカタログされ
ている場合には、同じ DSNAME が存在しています。
指定されたデータ・セットがカタログされていない場合
には、同じ DSNAME、 DSVOLSER、および
FILESEQNO が存在しています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このユーティリティーは戻りコード 8
で終了し、イメージ・コピーもとられず、 SYSCOPY
表の更新も行われません。
ユーザーの処置: データ・セットの名前を変更するか、
あるいは MODIFY ユーティリティーを用いて、重複す
るデータ・セットを含む古い SYSCOPY レコードを削
除するかしてください。
DSNU408I

csect-name - dsn EXISTS WITH
-VOLUME=vol, FILE
SEQUENCE-NUMBER=fseq,
RBA=rba|lrsn, DATE=date, TIME=time

説明: このメッセージは、メッセージ DSNU403I の後
で出される場合は、表スペースの直前に作成されたイメ
ージ・コピーについて、SYSCOPY カタログ表から出さ
れる情報を提供します。 このメッセージが、メッセー
ジ DSNU407I の後で出される場合には、イメージ・コ
ピーの処理中に検出された重複データ・セットについ
て、 SYSCOPY 表から出される情報を提供します。
DASD または MSS へのコピーの場合、fseq は 0 で
す。また、カタログ式データ・セットのコピーの場合、
vol は (CATG) になります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このユーティリティーは戻りコード 8
で終了し、イメージ・コピーもとらず、SYSCOPY 表の
更新も行われません。
ユーザーの処置: 提供された情報をもとに、データ・セ
ットの名前を変更するか、あるいは重複する SYSCOPY
レコードを突き止め、 MODIFY RECOVERY ユーティ
リティーを用いてそれを削除するかしてください。
DSNU409I

csect-name NO hardware-or-software
SUPPORT FOR obj-type
obj-qual.obj-name

説明: このメッセージは、以下に掲げる理由の 1 つに
より COPY ユーティリティーまたは RECOVER ユーテ
第 18 章 DB2 メッセージ

605

DSNU410I
ィリティーによって出されます。
v CONCURRENT オプションが指定された DFSMSdss
DUMP コマンドに関するハードウェア・サポートも
ソフトウェア・サポートもない装置上にある表スペー
スまたは索引スペースの DFSMS 並行コピーをとる
ために、 COPY ユーティリティーが 呼び出された。

ピー・データ・セットは不要でした。 これは、 DB2
カタログ表 SYSIBM.SYSCOPY 内でトレースされてい
ません。 後続の再呼び出しのために、このデータ・セ
ットを保管する必要はありません。
DSNU411I

v RECOVER ユーティリティーが、サポートするソフト
ウェアなしで、 DFSMSdss RESTORE コマンドを呼
び出した。
重大度:
合)

4 (RECOVER の場合) または 8 (COPY の場

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは、直
前のイメージ・コピー・データ・セットにフォールバッ
クして、実行を継続します。 COPY ユーティリティ
ー・ジョブは終了します。

csect-name UNABLE TO LOGICALLY
COMPLETE obj-type obj-qual.obj-name
RETURN CODE return-code REASON
CODE reason-code

説明: CONCURRENT オプション付きの DFSMSdss
DUMP コマンドで、ターゲット・オブジェクトの初期
設定のコピー中にエラーが出ました。 戻りコードと理
由コードは、DFSMSdss DUMP コマンドからのもので
す。
重大度:

8

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
す。

ユーザーの処置: オブジェクトのリストが COPY ジョ
ブに指定されている場合、ハードウェアまたはソフトウ
ェア・サポートを受けないオブジェクトはそのリストか
ら除去してください。 ジョブを実行依頼し直すか、も
しくは DFSMS 並行コピー・ユーティリティーの代わり
に DB2 COPY ユーティリティーを使用してください。

ユーザーの処置: 問題の判別には、「DFSMS/MVS
DFSMSDSS 記憶管理解説書」に記載されている戻りコ
ードと理由コードを参照してください。問題解決後に、
ジョブを実行依頼し直してください。

DSNU410I

DSNU412I

csect-name obj-type obj-qual.obj-name
CONTAINED NO CHANGED PAGES

説明: 変更されたページだけをコピーする増分イメー
ジ・コピー (COPY オプション FULL(NO)) が要求され
ました。 しかし、変更されたページが見つかりませ
ん。
重大度:

4 (警告)

このメッセージは、警告条件を反映していますが、以後
の処理の妨げとはなりません。
システムの処置: このメッセージは、イメージ・コピ
ー・ユーティリティーが正常に完了したことを示してい
ます。 このユーティリティー・ジョブ・ステップ内に
次のユーティリティー・ステートメントがあれば、その
処理が続行されます。 それ以上ユーティリティー・ス
テートメントがなければ、ユーティリティー・ジョブ・
ステップは正常に終了し、リソースは解放されて以前の
使用可能状態に戻されます。 このユーティリティー・
ジョブ・ステップの UTILID は、再利用できるようにな
ります。
出力が生成されていないので、SYSIBM.SYSCOPY カタ
ログ表は変更されません。
要求側で変更が行われたという想定が正しくなかった理
由を判別することができます。
オペレーターの応答: COPY COPYDDN オプションで
指定された DD ステートメントが示すターゲット・コ
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csect-name UNABLE TO PHYSICALLY
COMPLETE obj-type obj-qual.obj-name
RETURN CODE return-code

説明: CONCURRENT オプション付きの DFSMSdss
DUMP コマンドで、バックアップ処理中にエラーが起
きました。 戻りコードは、DFSMSdss DUMP コマンド
からのものです。
重大度: 8
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
す。
ユーザーの処置: 問題の判別には、「DFSMS/MVS
DFSMSDSS 記憶管理解説書」の戻りコードの説明を参
照してください。問題解決後にジョブを実行依頼し直す
か、または障害が起きたオブジェクトについて DFSMS
並行コピー・ユーティリティーの代わりに DB2 コピ
ー・ユーティリティーを使用してください。
DSNU413I

csect-name - CONCURRENT COPY
SUCCESSFUL FOR obj-type
obj-qual.obj-name

説明: 指定されたオブジェクトについて DFSMS 並行
コピー・ユーティリティーが正常に完了しました。オブ
ジェクトがリストにコピーされる度に、メッセージが繰
り返されます。
重大度:

0 (通知)

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU414I
システムの処置: リストの次のオブジェクトへと処理が
続行されます。 オブジェクトがもうない場合は、ユー
ティリティーがメッセージ DSNU401I を表示して正常
に終了します。
ユーザーの処置:
DSNU414I

処置は不要です。

csect-name UNABLE TO RETRIEVE
RESTART/REDO LRSN obj-type
obj-qual.obj-name

説明: このメッセージは、ログ・レコード・シーケンス
番号 (LRSN) の検索中にエラーが起きたときに、DB2
COPY ユーティリティーによって出されます。
このエラーは、以下の状態のときに起きる可能性があり
ます。
v データ共用グループ内の別の DB2 が、表スペースま
たは索引スペースの更新の試行中に異常終了した。
v データ共用グループ内の他の DB2 との通信を試行中
に障害が起きた。
重大度:

csect-name THE OUTPUT IMAGE COPY
DATA SET CANNOT BE
PARTITIONED. DDNAME ddname

説明: 区画に分割されたイメージ・コピー・データ・セ
ットの使用は制限されています。 実行依頼された
COPY、 MERGECOPY、 LOAD、または REORG ユー
ティリティー・ジョブには、 COPYDDN DD 名または
RECOVERYDDN DD 名パラメーターで指定された、区
画に分割された出力イメージ・コピー・データ・セット
があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー処理は終了します。
イメージ・コピーまたはイメージ・コピーのマージは行
われず、また SYSIBM.SYSCOPY 表の更新も行われま
せん。
ユーザーの処置: ユーティリティー・ジョブを訂正し、
出力イメージ・コピー・データ・セットとして非区分デ
ータ・セットを指定するようにしてください。

8

システムの処置:
す。

ユーティリティー・ジョブは終了しま

ユーザーの処置: USE オプション付きの -DISPLAY
DATABASE コマンドを使用して、他の DB2 システム
が表スペースまたは索引スペースに保持されたロック
(状況 = RSTRT) を持っているか判別してください。そ
のようなロックをもっている場合は、DB2 システムを
再始動させて、 COPY ジョブが正常に実行できるよう
にします。
DSNU415I

csect-name INVALID OUTPUT BLOCK
SIZE SPECIFIED DDNAME ddname

説明: イメージ・コピーまたは組み合わせコピー・デー
タ・セットのための有効なブロック・サイズは、4KB
の倍数で、装置の限界より小さな値です。
重大度:

DSNU416I

8 (エラー)

システムの処置:

ユーティリティー処理は終了します。

ユーザーの処置: JCL ステートメントを訂正するか、
あるいは、デフォルト値を用いてください。 この要求
を新しいユーティリティー・ジョブ・ステップで再実行
依頼してください。 イメージ・コピーおよび作業デー
タ・セットの制約事項については、 DB2 ユーティリテ
ィー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

DSNU417I

csect-name THE NUMBER OF
VOLUMES USED BY THE IMAGE
COPY DATA SET data-set-name HAS
REACHED THE LIMIT

説明: このイメージ・コピー・データ・セットには、す
でに 255 ボリュームが割り振られていますが、さらに
別のボリュームが必要です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
す。
ユーザーの処置: COPY ユーティリティーの DSNUM
オプションを使用して、コピーする表スペース内の区画
またはデータ・セットを識別したり、あるいはコピーが
LOAD または REORG から作成されている場合にロー
ドまたは再編成する区画の番号を指定したりする場合が
あります。 COPY ユーティリティーと DSNUM オプシ
ョンの説明、および LOAD ユーティリティー、
REORG ユーティリティー、PART オプションの説明に
ついては、 DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説
書 を参照してください。
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DSNU418I
DSNU418I

csect-name CANNOT TAKE IMAGE
COPY AT DATASET LEVEL FOR
NONPARTITIONED TABLESPACE
obj-qual.obj-name IN COPY PENDING
STATUS

説明: データ・セット・レベルでのイメージ・コピーが
要求されました。 しかし、以下のいずれかの理由によ
りそれができません。

DSNU422I

csect-name END OF DFSMS
MESSAGES FOR obj-type
obj-qualifier.obj-name

説明: このメッセージは DFSMS メッセージの終わり
を指し、DSNU421I はその始めを指します。

v 表スペースがコピー保留の状態にある。

システムの処置: アクションは不要ですが、先行の
DFSMS メッセージがアクションを要求する可能性があ
ります。 DFSMS メッセージ解説書を参照してくださ
い。

v 表スペースがデータ・セット・レベルでのイメージ・
コピーに適さない。

DSNU423I

表スペース全体のコピーが必要です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: COPY ユーティリティーは正常に完
了せず、戻りコード 8 が出されます。

csect name CANNOT TAKE
CONCURRENT COPY WITH
SHRLEVEL CHANGE OPTION FOR
obj-type obj-qual.obj-name WITH
GREATER THAN 4KB PAGE SIZE

システム・プログラマーの応答: COPY ユーティリテ
ィーの DSNUM ALL オプションを指定して表スペース
全体の全イメージ・コピーをとる必要があります。

説明: DFSMS 並行コピー・ユーティリティーはエクス
テント・レベルで逐次化されます。 4KB より大きいペ
ージ・サイズは、1 エクステントより大きくなります。
このことは、出力データ・セットが矛盾したデータを含
む原因になるかもしれません。

DSNU420I

重大度: 8 (エラー)

csect-name INCORRECT SHARE LEVEL
SPECIFIED FOR TABLE SPACE
database-name.tablespace-name DSNUM
dsnum

説明: 回復可能でない表スペースをコピーするときは、
共用レベル (SHRLEVEL) を REFERENCE にしなけれ
ばなりません。
オブジェクトが表スペース全体である場合、'DSNUM
dsnum' は表示されません。
重大度:

システム・プログラマーの応答: 並行コピーを
SHRLEVEL REFERENCE オプションでとるか、または
SHRLEVEL CHANGE オプションを優先したい場合は
DB2 イメージ・コピーをとる必要があります。
DSNU424I

8 (エラー)

システムの処置:

ユーティリティー処理は終了します。

ユーザーの処置: SHRLEVEL を REFERENCE に訂正
し、この COPY ユーティリティーを新しいユーティリ
ティー・ジョブ・ステップで再実行依頼してください。
COPY ユーティリティーの制約事項については、DB2
ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してく
ださい。
DSNU421I

csect-name START OF DFSMS
MESSAGES FOR obj-type
obj-qualifier.obj-name

説明: このメッセージは DFSMS メッセージの始めを
指し、DSNU422I はその終わりを指します。
システムの処置: アクションは不要ですが、後続の
DFSMS メッセージはアクションを要求する可能性があ
ります。 DFSMS メッセージ解説書を参照してくださ
い。
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システムの処置: COPY ユーティリティーは正常に完
了せず、戻りコード 8 が出されます。

csect-name INCOMPATIBLE
MAINTENANCE DETECTED.
REFERENCE APAR NUMBER apar DO
THE FOLLOWING:

説明: このメッセージは、再開で保守に互換性がないこ
とが検出されたことを示します。 このメッセージの後
には、非互換性を解決するためにユーザーがとらなけれ
ばならない処置が示されます。
apar

APAR の番号。APAR の最後のテキストに、不
適合の内容が説明されています。

システムの処置: ユーティリティーの実行が異常終了し
ます。
ユーザーの処置: メッセージに示されている処置の説明
を参照してください。
システム・プログラマーの応答:
ストを参照してください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

APAR の最後のテキ

DSNU425I
DSNU425I

は、COPY または RECOVER がリストのオブジェクト
を並列処理できることを示します。使用されるオブジェ
クトの数は nnnn によって示されます。

csect-name obj-type obj-qual.obj-name
DOES NOT HAVE THE COPY YES
ATTRIBUTE

重大度:

説明: 示されている索引は COPY YES 属性を指定し
て定義されていないため、このユーティリティーで処理
できません。 COPY YES 属性なしの場合、その索引を
RECOVER、COPY、あるいは REPORT ユーティリティ
ーのターゲットとして指定することはできません。 索
引を表スペース内のデータを使って再作成する必要があ
る場合は、代わりに REBUILD INDEX ユーティリティ
ーを使用してください。
重大度:

システムの処置: ユーティリティーの処理は続行しま
す。
ユーザーの処置: 処理されたオブジェクト数が予想した
数と矛盾していないか確かめてください。
DSNU428I

4 (警告) または 8 (エラー)

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは、戻
りコード 8 で処理を終了します。 COPY ユーティリテ
ィーは、このオブジェクトをスキップしますが、リスト
にあるほかのオブジェクトの処理は継続します。 COPY
ユーティリティーの最後の戻りコードは 8 です。
REPORT ユーティリティーは、戻りコード 4 でこのメ
ッセージを出し、ほかにオブジェクトがあれば処理を続
けます。
ユーザーの処置: COPY YES 属性を持たせるために索
引を変更する必要があるかどうかを判断してください。
もし、必要なら、索引を変更してユーティリティー・ジ
ョブを再実行してください。 必要ない場合は、ユーテ
ィリティー・ステートメントから索引を取り除いてくだ
さい。
DSNU426I

csect-name CANNOT COPY ONE PIECE
OF NON-PARTITIONING obj-type
obj-qual.obj-name

説明: データ・セット・レベルでの非分割化索引のコピ
ーは、許可されていません。
重大度:

0 (通知)

8 (エラー)

システムの処置: COPY ユーティリティーは、このオ
ブジェクトをスキップしますが、リストにあるほかのオ
ブジェクトの処理は継続します。 COPY ユーティリテ
ィーの最後の戻りコードは 8 です。
ユーザーの処置: DSNUM オプションを除去して、デ
フォルトの DSNUM(ALL) が使われるようにするか、
DSNUM オプションを DSNUM(ALL) に変更してくださ
い。
DSNU427I

csect-name OBJECTS WILL BE
PROCESSED IN PARALLEL, NUMBER
OF OBJECTS = nnnn

説明: このメッセージは、COPY または RECOVER ユ
ーティリティーによって出されます。このメッセージ

csect-name DB2 IMAGE COPY
SUCCESSFUL FOR obj-type
obj-qual.obj-name

説明: COPY、LOAD、または REORG ユーティリティ
ーによって処理されたオブジェクトのイメージ・コピー
は、正常に終了し、イメージ・コピーのデータ・セット
情報は SYSIBM.SYSCOPY カタログ表に記録されまし
た。
システムの処置: COPY ユーティリティーはリストの
次のオブジェクト上でその処理を継続します。 LOAD
および REORG ユーティリティーは、その後のフェー
ズで処理を継続します。

| DSNU429I
|
|
|

csect-name RECOVERY OF objecttype
database-name.tablespace-name MUST BE
EXECUTED AT THE PARTITION
LEVEL

|
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: 区画に分割されたオブジェクトは、区画レベルで
リカバリーする必要があります。 CONCURRENT オプ
ションを指定した COPY を使用すると、このメッセー
ジを受け取る場合があります。 FASTSWITCH YES オ
プションを指定したオンライン REORG (SHRLEVEL
REFERENCE または CHANGE) の使用により、このオ
ブジェクトの区画の基礎 LDS に、’I0001’ と ’J0001’
インスタンス・ノード (第 5 修飾子) が混合されて作成
されました。

|

重大度:

|
|

システムの処置:
す。

0 (通知)

| DSNU440I
|

ユーティリティーの処理は継続されま

csect-name IMAGE COPY
INFORMATION

説明: このメッセージは、COPY ユーティリティーの
実行結果に関する統計情報を示します。 このメッセー
ジは表スペース、区画、またはデータ・セットに適用さ
れ、ユーティリティーが実行された時点でのスペース・
ページ・マップ内の情報に基づいています。 出力に
は、次の情報が含まれています。
第 18 章 DB2 メッセージ
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DSNU441I
全イメージ・コピーが推奨されます。
このコピーを行わないと、
REPORTONLY オプションが指定され
ていない場合に COPY が全イメー
ジ・コピーを行います。

DBNAME
表スペースが属するデータベースの名前。
TSNAME
ユーティリティー・ステートメントで指定され
た表スペース。
DSNUM

NONE

ページが全く変更されなかった場合。
イメージ・コピーは推奨されません。
COPY はイメージ・コピーを行いませ
ん。

blank

区画またはデータ・セットにおいて、
DSNUM ALL が指定されている場
合、または CONCURRENT が指定さ
れており、変更されたページの割合が
CHANGELIMIT 値より小さい場合。

表スペースの区画またはデータ・セットの番
号。 情報が表スペース全体に関するものであ
る場合は、この値は ALL になります。
4KB または 32KB PAGES
区画、データ・セット、または表スペース全体
における 4 KB または 32 KB のページの総
数。 この値には、すべてのゼロを含むプリフ
ォーマット設定済みのページも含まれます。
EMPTY PAGES
セグメント化表スペースのデータ・セットまた
はセグメント化表スペース全体の中にある空の
ページの総数。 削除を行うと空のページが生
じたり、まだフォーマット設定されていないペ
ージになったりします。 空のページがユーテ
ィリティーによってコピーされることはありま
せん。
CHANGED
区画、データ・セット、または表スペースにお
いて、イメージ・コピーの最後の作成以降に変
更されたページの数。 増分イメージ・コピー
をとる場合は、この値はコピーするページの数
です。
PERCENT CHANGED
指定された表スペース、データ・セット、また
は区画の変更されたページの割合 (パーセン
ト)。

重大度:

0 (通知)

システムの処置:
す。

ユーティリティーの処理が継続されま

ユーザーの処置: 表スペース、区画、またはデータ・セ
ットに対して 『INFORMATION CANNOT BE
DETERMINED』 というメッセージが示された場合は、
ユーティリティーの出力を検査して、破壊されたページ
の番号をリストしている DSNU441I のメッセージを調
べてください。 ページの修正に関する詳細な手順につ
いては、メッセージ DSNU441I を参照してください。
DSNU441I

csect-name BROKEN PAGE FOUND
DBNAME = dbname TSNAME =
tsname DSNUM = dsnum PAGE =
page

説明: COPY ユーティリティーが破壊されたスペー
ス・マップ・ページを検出しました。
dbname

ICTYPE
指定された区画、データ・セット、または表ス
ペースに推奨されるイメージ・コピーのタイ
プ。 ICTYPE の値は、変更されたページの割
合と変更限界値を比較して決定されます。
ICTYPE の値は以下のとおりです。
I

F
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変更されたページの割合が
CHANGELIMIT の下限値以上であ
り、 CHANGELIMIT の上限値より小
さい場合。 増分イメージ・コピーが
推奨されます。このコピーを行わない
と、REPORTONLY オプションが指定
されていない場合に、 COPY が増分
イメージ・コピーを行います。
変更されたページの割合が
CHANGELIMIT 上限値以上の場合。

表スペースが属するデータベースの名前。
tsname
破壊されたページを含む表スペース。
dsnum 破壊されたページを含む表スペースの区画また
はデータ・セットの番号。
page
重大度:

破壊されたページの 16 進数のページ番号。
8 (エラー)

システムの処置:
す。

ユーティリティーの実行が継続されま

ユーザーの処置: 示されたデータ・セットは、特定でき
ない状態です。 RECOVER、RECOVER PAGE、または
REPAIR ユーティリティーを使用して、破壊されたペー
ジを訂正してください。 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU442I
DSNU442I

csect-name CHANGELIMIT REPORT
INFORMATION UNAVAILABLE FOR
obj-type obj-qual.obj-name WITH
TRACKMOD NO

説明: このメッセージは、COPY ユーティリティーに
応答して出されます。 TRACKMOD NO を指定して定
義された表スペースまたは区画について、あるいは、
TRACKMOD 属性が NO から YES に変更された後で
コピーがとられる前は、 CHANGELIMIT オプションで
は統計情報は出ません。
重大度:

4 (通知)

システムの処置: REPORTONLY が指定されない場合
は、全イメージ・コピーがとられます。
ユーザーの処置: 完全な統計情報を得るには、コピーを
とった後 CHANGELIMIT REPORTONLY を実行してく
ださい。

ィリティー・メッセージを調べて、イメージ・コピーま
たは他のステップが実行される程度まで変更されている
かどうかを判別してください。
DSNU445I

説明: COPY ユーティリティーが、表スペース内の変
更されたページの割合が変更限界値に一致しているかど
うか、および、イメージ・コピーが行われるかどうかを
示しています。 ictype 値は以下のとおりです。
NO

csect-name type CHANGE LIMIT MET
FOR obj-type obj-qual.obj-name

説明: COPY ユーティリティーが、指定された表スペ
ース、区画、またはデータ・セット内の変更されたペー
ジの割合が CHANGELIMIT 値と一致しているかどうか
を示しています。type の値は以下のとおりです。
NO

一致する CHANGELIMIT 値がない場合。

INCREMENTAL
変更されたページの割合が CHANGELIMIT の
下限値より大きく、 CHANGELIMIT の上限値
より小さい場合。
FULL
重大度:

変更されたページの割合が CHANGELIMIT の
上限値以上である場合。
戻りコードは以下のとおりです。

一致する CHANGELIMIT 値がない場合。

INCREMENTAL
変更されたページの割合が CHANGELIMIT の
下限値より大きく、 CHANGELIMIT の上限値
より小さい場合。
FULL

DSNU443I

csect-name ictype IMAGE COPY WILL
BE TAKEN FOR obj-type
obj-qual.obj-name

重大度:

変更されたページの割合が CHANGELIMIT の
上限値以上である場合。
0 (通知)

システムの処置: ユーティリティーの処理は継続されま
す。変更限界値が一致する場合はイメージ・コピーが行
われます。 CHANGELIMIT の下限値が一致する場合は
増分コピーが行われます。 CHANGELIMIT の上限値が
一致する場合は全イメージ・コピーが行われます。
DSNU446I

csect-name - CHANGELIMIT REPORT
INFORMATION UNAVAILABLE FOR
obj-type obj-qual.obj-name, A FULL
IMAGE COPY MUST BE TAKEN

説明: changelimit データ・セットの統計情報が要求さ
れましたが、使用不能です。 全イメージ・コピーが必
要です。 以下の理由が考えられます。

一致する CHANGELIMIT 値がない場合。

v 要求が、DB2 で維持されている次の表スペースの 1
つに対して出された。 DSNDB01.DBD01、
DSNDB06.SYSCOPY、 DSNDB01.SYSUTILX。

変更されたページの割合が CHANGELIMIT の
下限値より大きく、 CHANGELIMIT の上限値
より小さい場合。

v LOAD または REORG ユーティリティーが、後続の
全イメージ・コピーなしで表スペースまたはデータ・
セットで実行された。

1 (通知)

2 (通知)

3 (通知)
変更されたページの割合が CHANGELIMIT の
上限値以上である場合。
システムの処置:
す。

ユーティリティーの処理は継続されま

ユーザーの処置: REPORTONLY オプションが指定さ
れており、他のジョブ・ステップの条件付き実行にこの
ジョブ・ステップの結果が使用されない場合は、この表
スペース、区画、またはデータ・セットに対するユーテ

v 全イメージ・コピーは、要求されたシステムについて
は見つからなかった。
v 要求された表スペースまたはデータ・セットについて
コピー保留が設定されていた。
v 要求は表スペース全部にわたるが、表スペース用の最
新のイメージ・コピーはデータ・セット・レベルにあ
った。
v 直前のイメージ・コピーは DFSMS 並行コピーであ
る。
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DSNU454I
統計情報の報告書は生成されません。 REPORTONLY
が指定されていない場合は全イメージ・コピーが行われ
ます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: REPORTONLY を指定せずに
CHANGELIMIT を要求すると、全イメージ・コピーを
行う要求として扱われます。 REPORTONLY を指定し
て CHANGELIMIT を要求すると、報告書は生成されま
せん。
ユーザーの処置: REPORTONLY が指定された場合
は、全イメージ・コピーを行うジョブを実行依頼してく
ださい。
DSNU454I

csect-name COPY MERGE
COMPLETE.NUMBER OF COPIES =
iiiii, NUMBER OF COPIES MERGED =
cccccc, TOTAL NUMBER OF PAGES
MERGED = ttttt, ELAPSED TIME =
hh/mm/ss

説明: このメッセージは、MERGECOPY ユーティリテ
ィーが正常に完了したことを示しています。 変数は次
のとおりです。
iiiii

見つかったコピーの数。

cccccc 組み合わされたイメージ・コピーの数。 作業
データ・セットが MERGECOPY WORKDDN
オプションによって指定されなかった場合は、
組み合わされた数が、見つかった数より少なく
なることがあります。
ttttt

組み合わされたページの合計数。

組み合わされた増分コピーは、MERGECOPY
NEWCOPY オプションに応じて、単一の新しい増分イ
メージ・コピーまたは新しい全イメージ・コピーのいず
れかに統合されています。 DB2 カタログ表
SYSIBM.SYSCOPY は、結果を反映するために更新され
ます。
このメッセージは、前のデータ・セット項目が削除され
たこと、したがって、バックアップ・データ・セット・
リソースが解放されたことを意味することがあります。
重大度:

0/4 (通知 / 警告)

システムの処置: このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップ内に次のユーティリティー・ステートメントがあれ
ば、その処理が続行されます。 それ以上ユーティリテ
ィー・ステートメントがなければ、ユーティリティー・
ジョブ・ステップは正常に終了し、リソースは解放され
て以前の使用可能状態に戻されます。 このユーティリ
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ティー・ジョブ・ステップの UTILID は、再利用できる
ようになります。
ユーザーの処置: 報告された統計を検討し、増分イメー
ジ・コピーのパフォーマンスの効率を評価することがで
きます。 SYSIBM.SYSCOPY カタログ表を調べ、DB2
リカバリーの影響を受ける増分イメージ・コピーおよび
全イメージ・コピーを見直すことができます。
COPYDDN オプションの DD ステートメントが示す全
イメージ・コピー・データ・セットまたは増分イメー
ジ・コピー・データ・セットは、 SYSIBM.SYSCOPY
に記録されます。 DB2 は、このイメージ・コピー・デ
ータ・セットが、その後のリカバリーに使用可能になっ
たと想定します。 このデータ・セットがリカバリーに
使用できるかどうかを確認してください。
DSNU458I

csect-name NO IMAGE COPIES TO
MERGE

説明: このメッセージは、MERGECOPY 要求に応答し
て出されます。 この MERGECOPY ユーティリティー
は、既存の増分イメージ・コピーを組み合わせるために
呼び出されました。 しかし、DB2 カタログ表
SYSIBM.SYSCOPY を検査したところ、増分イメージ・
コピーが見つかりません。
重大度: 4 (警告)
重大度 4 の条件は、処理が定義通りに行われなかった
ことを呼び出し側に警告するために出されます。ただ
し、処理は続行されます。今後の処理を無効にするよう
なことは起こっていません。
システムの処置: このメッセージは、MERGECOPY ユ
ーティリティーが完了したことを示しています。 この
ユーティリティー・ジョブ・ステップ内に次のユーティ
リティー・ステートメントがあれば、その処理が続行さ
れます。 それ以上ユーティリティー・ステートメント
がなければ、ユーティリティー・ジョブ・ステップは正
常に終了し、保持されていたリソースは REFERENCE
処理に使用できるようになります。このユーティリティ
ー・ジョブ・ステップの UTILID は、再利用できるよう
になります。
要求側で、増分コピーが存在するという想定が正しくな
かった理由を判別することができます。
オペレーターの応答: COPY COPYDDN オプションで
指定された DD ステートメントが示すターゲット・コ
ピー・データ・セットは、不要でした。 これは、DB2
カタログ表 SYSIBM.SYSCOPY 内でトレースされてい
ません。 後続の再呼び出しのために、このデータ・セ
ットを保管する必要はありません。
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DSNU459I
DSNU459I

SYSCOPY P RECORD
ENCOUNTERED FOR obj-type
obj-qual.obj-name, PIT RBA = xxxxxx

説明: ユーティリティーにより、特定の RBA または
LRSN で SYSCOPY レコードを使用する必要のある
SYSCOPY P レコードが検出されました。 ユーティリ
ティーは、この SYSCOPY P レコードに従って、
SYSCOPY レコードを正しく調査します。
重大度:

0 (通知)

ユーザーの処置: SYSCOPY レコードの調査方法の詳細
については、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390
版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を
参照してください。
DSNU460I

csect-name IMAGE COPIES
INCONSISTENT.MERGECOPY
REQUEST REJECTED

説明: 表スペース全体の MERGECOPY が要求されま
した。 しかし、関連する表スペースの最新のイメー
ジ・コピーは、データ・セット・レベルでのものです。
またこのメッセージは、関連する表スペースが区画に分
割されていた場合、その区画の一部または全部が、
MERGECOPY 開始点以降にロギングされないで、再編
成またはロードされていたことを示す可能性がありま
す。 MERGECOPY 開始点は、その表スペース全体の最
新の全イメージ・コピーです。
重大度:

4 (警告)

重大度 4 の条件は、処理が定義通りに行われなかった
ことをユーザーに警告するために出されます。 ただ
し、処理は続行されます。今後の処理を無効にするよう
なことは起こっていません。
システムの処置: このメッセージは、MERGECOPY ユ
ーティリティーが完了したことを示しています。 この
ユーティリティー・ジョブ・ステップ内に次のユーティ
リティー・ステートメントがあれば、その処理が続行さ
れます。 それ以上ユーティリティー・ステートメント
がなければ、ユーティリティー・ジョブ・ステップは正
常に終了し、保持されていたリソースは REFERENCE
処理に使用できるようになります。このユーティリティ
ー・ジョブ・ステップの UTILID は、再利用できるよう
になります。
出力が作成されなかったので、SYSIBM.SYSCOPY カタ
ログ表は変更されません。
ユーザーの処置: 関連する表スペースの全イメージ・コ
ピーをとる必要があります。 ただし、データ・セッ
ト・レベルでリカバリーを行う場合には、MERGECOPY
が必要な各データ・セットごとに 'DSNUM(データ・セ

ット番号)' を指定して、 MERGECOPY ジョブを入力し
てください。
DSNU461I

csect-name PRIMARY FULL COPY
DATA SET NOT FOUND, BACKUP
WILL BE USED INSTEAD

説明: 1 次全イメージ・コピーが見つかりません。 代
わりに、バックアップ全イメージ・コピーが見つかった
ので、それがマージ処理に使用されます。
重大度: 0 (通知)
ユーザーの処置: MERGECOPY ユーティリティーがバ
ックアップ全イメージ・コピーを使用できる場合には、
ユーティリティーは処理を続けます。バックアップ全イ
メージ・コピーを使用できない場合には、ユーティリテ
ィーは終了します。
DSNU462I

csect-name MERGECOPY DISALLOWED
FOR REQUESTED TABLE SPACE

説明: 表スペース DSNDB01.DB01、
DSNDB01.SYSUTIL、または DSNDB06.SYSCOPY に関
して、 MERGECOPY が要求されました。 以下のいず
れかの理由から、MERGECOPY は許されません。
v DB2 で維持されているこれらの表では、全イメー
ジ・コピーしか許されていない。
v SYSIBM.SYSCOPY カタログ内に、全イメージ・コピ
ーのレコードがない。コピー情報が DB2 ログに入っ
ている。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: これ以降のユーティリティー処理は終
了します。
システム・プログラマーの応答: MERGECOPY ユーテ
ィリティーの制約事項の詳細については、 DB2 ユニバ
ーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理
ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。
DSNU463I

csect - THE xxxxxxx IMAGE COPY
DATA SET data-set-name WITH
DATE=dddddd AND TIME=tttttt, IS
PARTICIPATING IN MERGECOPY.

説明: これは、マージ処理に使用されるイメージ・コピ
ーを示す通知メッセージです。 変数の意味は、次のと
おりです。
xxxxxxxx
1 次イメージ・コピーかバックアップ・イメー
ジ・コピーかを示す、PRIMARY または
BACKUP。
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DSNU464I
data-set-name
イメージ・コピー・データ・セット名。
dddddd

ントから除去し、DSNDB01.SYSUTILX、その表および
索引に対して、別々にユーティリティーを実行してくだ
さい。

イメージ・コピーの日付。
tttttt
重大度:

イメージ・コピーの時刻。
0 (通知)

ユーザーの処置:
します。
DSNU464I

ユーティリティーは正常に処理を続行

THIS IS A sitetype; outputtype WITH
NEWCOPY NO IS NOT ALLOWED.

説明: 増分イメージ・コピーを作成する 'NEWCOPY
NO' オプションは、現行システムではサポートされてい
ません。 このエラーは、次のいずれかが原因で起こっ
た可能性があります。
v sitetype LOCALSITE で MERGECOPY ユーティリテ
ィーを実行したが、 'NEWCOPY NO' オプションを用
いて RECOVERYDDN を選択した。
v sitetype RECOVERYSITE で MERGECOPY ユーティ
リティーを実行したが、 'NEWCOPY NO' オプション
を用いて COPYDDN を選択した。
重大度:

DSNU471I

8 (エラー)

システムの処置:

説明: 表スペースに対してユーティリティーの実行が試
みられました。 その表スペースがコピー保留の状態に
あったか、または DSNDB06.SYSCOPY がコピー保留の
状態にあったかのいずれかです。
重大度:

システムの処置: ユーティリティー処理は終了します。
ユーザーの処置: その表スペースをコピー保留状態から
外して、ジョブを再実行依頼してください。
問題判別: データベース・リカバリー機能については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
DSNU472I

TABLESPACE DSNDB01.SYSUTILX,
ITS TABLES AND INDEXES CANNOT
BE INCLUDED IN A LIST OF
OBJECTS.

説明: このメッセージは、制御ステートメントにオブジ
ェクトのリストが入っている場合、あるいは制御ステー
トメントが SYSUTILX 関連オブジェクト
(TABLESPACE DSNDB01.SYSUTILX、 INDEXSPACE
DSNDB01.DSNLUX01、 INDEXSPACE
DSNDB01.DSNLUX02、 TABLE SYSADM.SYSUTIL、
TABLE SYSADM.SYSUTILX、 INDEX
SYSADM.DSNLUX01 または INDEX
SYSADM.DSNLUX02) のどれかを含む LISTDEF を参照
した場合に、実行ユーティリティーによって出されま
す。
重大度:

ユーザーの処置: 無効なオブジェクトを制御ステートメ
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4 (警告)

システムの処置: QUIESCE はまだ続行されますが、表
スペースのイメージ・コピーを作ることはできません。
この表スペース内のすべての索引の処理が行われ、表ス
ペース・リスト内に以下の表スペースがあれば、引き続
きその処理が行われます。
ユーザーの処置: DISPLAY DATABASE を実行して、
例外状態があれば、そのどれが表スペースのイメージ・
コピーを妨げることになるのかを判別してください。
問題判別: データベース・リカバリー機能については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
DSNU473I

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
す。

csect-name - TABLESPACE
tablespace-name HAS WRITE ERROR
RANGE OR IS IN DEFERRED
RESTART.

説明: 表スペース 'tablespace-name' ページをメディア
に対して外部化しようとする試みが失敗しました。
重大度:

DSNU470I

8 (エラー)

このコマンドは実行されません。

ユーザーの処置: エラーを訂正し、ジョブを再実行依頼
してください。詳細については、DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

csect-name - COPY PENDING ON
TABLESPACE
databasename.tablespacename PROHIBITS
PROCESSING

csect-name - UNABLE TO
EXTERNALIZE TABLESPACE
tablespace-name PAGES

説明: TABLESPACE 'tablespace-name' ページをメディ
アに対して外部化しようとする試みが失敗しました。
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DSNU474I
重大度:

4 (警告)

DSNU477I

システムの処置: QUIESCE はまだ続行されますが、表
スペースのボリューム・ダンプを行うことはできませ
ん。
問題判別:
す。

この問題は入出力エラーの可能性がありま

DSNU474I

csect-name - QUIESCE AT RBA
rrrrrrrrrrrr AND AT LRSN xxxxxxxxxx

説明: このメッセージは静止時のログ RBA および
LRSN を表示します。この値は、リスト内のすべての静
止表スペースに対して固有であり、リスト内の静止表ス
ペースごとに、SYSCOPY カタログ表の項目の
START_RBA 列に記録されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU475I

処理は続行されます。

csect-name - QUIESCE UTILITY
COMPLETE, ELAPSED TIME=tttttt

説明: このメッセージは、QUIESCE ユーティリティー
の正常な完了を表しています。 QUIESCE ユーティリテ
ィーに要した所要時間は、'tttttt' で示されています。
重大度:

説明: このオブジェクトの QUIESCE が成功しまし
た。 オブジェクトが表スペースである場合は、その索
引のすべての静止が成功しました。また、このメッセー
ジは、静止表スペース上の COPY YES 属性を使った索
引に対して出されます。 このメッセージは、リスト内
のすべての静止表スペースに対して繰り返し出されま
す。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: メッセージ DSNU473 または
DSNU479 が以前に出されなかった場合には、表スペー
スの DB2 バッファー・プール内に保持されているすべ
てのデータおよび索引が、メディアに書き出されていま
す。 ICTYPE 'Q' の SYSCOPY レコードが、表スペー
スおよび COPY YES 属性のあるその索引の SYSCOPY
カタログ表に記録されています。 SYSCOPY レコード
の START-RBA 値は、ユーティリティーのこの呼び出
し中に静止したすべてのオブジェクトに対して同じで
す。この RBA/LRSN 値は、このメッセージの後のメッ
セージ DSNU474 で印刷されます。表スペース・リスト
内に次の表スペースがあれば、その処理が続行されま
す。

0 (通知)
DSNU478I

システムの処置: このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップ内に次のユーティリティー・ステートメントがあれ
ば、その処理が続行されます。 それ以上ユーティリテ
ィー・ステートメントがなければ、ユーティリティー・
ジョブ・ステップは正常に終了し、リソースは解放され
て前の使用可能状態に戻されます。 このユーティリテ
ィー・ジョブ・ステップの UTILID は、再利用できるよ
うになります。
DSNU476I

csect-name - INDEX index-name HAS
WRITE ERROR RANGE OR IS IN
DEFERRED RESTART

説明: 索引 'index-name' ページをメディアに対して外
部化しようとする試みが失敗しました。
重大度:

csect-name - QUIESCE SUCCESSFUL
FOR obj-type obj-qual.obj-name

4 (警告)

システムの処置: QUIESCE 処理が続行されます。
ユーザーの処置: DISPLAY DATABASE コマンドを出
して、例外状態を判別してください。

csect-name - INDEX index-name HAS
PENDING STATE

説明: 索引 'index-name' が PENDING 状態です。この
メッセージは、表スペース内の各 PENDING 状態の索
引に対して繰り返し出されます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: QUIESCE は処理を停止しますが、す
べての表スペースおよび索引の検査を続けて、
PENDING 状態の追加の表スペースまたは索引がないか
を調べます。 リスト内の表スペースについては、
SYSCOPY 表で更新が行われることはありません。
ユーザーの処置: DISPLAY DATABASE コマンドを出
して、指定された PENDING 状態に関して、 DBA 表
のユーティリティー状況バイトを調べてください。
問題判別: データベース・リカバリー機能については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。

問題判別: データベース・リカバリー機能については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
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DSNU479I
DSNU479I

csect-name - UNABLE TO
EXTERNALIZE INDEX index-name
PAGES

説明: 索引 'index-name' ページをメディアに対して外
部化しようとする試みが失敗しました。
重大度:

す。 この RBA 値は、このメッセージの後に出される
メッセージ DSNU474 で印刷されます。 表スペース・
リスト内に次の表スペースがあれば、その処理が続行さ
れます。
DSNU482I

4 (警告)

システムの処置: QUIESCE はまだ続行されますが、表
スペースのボリューム・ダンプを行うことはできませ
ん。
問題判別:
す。

この問題は入出力エラーの可能性がありま

説明: 索引 'index-name' の 'partition-number' ページを
メディアに対して外部化しようとする試みが失敗しまし
た。
重大度: 4 (警告)

DSNU480I

csect-name - UNABLE TO
EXTERNALIZE TABLESPACE
tablespace-name PARTITION
partition-number PAGES

説明: TABLESPACE 'tablespace-name' の PARTITION
'partition-number' ページを、メディアに対して外部化し
ようとする試みが失敗しました。
重大度:

システムの処置: QUIESCE はまだ続行されますが、表
スペースのボリューム・ダンプを行うことはできませ
ん。
問題判別: この問題は入出力エラーである可能性があり
ます。
DSNU483I

4 (警告)

システムの処置: QUIESCE はまだ続行されますが、表
スペースのボリューム・ダンプを行うことはできませ
ん。
問題判別:
ます。

この問題は入出力エラーである可能性があり

DSNU481I

csect-name - QUIESCE SUCCESSFUL
FOR obj-type obj-qual.obj-name
PARTITION partition

説明: このオブジェクトの PARTITION
'partition-number' の QUIESCE が成功しました。 オブ
ジェクトが表スペース区画である場合は、その索引のす
べての静止が成功しました。 また、このメッセージ
は、静止表スペース上の COPY YES 属性を使った索引
に対して出されます。 このメッセージは、リスト内の
各静止表スペースごとに、繰り返し出されます。
0 (通知)

システムの処置: メッセージ DSNU480 または
DSNU482 が以前に出されなかった場合には、表スペー
スの DB2 バッファー・プール内に保持されているすべ
てのデータおよび索引が、メディアに書き出されていま
す。 ICTYPE 'Q' の SYSCOPY レコードが、表スペー
スおよび COPY YES 属性のあるその各索引の
SYSCOPY カタログ表に記録されています。 SYSCOPY
レコードの START-RBA 値は、ユーティリティーのこ
の呼び出し中に静止したすべてのオブジェクトと同じで
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csect-name - TABLESPACE
tablespace-name PARTITION
partition-number HAS WRITE ERROR
RANGE OR IS IN DEFERRED
RESTART.

説明: 表スペース 'tablespace-name' の区画
'partition-number' ページをメディアに対して外部化しよ
うとする試みが失敗しました。
重大度:

重大度:

csect-name - UNABLE TO
EXTERNALIZE INDEX index-name
PARTITION partition-number PAGES

4 (警告)

システムの処置: QUIESCE は引き続き行われますが、
その表スペースまたは区画のイメージ・コピーを作成す
ることはできません。 この表スペース内の索引区画お
よびすべての非区分索引の処理が続行され、表スペー
ス・リスト内に次の表スペースがあれば、引き続き処理
が行われます。
ユーザーの処置: DISPLAY DATABASE を出して、例
外状態があれば、そのどれが表スペースまたは区画のイ
メージ・コピーを妨げるのかを判別してください。
問題判別: データベース・リカバリー機能については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
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DSNU484I
DSNU484I

csect-name - INDEX index-name
PARTITION partition-number HAS
WRITE ERROR RANGE OR IS IN
DEFERRED RESTART

説明: 索引 'index-name' ページ、区画 'partition-number'
ページをメディアに対して外部化しようとする試みが失
敗しました。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: このメッセージは、前の DSNI012 メ
ッセージで示されたページを除いて、 RECOVER ユー
ティリティーが正常に完了したことを示しています。
データ管理プログラム・サブコンポーネントは、このペ
ージに破壊のマークを付けました。 他のページはすべ
て、正常にリカバリーされています。 ログの適用は、
ページに関して DB2 ログが矛盾している個所で停止し
ています。

問題判別: データベース・リカバリー機能については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。

ユーザーの処置: エラーのログ・レコードで行われた変
更を適用するための REPAIR ユーティリティーを使用
方法については、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび
解説書 を参照してください。 現行の時点にリカバリー
しようとしていた場合は、次に、'PAGE (ページ番号)
CONTINUE' を指定して、RECOVER ジョブを再実行依
頼してください。 この結果、DB2 は DASD からのペ
ージを取り出し、欠陥のあるレコードの次から、ログ・
レコードの適用を始めるようになります。

DSNU500I

DSNU502I

システムの処置:

QUIESCE 処理が続行されます。

ユーザーの処置: DISPLAY DATABASE を出して、例
外状態を判別してください。

csect-name RECOVERY COMPLETE,
ELAPSED TIME = hh/mm/ss

説明: このメッセージは、RECOVER ユーティリティ
ーが正常に完了したときに出されます。 RECOVER ユ
ーティリティーの開始から完了までの所要時間は、 'hh'
時間 'mm' 分 'ss' 秒でした。
重大度:

0/4 (通知 / 警告)

システムの処置: このメッセージは、RECOVER ユー
ティリティーが正常に完了したことを示しています。
このユーティリティー・ジョブ・ステップ内に次のユー
ティリティー・ステートメントがあれば、その処理が続
行されます。 ステートメントがない場合、このユーテ
ィリティー・ジョブ・ステップが正常に終了すると、保
持されていたリソースは以降の処理に使用可能になりま
す。 このユーティリティー・ジョブ・ステップの
UTILID は、再利用できるようになります。
ユーザーの処置: リカバリーされたデータは、その後の
処理に使用できるようになります。
オペレーターの応答: リカバリーされたリソースは、そ
の後の処理に使用できるようになります。
DSNU501I

csect-name A PAGE HAS BEEN
STOPPED DURING RECOVERY.SEE
PREVIOUS DSNI012 MESSAGE

説明: このメッセージは、DB2 ログが矛盾しているた
めに、あるページに関してデータ管理プログラム・サブ
コンポーネントがすべてのログ・レコードを適用できな
いものの、それ以外は RECOVER ユーティリティーが
正常に完了した場合に出されます。
重大度:

csect-name PAGE page number WAS
NOT FOUND IN ANY IMAGE COPY
DATA SET

説明: 'RECOVER page' に指定されたページが、どのイ
メージ・コピー・データ・セットにも見つかりません。
これは単なる通知メッセージです。処理の終了を示すも
のではありません。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは処理
を続行します。最後のイメージ・コピーの作成後にその
ページが挿入されたと想定されます。そのページはリセ
ットされ、最後のイメージ・コピー・データ・セットに
関して、 SYSCOPY レコードに記録されたログ RBA
から始めて、リカバリーされます。
DSNU503I

csect-name PAGE page-number IS
WITHIN PHYSICAL ERROR RANGE

説明: 'RECOVER ページ' に指定されたページが、表
スペース区画、索引スペース区画、またはデータ・セッ
トの物理エラー範囲内に入っています。この場合、
'RECOVER ページ' は有効ではありえません。そのペー
ジが依然として物理エラー範囲に含まれていて、ユーザ
ーがアクセスできないためです。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: RECOVER ユーティリティーは、戻
りコード 8 で終了します。この表スペースに対して
は、いかなる変更も加えられません。
ユーザーの処置: 'エラー範囲'を指定して、RECOVER
ユーティリティーを入力し直してください。

4 (警告)
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DSNU504I
DSNU504I

説明: このメッセージは、MERGECOPY または
RECOVER ユーティリティーの MERGE 処理が完了し
たときに出されます。 このメッセージは、今回処理さ
れたイメージ・コピーの数 ('cc')、および組み合わされ
たページの合計数 ('nnnnnn') を示しています。同じペー
ジが、2 つ以上の増分イメージ・コピーからとられるこ
ともあります。 入力イメージ・コピー・データ・セッ
トの一部しか割り振ることができず、しかも一時作業デ
ータ・セットが指定されていた場合には、
MERGECOPY のたびに MERGE 処理が繰り返されま
す。
RECOVER ユーティリティーの場合は、関係する増分イ
メージ・コピーの有無にかかわらず、 MERGE が実行
されます。 この場合、コピーの数 ('cc') は 1 になりま
す。
MERGE の所要時間は、'hh/mm/ss' (時 / 分 / 秒)で表さ
れています。
システムの処置: MERGECOPY または RECOVER ユ
ーティリティーの処理は続行されます。このメッセージ
は、通知を目的としたものです。
ユーザーの処置: この統計は必要な処理を表していま
す。 MERGECOPY の場合、次回にはさらに多くの入力
イメージ・コピー・データ・セットを割り振るべきであ
ることを示すこともあります。 たとえば、2 つ以上の
MERGE パスがあった場合、このメッセージは 2 回以
上出されます。 MERGECOPY と RECOVER のいずれ
の場合にも、もっと頻繁に MERGECOPY を呼び出す必
要があることを示すこともあります。
DSNU505I

csect-name PAGE page-number IS
BEYOND END OF obj-type

説明: ページ番号が、表スペース、索引スペース、また
は現行のデータ・セットの終わりを超えていることが検
出されました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは、
ABEND 04E、理由コード 00E40100 で終了します。
RECOVER PAGE が指定されていた場合、ユーティリテ
ィーは戻りコード 8 で終了し、オブジェクトに対して
はいかなる変更も加えられません。
ユーザーの処置: RECOVER の際に使用されたイメー
ジ・コピー・データ・セットに、有効なページが含まれ
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ているかどうかを調べてください。 PAGE オプション
を指定して RECOVER を実行依頼している場合には、
正しいページを指定して、ユーティリティーを入力し直
してください。

csect-name MERGE STATISTICS FOR
obj-type obj-qual.obj-name - NUMBER OF
COPIES = cc, NUMBER OF PAGES
MERGED = nnnnnn, ELAPSED TIME =
hh/mm/ss

DSNU506I

csect-name OBJECT obj-qualifier.obj-name
DSNUM dsnum IS IN REORG PENDING
STATE

| 説明: このメッセージは、オブジェクトに REORP 状
| 態が設定されているときに、ユーティリティーが完了す
| ると出されます。
#
#
#
#
#
#

ユーティリティーが REORP 状態をセットすることがで
きるのは、表スペースに一致列を含む表が入っている場
合です。 RECOVER ユーティリティーは、また、区画
に分割された表スペース (その限界キーを変更した)
が、ある時点までリカバリーされたときにも、REORP
状態を設定することができます。

|

重大度:

0 (通知)

# システムの処置: ユーティリティー処理が続行されま
# す。
DSNU507I

csect-name NO USABLE BACKUP FOR
RECOVER

説明: RECOVER ユーティリティーで、バックアップ
が必要であるのに、見つからなかったことが判別されま
した。このユーティリティーは、次のいずれかの状況を
検出しました。
v 使用可能な最も古い全イメージ・コピー・データ・セ
ットの処理中にエラーが起こった。使用可能な全イメ
ージ・コピー・データ・セットは、これしかない可能
性があります。
v SYSCOPY 表を逆方向に走査していたときに、
LOAD LOG(NO) または REORG log(NO) レコード・
タイプが検出された。
バックアップ用として、以下のいずれも受け入れられま
す。
v 全イメージ・コピー
v LOAD LOG(YES)
v REORG LOG(YES)
v RECOVER PAGE の場合には、指定されたページを
含む増分イメージ・コピー
v SYSCOPY レコードに対する最初の要求から 'レコー
ド未検出' が返された場合、そのオブジェクト全体が
'挿入' によって移されたことを表します。このオブジ
ェクトのヒストリー全体が DB2 ログの範囲内に収ま
っている場合、すなわち、そのオブジェクトに関する
更新内容を含むアーカイブ・ログ・データ・セットが
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DSNU508I
削除されていない場合には、DB2 ログからオブジェ
クトがリカバリーされます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
します。

RECOVER ユーティリティーは終了

ユーザーの処置: リカバリーさせる予定であったオブジ
ェクトを作成し直してください。
DSNU508I

説明:

csect-name IN FALL BACK
PROCESSING TO PRIOR FULL
IMAGE COPY

次のいずれかが起こっています。

v RECOVER ユーティリティーが、最新の全イメージ・
コピー・データ・セットを割り振ることができなかっ
た。直前の全イメージ・コピーが使用されています。

バックレベルのイメージ・コピーが存在しないか、また
はバックレベルのイメージ・コピーの読み取り中に入出
力エラーが起こっています。 このメッセージに伴って
出される戻りコードは、次のように、条件に応じて 0
または 8 になります。
v RECOVER 初期設定時または後退処理時に、全イメー
ジ・コピーが SYSCOPY 表に見つからない場合、戻
りコードは 0 です。 しかし、LOG(YES) イベントが
検出されており、ログからのリカバリーが続行されま
す。
v RECOVER ユーティリティーが後退モードにあり、基
本リカバリー可能点（全イメージ・コピーまたは
LOG(YES) イベント）が SYSCOPY 表に見つからな
かった場合、戻りコードは 8 です。 これ以降のユー
ティリティー処理は終了します。
重大度:

0 (通知) または 8 (エラー)

付随するメッセージには、イメージ・コピー・デー
タ・セットが割り当てられなかった理由が示されま
す。

システムの処置: 戻りコードが 0 の場合には、処理は
続行されます。 戻りコードが 8 の場合には、これ以降
のユーティリティー処理は終了します。

v PAGE または ERROR RANGE が指定され、
CONCURRENT オプション付きで DFSMSdss DUMP
コマンドによって作成されたイメージ・コピーをその
リカバリー可能点が識別した。そのようなイメージ・
コピーは、PAGE または ERROR RANGE の処理に
は使用できません。直前のリカバリー可能点の位置に
戻されます。

ユーザーの処置: 戻りコードが 8 の場合には、システ
ム・プログラマーに通知してください。戻りコードが 0
の場合には、処置は不要です。

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは処理
を続行し、前のイメージ・コピーを探します。
DSNU509I

csect-name - NO ERROR RANGE TO
RECOVER

説明: 既存の ERROR RANGE をリカバリーさせるた
めに、RECOVER ユーティリティーが呼び出されまし
た。 しかし、ERROR RANGE が見つかりません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: このメッセージは、RECOVER
ERROR RANGE ユーティリティーが完了したことを示
しています。このユーティリティー・ジョブ・ステップ
に次のユーティリティー・ステートメントがあれば、そ
の処理が続行されます。それ以上ユーティリティー・ス
テートメントがなければ、ユーティリティー・ジョブ・
ステップは正常に終了します。
DSNU510I

csect-name NO GOOD FULL IMAGE
COPY DATA SET FOR RECOVERY
OF obj-type obj-qual.obj-name

説明: リカバリー元として使用する良好なイメージ・コ
ピー・データ・セットを突きとめることができません。

オペレーターの応答: 戻りコードが 8 の場合、訂正処
置がとられるまでの間、問題のオブジェクトはユーティ
リティー処理専用に始動させます (ただし、すでにこの
状態になっていれば、この処置は不要です)。 戻りコー
ドが 0 の場合には、処置は不要です。
システム・プログラマーの応答: 戻りコードが 8 で、
リカバリーされるオブジェクトが表スペースの場合に
は、イメージ・コピーがとれるようにデータを修復させ
なければなりません。 内部エラーが起こった可能性も
あり、システム・サポートが必要となることもありま
す。戻りコードが 8 で、リカバリーされるオブジェク
トが索引ペースの場合には、 REBUILD INDEX ユーテ
ィリティーを使用して、索引をデータから再作成するこ
とができます。戻りコードが 0 の場合には、処置は不
要です。 データベースのリカバリー手順については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
DSNU511I

csect-name RECOVERY INFORMATION
INDICATES THAT obj-type
obj-qual.obj-name IS NOT IN A
RECOVERABLE STATE

説明: 全体をログからリカバリーさせることになるリカ
バリーが、オブジェクトに対して要求されました。 し
かし、そのオブジェクトは COPY PENDING 状態でも
あるため、ログ適用においてリカバリーが失敗する可能
第 18 章 DB2 メッセージ
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DSNU512I
ットごとに 'DSNUM(データ・セット番号)' を指定し
て、 RECOVER ジョブを入力してください。
RECOVERY ユーティリティーの制約事項については、
DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照し
てください。

性があることを示しています。
v このような状態は、前の MODIFY ユーティリティ
ー・ジョブで、SYSCOPY に示されている最後のリカ
バリー可能点が削除されている場合に起こる可能性が
あります。
v 直前の MODIFY ユーティリティー・ジョブによって
すべての SYSCOPY 項目が削除されました。
このいずれの場合にも、MODIFY ユーティリティーが
オブジェクトをコピー保留状態のままにするので、
RECOVERY ユーティリティーはそのログからのリカバ
リーの信頼性を判別することができません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは、戻
りコード 8 で終了します。
ユーザーの処置: オブジェクトの回復可能性の状況を判
別してください。 RECOVER ユーティリティーが、リ
カバリー可能点 (FULL IMAGE COPY、REORG
LOG(YES)、または LOAD REPLACE LOG(YES)) を検
出できなかったので、おそらく SYSCOPY 情報は役に
立たないものと思われます。 したがって、ユーザーは
リカバリーの可能性に関する情報しか入手できません。
RECOVER を実行できるようにするためには、COPY
PENDING をオフにしなければなりません。 リカバリ
ーを試みる前に、全イメージ・コピーをとっておくのが
最も安全な方法です。 その後で TORBA または
TOLOGPOINT オプションを使って RECOVER ユーテ
ィリティーを実行してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
DSNU512I

csect-name DATA SET LEVEL
RECOVERY IS REQUIRED FOR
obj-type obj-qual.obj-name

説明: オブジェクト全体のリカバリーが要求されまし
た。 しかし、そのオブジェクトに関連する特定デー
タ・セットに対して、イメージ・コピーが作成されてい
ます。 このため、その表スペースは、データ・セット
によってリカバリーしなければなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER は正常に完了せず、戻り
コード 8 が出されます。

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

DSNU513I

説明: RECOVER ユーティリティーがこのメッセージ
を 1 回または複数回出して、更新を適用する前に全ロ
グ範囲を表示します。 非データ共用環境では、RBA と
LRSN の値は同じです。 DSNDB01.SYSLGRNX 項目の
ないカタログおよびディレクトリーのオブジェクトのデ
ータ共用環境では RBA 値はゼロになります。これに
は、カタログ表スペース DSNDB06.SYSCOPY および
DSNDB06.SYSGROUP とそれらの索引すべておよびデ
ィレクトリー・オブジェクトすべてが含まれます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
を続行します。
DSNU514I

RECOVER ユーティリティーは処理

csect-name RECOVERY DATA DOES
NOT PERMIT DSNUM(ALL)
RECOVERY OF obj-type
obj-qual.obj-name

説明: オブジェクト全体のリカバリーが要求されまし
た。 オブジェクトが表スペースである場合、全表スペ
ースの最近の活動は、 REORG LOG (NO) または
LOAD LOG (NO) です。 オブジェクトが表スペースで
ある場合、全表スペースの最近の活動は、 REORG
INDEX または REBUILD INDEX です。それ以降にデ
ータ・セット・レベルで全イメージ・コピーがとられて
いた場合には、データ・セット・レベルでオブジェクト
をリカバリーしてください。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: RECOVER は正常に完了せず、戻り
コード 8 が出されます。
ユーザーの処置: リカバリーが必要な各データ・セット
ごとに DSNUM (データ・セット番号) を指定して、リ
カバリー・ジョブを入力してください。オブジェクトが
索引ペースの場合には、 REBUILD INDEX ユーティリ
ティーを使用して、索引を再作成することができます。
RECOVERY ユーティリティーの制約事項については、
DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照し
てください。

ユーザーの処置: 現行の RECOVER ジョブを終了させ
てください。 次に、リカバリーが必要な各データ・セ
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csect-name RECOVER UTILITY LOG
APPLY RANGE IS RBA xxx LRSN xxx
TO RBA yyy LRSN yyy
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DSNU515I

csect-name THE IMAGE COPY DATA
SET dsn WITH DATE=date AND
TIME=time IS PARTICIPATING IN
RECOVERY OF obj-type
obj-qual.obj-name

説明: このメッセージは、RECOVER ユーティリティ
ーがデータ・セットをオープンして復元処理を開始する
前に、関与している各イメージ・コピー・データ・セッ
トごとに、RECOVER ユーティリティーによって出され
ます。処理中にエラーが発生した場合、このユーティリ
ティーは、新しい回復可能ベースを探します。
このメッセージは、SYSOUT に送られます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

RECOVER 処理が続行されます。

DSNU517I

csect-name - SYSCOPY RECORD
DELETED BY MODIFY
UTILITY.DSN=dsn, VOL=SER=nnn,
FILESEQNO=fff

説明: このメッセージは、削除されたマルチボリュー
ム・データ・セットの各ボリュームごとに繰り返し出さ
れます。
変数の意味は、次のとおりです。
dsn
MODIFY ユーティリティーによって
SYSCOPY 表からレコードを除去されたイメー
ジ・コピー・データ・セットの名前。
nnn
このデータ・セットを含むボリュームの通し番
号。
fff
テープ・ファイル・シーケンス番号。 DASD
データ・セットの場合は、ゼロになります。

ユーザーの処置: RECOVERY ユーティリティーの制約
事項については、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび
解説書 を参照してください。

重大度: 0 (通知)

DSNU516I

システム・プログラマーの応答: このイメージ・コピ
ー・データ・セットに関する情報は、DB2 から取り除
かれているので、そのデータ・セットを削除し、そのス
ペースを再使用することができます。 最後の全イメー
ジ・コピーが削除されたときは、できるだけ速やかにイ
メージ・コピーをもう 1 部とってください。

csect-name NO FULL IMAGE COPY
AFTER LOAD OR REORG LOG(NO)
OF obj-type obj-qual.obj-name

説明: オブジェクトのデータ・セットに関して、
RECOVERY が要求されました。オブジェクトが表スペ
ースの場合には、LOAD または ログのない REORG の
間または後、全イメージ・コピーがとられていません。
この表スペースは、回復不能状態になっています。オブ
ジェクトが索引ペースの場合には、REORG INDEX ま
たは REBUILD INDEX の後、全イメージ・コピーがと
られていません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER は正常に完了せず、戻り
コード 8 が出されます。
ユーザーの処置: オブジェクトが表スペースである場合
は、データ・セットが、回復不能状態になっています。
オブジェクトが索引ペースの場合には、 REBUILD
INDEX ユーティリティーを使用して、索引を再作成す
ることができます。訂正処置をとるために、システム・
プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 全イメージ・コピーが
とられる前に、データを直す必要があります。 オブジ
ェクトのリカバリー情報を (REPORT RECOVERY ユー
ティリティーを使用して) 徹底的に調べる必要がありま
す。データベースのリカバリー手順については、DB2 ユ
ニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版)
管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。

システムの処置: MODIFY ユーティリティーの終了処
理が続行されます。

DSNU518I

csect-name object-type
object-qualifier.object-name CONTAINS
BROKEN PAGE page-number, ERROR
CODE error

説明: イメージ・コピー・ユーティリティー・ジョブの
実行の間に、破壊されたページ、page number が検出さ
れました。コピー・ステップは終了し、破壊されたペー
ジは出力データ・セットにコピーされません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: COPY ユーティリティーは、戻りコ
ード 8 で終了します。
ユーザーの処置: 関連データ・セットはコピーされませ
んでした。オブジェクトは、COPY 保留状況にあるとき
は、リカバリー不能状態です。訂正処置をとるために、
システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: RECOVER、
RECOVER PAGE、または REPAIR のいずれかのユーテ
ィリティーを用いて、破壊されたページをリカバリーし
てください。 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第
1 巻) を参照してください。 DB2 にエラーがあると思
われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
第 18 章 DB2 メッセージ
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DSNU519I
は、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を
参照してください。
DSNU519I

csect-name TOCOPY DATA SET NOT
FOUND

説明: キーワード TOCOPY、TOVOLUME、または
TOSEQNO で指定されたデータ・セットが、リカバリー
するオブジェクトの SYSCOPY 表の中に見つかりませ
ん。
これは、細分度の不一致が原因で起こることがありま
す。 RECOVER で特定の DSNUM が指定されている場
合、TOCOPY キーワードで指定されたデータ・セット
は、この DSNUM のイメージ・コピーまたは表スペー
ス全体または索引スペース全体のイメージ・コピーに対
応するものである可能性があります。 しかし、表スペ
ース全体または索引スペース全体の RECOVER を行う
場合には、指定されるデータ・セットは、表スペース全
体または索引スペース全体のイメージ・コピーに対応し
ていなければなりません。
このメッセージは、カタログ式データ・セットに
TOVOLUME が指定された場合にも出されることがあり
ます。
たとえデータ・セット情報が正しくても、そのデータ・
セットがこのシステム用のものでない場合には、
RECOVER TOCOPY は、DSNU519I を出すことがあり
ます。たとえば、DB2 サブシステムが LOCALSITE と
して指定されているが、 TOCOPY データ・セット情報
が RECOVERYSITE データ・セット用である場合は、
このメッセージが出されます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER 処理が終了します。
ユーザーの処置: 入力を訂正した上で、RECOVER ジ
ョブを実行依頼し直してください。
DSNU520I

csect-name RECOVER TO A PRIOR
POINT IN TIME MIGHT LEAVE TABLE
SPACE table-space-name INCONSISTENT

説明: 非区分の表スペースについて、直前のポイント指
定 RECOVER DSNUM が (たとえば、 TOLOGPOINT
を使って) 指定されました。置き換えられたデータ・セ
ットとは異なる圧縮特性をもつデータ・セットをリカバ
リーしている可能性があります。たとえば、リカバリー
されたデータ・セットは、異なるディクショナリーを用
いて圧縮されている可能性があります。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置:

表スペースが、不整合状態になってい
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る可能性があります。 ディクショナリーが、リカバリ
ーされたデータ・セットを用いて作成されていなかった
場合、結果は予測できず、その表スペース全体のすべて
のデータが損なわれる危険性があります。
その表スペース内のすべてのデータ・セットを、ポイン
ト指定のリカバリーをしてください。この表スペース内
のすべてのデータ・セットが同じ時点に合うようにリカ
バリー済みになっていない限り、このメッセージを無視
しないでください。そうでないと、この非区分の表スペ
ースの状態が不整合になり、予測できない結果になりま
す。
DSNU521I

csect-name - RECOVER UTILITY
FAILED. UNABLE TO READ
REQUIRED LOG RECORDS.

説明: 表スペース、索引スペース、またはデータ・セッ
トに関して、 RECOVERY が要求されました。 DB2 ロ
グから変更内容を適用しようと試みましたが、必要なロ
グ・レコードをログ・データ・セットから読み取ること
ができません。このメッセージとともに、メッセージ
DSNI007I が出されます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは正常
に完了せず、戻りコード 8 が出されます。
ユーザーの処置: 訂正処置については、システム・プロ
グラマーに相談してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに、
DSNI007I メッセージのコンソール・リストを提示して
ください。
システム・プログラマーの応答: ログ・マップ印刷ユー
ティリティー (DSNJU004) を実行してください。ユーテ
ィリティーの出力から、要求された RBA または LRSN
を含むデータ・セットを検出してください。
問題判別: 要求された RBA または LRSN を含むリス
トされたデータ・セットがない場合は、以下のいずれか
が起きている可能性があります。
v ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリ
ティーの実行により、このデータ・セットが、ブート
ストラップ・データ・セット (BSDS) から削除されて
いる。この場合、このユーティリティーを実行し直し
て、脱落しているデータ・セット名を挿入してくださ
い。このユーティリティーを実行するには、DB2 を
停止させる必要があります。
v ブートストラップ・データ・セット (BSDS) が損傷を
受けている。この場合、最新のアーカイブ・ログ・デ
ータ・セットを含むダンプから、BSDS を復元するこ
とができます。最後のオフ・ロード操作の間、および
それ以降に行われた変更内容を収めるために、ログ・

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU522I
インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリティー
を実行してください。変更内容は、オペレーターのコ
ンソール・リストから判別できます。
リストされたログ・データ・セット内に、必要な RBA
または LRSN が含まれている場合は、このメッセージ
の前に、ロギング・マネージャー (DSNJxxx) から 1 つ
または複数のエラー・メッセージが出されています。そ
れらのメッセージを参照して、適切な処置をとってくだ
さい。
DSNU522I

csect-name RECOVER CANNOT
PROCEED FOR obj-type
obj-qual.obj-name BECAUSE A
NON-RECOVERABLE EVENT HAS
BEEN ENCOUNTERED FROM
SYSIBM.SYSCOPY WHICH HAS
DBNAME=dbname TSNAME=tsname
DSNUM=dsnum ICTYPE=ictype
START_RBA=X’rba’

説明: 索引のリカバリーが要求されましたが、表スペー
スに関するアクティビティー (SYSIBM.SYSCOPY 列で
示される) がリカバリーを禁止しています。 その下にあ
る表スペースに関する REORG あるいは LOAD によっ
て、リカバリーによる索引のフル・イメージ・コピーの
使用が妨げられています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー処理は終了します。
RECOVER ステートメントのすべてのオブジェクトは、
RECOVER ユーティリティーが呼び出される前と同じ状
態のままです。

重大度: 8 (エラー)
システムの処置: RECOVER は正常に完了せず、戻り
コード 8 が出されます。
ユーザーの処置: 関連するデータ・セットはリセットさ
れ、空の状態になっています。 訂正処置をとるよう
に、システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 下記の「問題判別」の
項の情報を参照して、ユーザー・エラーが起こっている
かどうかを判別してください。 可能であればエラーを
訂正し、この表スペースまたはデータ・セットに関する
RECOVER ユーティリティー・ジョブを実行依頼し直し
てください。 可能なリカバリー手順については、DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻)を参照してくださ
い。
問題判別: このメッセージの前にメッセージ
DSNU513I が出され、適用されているログ RBA 範囲が
示されています。 示されたログ RBA 範囲にわたっ
て、問題の表スペースに関するログ・マップ印刷
(DSNJU004) ユーティリティーを実行してください。
これにより、どのログ・レコードが存在しているのかが
示され、また、ログ・データ・セットが損傷されたり削
除されたりしているのか、あるいは BSDS が損傷を受
けているのかを判別しやすくなります。表スペース
DSNDB01.SYSLGRNX が損傷を受けていると思われる
場合には、これをリカバリーさせて、以前に失敗したリ
カバリーを再び試みてください。
DSNU524I

csect-name INVALID DATA SET OR
PARTITION NUMBER num SPECIFIED
FOR obj-type obj-qual.obj-name

ユーザーの処置: REBUILD INDEX ユーティリティー
を使用して、表スペースから索引を再作成してくださ
い。 この索引のリカバリーの可能性に関する詳細につ
いては、索引とその表スペースの両方で REPORT
RECOVERY ユーティリティーを実行してください。

説明: ユーティリティー・ステートメントに指定された
オブジェクトのデータ・セットまたは区画として、無効
な番号が指定されました。

DSNU523I

システムの処置: その後のユーティリティー処理は終了
します。

csect-name - RECOVER UTILITY
FAILED. NO FULL IMAGE COPY WAS
AVAILABLE AND THE FIRST LOG
RECORD WAS NOT THE REQUIRED
INITIALIZATION RECORD.

説明: 表スペースまたは表スペースのデータ・セットに
関して RECOVER が要求されましたが、イメージ・コ
ピーが使用できません。 ログからのリカバリーが試み
られましたが、データ・セット初期設定レコードが抜け
ていたために失敗しました。 特に、スペース・マップ
およびヘッダー・ページの形式を設定するログ・レコー
ドがありません。

重大度: 8 (エラー)

ユーザーの処置: データ・セット / 区画番号を訂正す
るか、あるいはオブジェクト名が正しく指定されている
かどうかを確かめてください。 その後、このユーティ
リティー・ステートメントを新しいユーティリティー・
ジョブ・ステップで再実行依頼してください。 個々の
ユーティリティー・オプションについては、DB2 ユーテ
ィリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくださ
い。
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DSNU525I
DSNU525I

csect-name RECOVERY DATA DOES
NOT PERMIT DSNUM(ALL)
RECOVERY OF obj-type
obj-qual.obj-name

の第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。
DSNU527I

csect-name DB2 OBJECT REBUILT TO
AN INDETERMINATE POINT

説明: オブジェクト全体のリカバリーが要求されまし
た。 しかし、このオブジェクトは、以下のいずれかの
理由により、そのレベルではリカバリーできません。

説明: REBUILD ユーティリティーの TOCOPY キーワ
ードに指定されたイメージ・コピー・データ・セット
は、以下のいずれかになります。

v オブジェクトは、その時点に合わせたリカバリーがな
され (たとえば、 TOLOGPOINT が指定され)、それ
についての後退処理を要した。 しかし、リカバリー
の基礎を確立するための後続のイメージ・コピーはと
られなかった。

v SHRLEVEL CHANGE オプションを使用して作成さ
れたイメージ・コピー・データ・セット。 このモー
ドでは、イメージ・コピー中にオブジェクトが変更さ
れている可能性があります。イメージ・コピーでペー
ジが処理される前にそのページが変更された場合に
は、更新内容はコピー・データ・セットに収められま
す。 イメージ・コピーでページが処理された後でそ
のページが変更された場合には、更新内容はコピー・
データ・セットに入れられません。このデータ・セッ
トには、一部のトランザクションからの部分的な更新
が含まれていることがあります。

v このオブジェクトの最後の全イメージ・コピーがとら
れた後で、オブジェクトの区画が、その時点に合わせ
てリカバリーされた。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは正常
に完了せず、戻りコード 8 が出されます。
ユーザーの処置: リカバリーが必要なデータ・セットに
'dsnum' を指定して、 RECOVER ジョブを実行依頼して
ください。 RECOVER ユーティリティーに関する詳細
については、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説
書 を参照してください。
DSNU526I

csect-name - NO FULL IMAGE COPY
AFTER PARTIAL RECOVERY OF
obj-type obj-qual.obj-name

説明: オブジェクトのデータ・セットに関して、リカバ
リーが要求されました。 しかし、初期のポイント指定
リカバリー (たとえば、TOLOGPOINT を使った) が指
定され、それ以降はリカバリーの基礎となるイメージ・
コピーはとられていません。 オブジェクトは回復不能
状態になっています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは正常
に完了せず、戻りコード 8 が出されます。
ユーザーの処置: 関連するデータ・セットは回復不能状
態になっています。 訂正処置については、システム・
プログラマーに相談してください。
システム・プログラマーの応答: RECOVER ユーティ
リティーを TOCOPY、TORBA、または TOLOGPOINT
オプションで使用すると、初期の時点に合わせてリカバ
リーさせることができます。 DSN1COPY ユーティリテ
ィーを用いると、データ・セットを初期のイメージ・コ
ピーに合わせて復元させることができます。 データベ
ースのリカバリー手順については、DB2 ユニバーサル・
データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド
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v LOAD REPLACE ユーティリティー中に作成されたイ
メージ・コピー・データ・セット。 LOAD REPLACE
中に作成されたイメージ・コピーには、表スペースに
行われた更新は含まれず、 INDEXVAL フェーズ中の
固有索引違反または ENFORCE フェーズ中の参照制
約違反は訂正されません。 そのため、このイメー
ジ・コピーは REBUILD y 点として使用しないでく
ださい。
オブジェクト REBUILT が表スペースであると、表スペ
ース上の索引は REBUILD 保留状態になり、従属表のス
ペースが存在する場合は検査保留状態になります。
REBUILD 保留中の索引はメッセージ DSNU557I によ
って識別され、検査保留中の従属表スペースはメッセー
ジ DSNU563I によって識別されます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
ます。

このユーティリティーは正常に終了し

ユーザーの処置: 上記の説明をもとに、REBUILD 状態
が満足のゆくものであるかどうかを判別してください。
ジョブ出力内のメッセージ DSNU557I が示す索引を再
作成してください。メッセージ DSNU563I が示す表ス
ペースの CHECK DATA を実行して、参照制約違反を
訂正してください。
データベースの REBUILD 手順については、DB2 ユニ
バーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管
理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。
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DSNU528I
DSNU528I

説明: 表スペースまたは表スペースのデータ・セットに
関してリカバリーが要求されましたが、イメージ・コピ
ーが使用できません。 dsnum が 0 の場合は、表スペー
ス・レベルでのリカバリーが要求されました。 ログか
らのリカバリーが試みられましたが、リカバリー有効範
囲に対応する SYSLGRNX レコードが見つからなかった
ために、ログ・レコードは適用されません。
重大度:

コード 8 で終了し、リカバリーするオブジェクトには
何の変更も加えられません。

NO FULL IMAGE COPY WAS
AVAILABLE AND THERE ARE NO
UPDATES TO APPLY FROM THE DB2
LOG FOR TABLESPACE
tablespace-name DSNUM dsnum

8 (エラー)

システムの処置: 関連するデータ・セットは空の状態に
リセットされ、データ・セットは REBUILD PENDING
状態になりました。 REBUILD が TABLESPACE リス
トを処理している場合は、関連するデータ・セットだけ
が空の状態にリセットされ、リスト内のすべてのデー
タ・セットは REBUILD PENDING 状態になりました。
ユーザーの処置: TORBA または TOLOGPOINT オプ
ションが指定されていた場合は、問題判別の項の情報か
ら、RBA または LRSN が有効であるかどうかを調べて
ください。エラーを訂正して、この表スペースに対して
REBUILD ユーティリティーを再実行依頼してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 問題判別の項の情報を
使用して、ユーザー・エラーが起こったかどうかを判別
してください。 エラーを訂正して、この表スペースに
対して REBUILD ユーティリティーを再実行依頼してく
ださい。また、可能なリカバリー手順については DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照してくださ
い。

ユーザーの処置: 入力を訂正して、ジョブを実行依頼し
直してください。 データベースのリカバリー手順につ
いては、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版
および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参
照してください。
問題判別: ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリ
ティーでリストを作成すると、現在の DB2 ログの範囲
が示されます。

| DSNU530I
|
|
|
|
|
|
|
|
|

csect-name - MULTIPLE DATA SETS
FOUND FOR THE COPY DATA SET
SPECIFICATION

説明: DB2 は、RECOVER または COPYTOCOPY ユ
ーティリティーを実行するときに、入力イメージ・コピ
ー・データ・セットの指定が不明確で、イメージ・コピ
ーを一意的に識別できない場合に、このメッセージを出
します。オブジェクトとして、同じデータ・セット名の
複数イメージ・コピーが SYSIBM.SYSCOPY 内で見付
かりました。
重大度: 8 (エラー)

| システムの処置: このオブジェクトに対する処理は停止
| します。
RECOVER は正常に完了せず、戻りコード 8 が出され
ます。

|
|
|
|
|

COPYTOCOPY ユーティリティーの場合、ユーティリテ
ィー・ジョブ・ステップに EVENT(ITEMERROR,SKIP)
オプションが指定された OPTIONS 制御ステートメント
が含まれていれば、ユーティリティーは、リスト内の次
の項目を処理します。
ユーザーの処置: このメッセージのあとに 2 つ以上の
DSNU531I メッセージが出され、重複するそれぞれのデ
ータ・セットに関するさらに詳しい情報が提供されま
す。 DSNU531I メッセージから正しいデータ・セット
を選択してください。

問題判別: 適切な表スペース・レベルまたはデータ・セ
ット・レベル (つまり、DSNUM) で、この表スペースに
対して REPORT RECOVERY ユーティリティーを実行
してください。 この出力で、リカバリー・ポイント
(SYSCOPYレコード) および表スペース用に存在する更
新ログの範囲 (SYSLGRNX レコード) が示されます。

| 固有の TOVOLUME と TOSEQNO の組み合わせを指定
| して、RECOVER ジョブを再実行してください。

DSNU529I

| FROMVOLUME と FROMSEQ の固有の組み合わせを指
| 定して、COPYTOCOPY ジョブを再実行してください。

csect-name INVALID SPECIFICATION
OF TORBA = xxx

説明: 'xxx' は、RECOVER ユーティリティーの
TORBA キーワードで指定されたログの RBA です。こ
の RBA は、ログの有効範囲内ではありません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

RECOVER ユーティリティーは戻り

DSNU531I

csect-name - dsn EXISTS WITH VOLUME=vol, FILE SEQUENCE
NUMBER=fseq, RBA=rba, DATE=date,
TIME=time

| 説明: DB2 は、TOCOPY 処理中に RECOVER ユーテ
| ィリティーが、あるいは FROMCOPY 処理中に
第 18 章 DB2 メッセージ
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DSNU532I
|
|
|
|

COPYTOCOPY ユーティリティーが検出した重複デー
タ・セットを記述するために、複数回、このメッセージ
を出します。メッセージ DSNU530I の説明を参照して
ください。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER は正常に完了せず、戻り
コード 8 が出されます。

|
|
|
|

COPYTOCOPY の場合、ユーティリティー・ジョブ・ス
テップに EVENT(ITEMERROR,SKIP) オプションが指定
された OPTIONS 制御ステートメントが含まれていれ
ば、リスト内の次の項目が処理されます。
ユーザーの処置: すべての DSNU531I メッセージで提
供された情報をもとに、このリカバリーで用いる正しい
データ・セットを判別してください。 データ・セット
の選択を助けるために、各データ・セットごとに
'rba'、'date'、および 'time' が示されます。 ユーザーが選
択したデータ・セットに関する DSNU531I メッセージ
には、 TOVOLUME および TOSEQNO キーワードで指
定する正しい 'vol' および 'fseq' の値が示されていま
す。
TOCOPY および TOVOLUME(vol-ser) を指定して、
RECOVER ジョブを再実行してください。固有のデー
タ・セットを区別する必要があれば、TOSEQNO(fseq)
キーワードを含めてください。

|
|
|
|

FROMCOPY および FROMVOLUME(vol-ser) を指定し
て、COPYTOCOPY ジョブを再実行してください。デー
タ・セットを固有に区別する必要があれば、
FROMSEQNO(fseq) キーワードを含めてください。
DSNU532I

csect-name - RECOVER obj-type
obj-qual.obj-name START

説明: このメッセージは、リストに複数のオブジェクト
があるとき出されます。 このメッセージは、特定のオ
ブジェクトのリカバリーが開始していることを示しま
す。 PARALLEL キーワードを指定した場合、リスト上
の別のオブジェクトに対する復元フェーズ・メッセージ
が混ざる可能性があります。

|

重大度:

|
|

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは処理を終
了します。

|
|
|

ユーザーの処置: オブジェクト・リストを訂正してくだ
さい。 必要であれば、ジョブを再実行依頼してくださ
い。

8 (エラー)

DSNU534I

説明: RECOVER ユーティリティーが、ポイント指定
リカバリーを (たとえば、 TOLOGPOINT オプションを
使って) 試みましたが、以下のいずれかの状態が検出さ
れました。
v 表スペース・セットが静止点か、または共通イメー
ジ・コピー SHRLEVEL(REFERENCE) 点にリカバリ
ーされていない。
v 表スペース・セットのすべての表スペースが、同じ静
止点をもっているわけではない。
v 表スペース・セット内のある表スペースが、指定され
た静止点の後で定義された参照制約の付いた従属表を
含んでいる。
表スペース・セットは、相互に関連する表スペースのグ
ループ、または、基本表スペースとそれに関連する
LOB 表スペースの場合があります。
重大度:

4 (警告)

ユーザーの処置: 可能であれば、表スペース・セットを
静止点か、または共通イメージ・コピー
SHRLEVEL(REFERENCE) 点にリカバリーしてくださ
い。 もし、それができなければ、 CHECK DATA ユー
ティリティーを使用して参照違反がないかチェックして
訂正してください。 LOB 列を検証するには、基本表ス
ペースに関しては CHECK DATA ユーティリティー
を、 LOB 表スペースに関しては CHECK LOB ユーテ
ィリティーを使用してください。
DSNU535I

このメッセージは、SYSPRINT に送られます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

| DSNU533I
|
|
|
|
|

RECOVER 処理が続行されます。

csect-name - obj-type obj-qual.obj-name IS
A DUPLICATE OF obj-type
obj-qual.obj-name

説明: ユーティリティーがリスト上に複製オブジェクト
を見つけました。 オブジェクト名が示すのは、区画あ
るいはピース番号です。
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csect-name TARGET RECOVERY POINT
IS NOT A QUIESCE POINT

csect-name - FOLLOWING
TABLESPACES RECOVERED TO A
CONSISTENT POINT

説明: このメッセージは、表スペース・セット (参照で
関連している表スペースのグループまたは基本表スペー
スおよびその LOB 表スペース) が静止点または共通イ
メージ・コピー SHRLEVEL(REFERENCE) 点にリカバ
リーされていると判別されたときに、 RECOVER ユー
ティリティーによって出されます。このメッセージの見
出しの後に、表スペース・セット内のすべての表スペー
スがリストされます。
重大度: 0 (通知)

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU536I
システムの処置:
DSNU536I

処置はとられません。

csect-name - RELATIONSHIP r ON
TABLE t CREATED AFTER QUIESCE
POINT

説明: あるポイントにリカバリーするのに静止点が使用
された後で、従属表 't' について関係 'r' が作成されまし
た。 't' が入っている表スペースは、't' の最初のレコー
ドから、検査保留状態に設定されます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処置はとられません。

ユーザーの処置: 検査保留状態の障害分析手順について
は、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版およ
び z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
DSNU537I

csect-name obj-type obj-qual.obj-name IS
NOT ALLOWED IN THE LIST

説明: 他の表スペースまたはユーザー索引のあるリスト
内 RECOVER または COPY ユーティリティーがディレ
クトリーまたはカタログ表スペースを見つけました。
COPY ユーティリティーが他の表スペースのあるリスト
に許可していない表スペースは、
DSNDB01.SYSUTILX、 DSNDB06.SYSCOPY、および
DSNDB01.SYSLGRNX です。しかし、これらの表スペ
ースは、リスト内の IBM 定義の索引で指定されます。
リスト内の複数のディレクトリーまたはカタログ表スペ
ースをリカバリーすることができません。 ディレクト
リーおよびカタログ表は、それぞれ特別の順序でリカバ
リーされる必要があります。一部のオブジェクトのリカ
バリーは、その他のオブジェクトから出る情報に依存し
ているからです。正しい順序は、DB2 ユニバーサル・デ
ータベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の
第 4 部 (第 1 巻) に記載されています。 IBM 定義の
索引は、リスト内の関連したディレクトリーまたはカタ
ログ表スペースで指定することができます。
重大度:

DSNU538I

8 (エラー)

システムの処置:
す。

ユーティリティー・ジョブは終了しま

ユーザーの処置: ディレクトリーおよびカタログ・オブ
ジェクト名をリストから削除してください。 それか
ら、COPY または RECOVER ジョブを再度実行依頼し
てください。

RECOVER ERROR RANGE OF
DSN=dataset name ON
VOLUME=volser FROM
CCHH=X’cccchhhh’ TO
CCHH=X’cccchhhh’ CONTAINS
PHYSICAL ERROR

説明: このメッセージは、エラー範囲リカバリー
'dataset name' に含まれているエラー範囲が、物理エラー
のあるデータ・セットであることを示しています。この
データ・セットは、DASD ボリューム 'volser' に置かれ
ており、エラー範囲は、トラック・アドレス
X'cccchhhh' からトラック・アドレス X'cccchhhh' までで
す。
データ・セットのエラー範囲が 2 つ以上のエクステン
トまたは 2 つ以上のボリュームに及んでいる場合に
は、ボリュームのエクステントごとに 1 つのメッセー
ジが出されます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: エラー範囲リカバリー中に物理入出力
エラーが検出され、処理は戻りコード 8 で終了しまし
た。
システム・プログラマーの応答: エラー範囲リカバリー
の実行中に DB2 によってコンソールの DSNU086 メッ
セージが出されます。これは、この物理エラーがリカバ
リーされていないことを示しています。 ICKDSF また
は同等のサービス・ユーティリティーを実行して、この
物理エラーをリカバリーしたうえで、エラー範囲リカバ
リーを実行し直す必要があります。
問題判別: このメッセージによって提供される情報を用
いて ICKDSF を実行し、エラー範囲リカバリーを実行
し直してください。
DSNU539I

csect-name - RECOVER PROCEEDS AT
THE site-type SYSTEM

説明: RECOVER 処理は、RECOVERY SITE システ
ム、または TRACKER SITE システム (あるいはその両
方) で継続します。 DB2 が出すこのメッセージは、通
知専用です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU540I

ユーティリティーは続行されます。

csect-name DYNAMIC ALLOCATION
FOR DATA SET data-set-name WILL
WAIT FOR UNIT TO BECOME
AVAILABLE

説明: 装置が使用不能であったため、BATCH UTILITY
ジョブにデータを動的に割り振る要求が拒否されまし
第 18 章 DB2 メッセージ
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DSNU541I
た。 動的割り振りパラメーター・リストに標識をセッ
トしたあと、この要求が繰り返された結果、装置が使用
可能になるまでジョブが待つことになります。
重大度:

0 (通知)

了からの理由コードです。 'reason-code' は、SDWA 内
のフィールド SDWAABCC からとられます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 装置が使用可能になって、割り振られ
ると、処理が続行されます。

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは処理
を続行し、以前のイメージ・コピーを探すか、ログ・レ
コードを適用します。

DSNU541I

DSNU545I

UNABLE TO ALLOCATE THE
PRIMARY COPY DATASET
data-set-name, BACKUP COPY IS USED

説明: RECOVER または MERGECOPY は、1 次コピ
ー・データ・セットで割り振りエラーを検出した場合、
同じシステム (ローカルまたはリカバリー) 内でバック
アップ・コピー・データ・セットを探し出します。 ユ
ーティリティーは続行されます。
重大度:

0 (通知)

DSNU542I

csect-name - UNABLE TO OPEN THE
PRIMARY COPY DATASET
dataset-name, BACKUP COPY IS USED

説明: RECOVER または MERGECOPY は、1 次コピ
ー・データ・セットでオープン・エラーを検出した場
合、その 1 次コピー・データ・セットの割り振りを解
除して、同じシステム (ローカルまたはリカバリー) 内
でバックアップ・コピー・データ・セットの割り振りを
試みます。 ユーティリティーは続行されます。
重大度:

0 (通知)

DSNU544I

csect-name - UNABLE TO OPEN THE
COPY DATASET dataset-name FOR
THE RECOVERY OF obj-type
obj-qualifier.obj-name, RC= reason-code

説明: RECOVER が、データ・セット 'dataset-name' を
オープンできません。 'reason-code' は、オープン異常終
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重大度: 0 (通知)
システムの処置: RECOVER ユーティリティーは処理
を続行し、以前のイメージ・コピーを探すか、ログ・レ
コードを適用します。
DSNU546I

csect-name - I/O ERROR READING
PAGE page_number IN THE PRIMARY
COPY DATASET dataset-name, BACKUP
COPY IS USED

説明: 1 次コピー・データ・セットから、指定されたペ
ージ番号をもつページの読み取りを行っているときに入
出力エラーを検出した場合、RECOVER または
MERGECOPY は、同じシステム (ローカルまたはリカ
バリー) 内でバックアップ・コピー・データ・セットを
見つけて、エラーがあったページ番号からページの読み
取りを続けます。
重大度:

説明: コピー・データ・セット 'dataset-name' からペー
ジ 'page-number' を読み取っているときに、入出力エラ
ーが検出されました。このメッセージは、次の場合に出
されます。 1) このデータ・セットが 1 次コピー・デー
タ・セットであり、バックアップ・データ・セットが存
在しない。 2) オープン・エラーが、バックアップ・コ
ピー・データ・セットからのものである。

0 (通知)

DSNU543I

csect-name - I/O ERROR READING
PAGE page-number IN THE COPY
DATASET dataset-name DURING
RECOVERY OF obj-type
obj-qual.obj-name

LOGONLY RECOVER CANNOT
PROCEED BETWEEN BEGINNING
RBA 'xxxxxxxxxxxx' AND ENDING RBA
'yyyyyyyyyyyy' ON DSNUM dsnum
BECAUSE A NON-RECOVERABLE
EVENT HAS BEEN ENCOUNTERED
FROM SYSIBM.SYSCOPY WHICH HAS
DBNAME=database-name
TSNAME=space-name DSNUM=dsnum
ICTYPE=x
START_RBA=X'zzzzzzzzzzzz'.

説明: RECOVER LOGONLY ユーティリティーに対し
て、開始ログ RBA または LRSN から終了ログ RBA
または LRSN までの間のログ範囲内で、回復不能なイ
ベント (たとえば、LOAD LOG(NO)、REORG
LOG(NO)) が発生しました。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNUCASA
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは正常
に完了せず、戻りコード 8 が出されます。
システム・プログラマーの応答: ターゲット・リカバリ
ー・ポイントとしての適切な過去の時点を見極め、

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU547I
TORBA、 TOCOPY、または TOLOGPOINT オプション
を用いて RECOVER ユーティリティー・ジョブを再実
行します。 データベースのリカバリー手順について
は、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版およ
び z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
DSNU547I

説明:

LOGONLY RECOVER CANNOT
PROCEED BECAUSE THE STARTING
RBA=X'xxxxxxxxxxxx' IN THE
HEADER PAGE PGNO=X'xxxxxx' FOR
obj-type obj-qual.obj-name IS INVALID.

次のいずれかが起こっています。

v データ・セットが、ヘッダー・ページ内に開始 RBA
または LRSN をもっていない以前のリリース・バッ
クアップから復元された。
v TORBA または TOLOGPOINT オプションが、ヘッダ
ー・ページ内の開始 RBA または LRSN より前にあ
る RBA または LRSN に指定されている。
重大度:

重大度: 0 (通知)
システムの処置: RECOVER ユーティリティー処理は
継続されます。
DSNU550I

システム・プログラマーの応答: 可能であれば、
LOGONLY オプションを指定せずに RECOVER ユーテ
ィリティーを使用するか、あるいは TORBA または
TOLOGPOINT オプションの RBA または LRSN を有
効な RBA または LRSN 値に変更してください。
DSNU548I

DBID=X'xxxx' and PSID=X'xxxx' IN
THE HEADER PAGE OF obj-type
obj-qual.obj-name DO NOT MATCH THE
DB2 CATALOG.

説明: ヘッダー・ページ内の DBID および PSID が、
DB2 カタログと一致していません。間違ったデータ・
セットが復元された可能性があります。
8 (エラー)

システムの処置: RECOVER ユーティリティー・ジョ
ブは、戻りコード 8 で終了します。
システム・プログラマーの応答: 正しいデータ・セット
を見つけ、ジョブを再実行してください。
DSNU549I

RECOVER obj-type obj-qual.obj-name
dsnum USES ONLY DB2 LOGS
STARTING FROM
LOGPOINT=X'xxxxxxxxxxxx'.

csect-name INDEX NAME= index-name IS
EMPTY

説明: 示された索引を REBUILD させようとしている
ときに、この索引の基礎となる表が空であることが判明
しました。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 次のユーティリティー要求があれば、
ユーティリティーは引き続きこの要求を処理します。
DSNU551I

8 (エラー)

システムの処置: RECOVER ユーティリティー・ジョ
ブは、戻りコード 8 で終了します。

重大度:

1 つのメッセージを出します。 データ共用以外の環境
では、LOGPOINT 値が RBA 値によって指定され、デ
ータ共用環境では、LOGPOINT 値が LRSN によって指
定されます。

csect-name INDEX NAME= index-name
PART=part-num IS EMPTY

説明: 示された索引区画の REBUILD を試みていると
きに、その索引区画の基礎となる区画が空であることが
判明しました。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 次のユーティリティー要求があれば、
ユーティリティーは引き続きこの要求を処理します。
DSNU552I

csect-name RECOVER CANNOT
PROCEED BECAUSE THE
starting/ending LOGPOINT xxx IS NOT
WITHIN THE RECOVERY RANGE OF
xxx AND xxx FOR obj-type
obj-qual.obj-name

説明: このリカバリー・ジョブに見られる開始
LOGPOINT または終了 LOGPOINT は、使用可能なリ
カバリー情報の外側にあります。 LOGPOINT 値は、
RBA または LRSN です。 RECOVER ユーティリティ
ーはこの要求を処理することができません。
重大度:

8

システムの処置:
します。

RECOVER ユーティリティーは終了

ユーザーの処置: REPORT ユーティリティーから使用
するリカバリー情報を使用してください。 RECOVER
ユーティリティーを使用可能なリカバリー範囲内で実行
してください。

説明: RECOVER ユーティリティーは、リカバリーに
DB2 ログだけを使用する各 DB2 オブジェクトごとに、
第 18 章 DB2 メッセージ
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csect-name INVALID PARTITION
NUMBER=nnnn SPECIFIED FOR INDEX
NAME=iiii

DSNU556I

説明: ユーティリティー・ステートメントの索引 iiii
に指定された区画番号 nnnn が、無効です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
了します。

これ以降のユーティリティー処理は終

csect-name - RECOVER CANNOT
PROCEED FOR obj-type
obj-qual.obj-name DSNUM x BECAUSE
A SYSIBM.SYSCOPY RECORD HAS
BEEN ENCOUNTERED WHICH HAS
DBNAME= dbname TSNAME= tsname
DSNUM= dsnum ICTYPE= ictype
STARTRBA=X’rba’ LOWDSNUM=
lowdsnum HIGHDSNUM=highdsnum.

ユーザーの処置: 区画番号を訂正するか、あるいは索引
名が正しく指定されていることを確かめたうえで、この
ユーティリティー・ステートメントを新しいユーティリ
ティー・ジョブ・ステップで再実行依頼してください。
個々のユーティリティー・オプションについては、DB2
ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してく
ださい。

説明: リカバリー処理を妨げる SYSCOPY レコードが
見つかりました。 ICTYPE 列の値ごとに説明します。

DSNU554I

A

索引キー列を変更した最初の Alter Table
Column の前の時点まで索引をリカバリーさせ
ようとしました。 これは許されません。

F

索引を直前のポイントまでリカバリーさせよう
としましたが、それ以降、 16 回以上、索引キ
ーを変更する Alter Table Columns が実行され
ています。 これは許されません。

csect-name - DUPLICATE INDEX
NAMES EXIST IN THE SPECIFIED
INDEX NAME LIST

説明: 指示された索引の CHECK または REBUILD を
試みたところ、索引名リストに重複する索引名が指定さ
れていることが判明しました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
します。

このユーティリティー・ジョブは終了

ユーザーの処置: 索引名リスト内の索引名を訂正した上
で、ジョブを再実行依頼してください。
DSNU555I

csect-name UNLOAD PHASE
STATISTICS, NUMBER OF
RECORDS=xxxx

説明: このメッセージは、REBUILD INDEX ユーティ
リティーの UNLOAD フェーズが正常に完了したときに
出されます。このメッセージは、指定された表スペース
のためにアンロードされたレコードの数 (xxxx) を示し
ています。
重大度:

R、S、W、または X
区画をまたがってデータを再配分した REORG
あるいは LOAD REPLACE の SYSCOPY レコ
ードが見つかった。 限度キーを変更した
ALTER INDEX の影響を受ける区画は、同じリ
スト内でリカバリーする必要があります。

0 (通知)

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: リカバリー・ユーテイリティーは
RC8 で終了します。
ユーザーの処置: 区分データを再配分する、REORG あ
るいは LOAD REPLACE の SYSCOPY レコードが見つ
かった場合、 LOWDSNUM および HIGHDSNUM 値を
ガイドとして使用して、欠落している区分をリカバリ
ー・リストに追加してください。 そうでない場合は、
REBUILD INDEX ユーティリティーを使用して、索引
を再作成してください。
DSNU557I

csect-name - obj-type obj-qual.obj-name IS
IN REBUILD PENDING STATE

説明: REBUILD ユーティリティーがこのメッセージを
出した場合、この索引に対応する表スペースは、キーワ
ード TOCOPY、TOLOGPOINT、または TORBA で指定
された時点まで REBUILD されています。 したがっ
て、この索引は REBUILD 保留状態に置かれています。
REBUILD INDEX ユーティリティーがこのメッセージ
を出した場合、この索引は REBUILD 保留状態にありま
す。 REBUILD INDEX の BUILD フェーズ時に、重複
する索引項目が存在していたか、またはクラスター索引
の区画に属していない無効な KEY/RID が、検出されま
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した。重複する索引項目または無効な KEY/RID 項目を
解決した後で、 REBUILD INDEX ユーティリティーを
再実行して、索引を REBUILD し、索引を REBUILD
保留状態から解放する必要があります。
SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE (あるいは
-TERM UTILITY) をもつ REORG ユーティリティーが
このメッセージを出した場合は、索引が REBUILD 保留
状態になっています。 REORG 中にデータ・セットの
名前を変更している間は、ソース名が付いているデー
タ・セットがまだ存在していないか、あるいは、ターゲ
ット名が付いているデータ・セットがすでに存在してい
るかのいずれかです。
重大度:

4 (警告) または 8 (エラー)

ユーザーの処置: REBUILD または REORG ユーティ
リティー (あるいは -TERM UTILITY) がこのメッセー
ジを出した場合は、 REBUILD INDEX ユーティリティ
ーを使用してこの索引を REBUILD してください。
REBUILD INDEX ユーティリティーがこのメッセージ
を出した場合、次のいずれかの処置をとってください。
v 重複する索引項目または無効なキーを解決した上で、
REBUILD INDEX ユーティリティーを再実行する。
v REPAIR SET NORCVRPEND ユーティリティーまた
は START DATABASE FORCE コマンドを使用し
て、 REBUILD 保留状態をリセットする。 しかし、
この 2 つのオプションでは、索引は訂正されませ
ん。
DSNU558I

csect-name ALL INDEXES OF
TABLESPACE= table space-name ARE
IN REBUILD PENDING

説明: REBUILD TORBA、TOLOGPOINT、または
TOCOPY ユーティリティーがこのメッセージを出し
て、リカバリーされた表スペースに属するすべての索引
の状態をユーザーに通知します。 データと索引の不整
合の問題が生じないように、すべての索引は REBUILD
保留状態に置かれます。 すべての索引は、使用する前
に REBUILD しなければなりません。
システムの処置:
完了しました。
重大度:

REBUILD ユーティリティーは正常に

4 (警告)

ユーザーの処置: REBUILD 表スペースの索引すべてを
REBUILD または再作成してください。

DSNU559I

csect-name - obj-type obj-qual.obj-name
PARTITION partition number IS IN
REBUILD PENDING STATE

説明: REBUILD ユーティリティーがこのメッセージを
出した場合、区画に分割された表スペースの 1 つの区
画が、キーワード TOCOPY、TOLOGPOINT、または
TORBA で指定された時点まで再作成されます。 その
区画に対応する索引は、再作成保留状態に置かれていま
す。
REBUILD INDEX ユーティリティーがこのメッセージ
を出した場合は、索引またはクラスター索引の区画が、
再作成保留状態にあります。 REBUILD INDEX または
INDEX PART の BUILD フェーズ中に、存在していた
重複索引項目があるか、またはクラスター索引の区画に
属していない無効な KEY/RID が、検出されました。重
複する索引項目または無効な KEY/RID 項目を解決した
後で、 REBUILD INDEX ユーティリティーを再実行し
て、索引をリカバリーし、索引を再作成保留状態から外
す必要があります。
SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE (あるいは
-TERM UTILITY) を指定した REORG ユーティリティ
ーがこのメッセージを出した場合は、区画に分割された
索引の区画の 1 つが再作成保留状態になっています。
REORG 中にデータ・セットの名前を変更している間
は、ソース名が付いているデータ・セットがまだ存在し
ていないか、あるいは、ターゲット名が付いているデー
タ・セットがすでに存在しているかのいずれかです。
重大度: 4 (警告) または 8 (エラー)
ユーザーの処置: REBUILD または REORG ユーティ
リティー (あるいは -TERM UTILITY) がこのメッセー
ジを出した場合は、 REBUILD INDEX ユーティリティ
ーを使用してこの索引を再作成してください。
REBUILD INDEX ユーティリティーがこのメッセージ
を出した場合、次のいずれかの処置をとってください。
v 重複する索引項目または無効なキーを解決した上で、
REBUILD INDEX ユーティリティーを再実行する。
v REPAIR SET NORCVRPEND ユーティリティーまた
は START DATABASE FORCE コマンドを使用し
て、再作成保留状態をリセットする。 しかし、この
2 つのオプションでは、索引は訂正されません。
DSNU560I

csect-name - TABLESPACE=
database.tablespace PART= partition
number IS IN RECOVERY PENDING
STATE

説明: ユーティリティーが実行されていた表スペースの
表スペース区画は、リカバリー保留状態にあります。区
画レベルでの RECOVER TABLESPACE が必要です。
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重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処置はとられません。

ユーザーの処置:
い。

次のいずれかの処置をとってくださ

v 表スペースに対して LOAD REPLACE ユーティリテ
ィーを実行する。

v この表スペース区画に対して RECOVER
TABLESPACE ユーティリティーを実行する。

v REPAIR SET NORCVRPEND ユーティリティーまた
は START DATABASE FORCE コマンドを使用し
て、リカバリー保留状態をリセットする。 しかし、
この 2 つのオプションでは、表スペースは訂正され
ません。

v この表スペース区画に対して LOAD REPLACE ユー
ティリティーを実行する。

DSNU563I

v REPAIR SET NORCVRPEND ユーティリティーまた
は START DATABASE FORCE コマンドを使用し
て、リカバリー保留状態をリセットする。 しかし、
この 2 つのオプションでは、表スペースは訂正され
ません。
DSNU561I

csect-name - obj-type obj-qual.obj-name
PARTITION part-number IS IN CHECK
PENDING

説明: このメッセージは、指定された区画が検査保留状
態であることを報告するために使用されます。
重大度:

4 (警告)

ユーザーの処置: このオブジェクトが参照関係を持つ表
スペース区画である場合は、 CHECK DATA ユーティ
リティーを実行して参照保全違反がないかどうかチェッ
クしてください。
このオブジェクトが基本表スペース区画である場合は、
CHECK DATA ユーティリティーを実行して補助列の妥
当性検査を行ってください。
このオブジェクトが索引スペース区画である場合は、
CHECK INDEX ユーティリティーを実行して索引キー
と表スペース区画内のデータとの間に矛盾がないか検査
してください。
すべてのエラーを訂正した後で、再度オブジェクトの使
用を試みてください。
DSNU562I

csect name - TABLESPACE
database.tablespace IS IN RECOVERY
PENDING

説明: ユーティリティーが実行されていた表スペース
が、リカバリー保留状態にあります。 TABLESPACE の
RECOVER が必要です。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処置はとられません。

ユーザーの処置:
い。

次のいずれかの処置をとってくださ

v 表スペースに対して RECOVER TABLESPACE ユー
ティリティーを実行する。
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csect name- obj-type obj-qual.obj-name IS
IN CHECK PENDING

説明: このメッセージは、指定されたオブジェクトが検
査保留状態であることを報告するために使用されます。
重大度:

4 (警告)

ユーザーの処置: このオブジェクトが参照関係を持つ表
スペースである場合は、CHECK DATA ユーティリティ
ーを実行して参照保全違反がないかどうかチェックして
ください。
このオブジェクトが基本表スペースである場合は、
CHECK DATA ユーティリティーを実行して補助列の検
証を行ってください。
このオブジェクトが LOB 表スペースである場合は、
CHECK LOB ユーティリティーを実行して LOB 表ス
ペースの検証を行ってください。
このオブジェクトが索引スペースである場合は、
CHECK INDEX ユーティリティーを実行して索引キー
が表スペース内のデータと、あるいは表スペース区画と
矛盾していないか検証してください。
すべてのエラーを訂正した後で、再度オブジェクトの使
用を試みてください。
DSNU564I

csect - RESTART NOT ALLOWED FOR
obj-type obj-qual.obj-name

説明: 以下のいずれかの理由により、RECOVER ユー
ティリティーの再始動が許可されません。
1. RESTORE フェーズで、イメージ・コピーへのアク
セスが失敗した。このため、RECOVER は、それよ
り前のリカバリー・ポイントから使用可能なイメー
ジ・コピーを探すことを決めました。 RECOVER
は、再始動に必要な元の障害を再現できない場合が
あります。
2. ユーティリティーでは LOGONLY オプションが使用
されているが、前に RESTART(CURRENT) で再始動
されていた。 現時点では RESTART(PHASE) で始動
することはできません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
す。 オブジェクトのリストを用いて RECOVER が実行
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されている場合、再始動されたジョブは、再始動が許可
されない最初のオブジェクトで終了します。

システムの処置:
継続されます。

RECOVER ユーティリティー処理は

ユーザーの処置: ケース 1 の場合、オブジェクトの
REPORT RECOVERY を実行し、また出力を
RECOVER TABLESPACE の前の実行から集めてくださ
い。 この 2 つの出力およびコンソール・ログを用い
て、 RESTORE フェーズにおける障害の理由を判別し
てください。必要に応じて、障害の理由を訂正してくだ
さい。未解決のユーティリティーを終了して、
RESTART を使った RECOVER TABLESPACE を再実
行してください。

ユーザーの処置:

処置は不要です。

ケース 2 の場合は、RESTART(CURRENT) を指定して
ユーティリティーを再始動するか、あるいはデータ・セ
ットを復元して、RECOVER ジョブを最初から再実行し
てください。

DSNU567I

csect-name TABLESPACE=
dbname.tsname PART NUMBER =
partition number IS IN REORG
PENDING STATE

説明: ある範囲の区画に対する SYSCOPY レコードが
見つかりました。 区画バランスのターゲットであった
オブジェクトに対して RECOVER TABLESPACE ユー
ティリティーが実行されました。 RECOVER ユーティ
リティーは、区分バランスに関係するすべての区分を、
以下のいずれかの理由で REORG PENDING にセットし
ます。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1。

v REORG ユーティリティーによる REORG PENDING
状態のリセット前の時点までの表スペースのリカバリ
ー。

DSNU565I

v 表スペースが REORG PENDING 状態にある場合
の、表スペースの現状へのリカバリー。

csect-name CHECK CONSTRAINT
constraint-name ON TABLE table-name
WAS CREATED AFTER THE TARGET
RECOVERY POINT

説明: 検査制約 constraint-name が、ターゲット・リカ
バリー・ポイントのあとで表 table-name に作成されま
した。 ターゲット・リカバリー・ポイントは、ポイン
ト指定リカバリーで指定された時間または RBA を指し
ます。 関連する表スペースは、検査保留状態に置かれ
ました。というのは、RECOVER ユーティリティーは、
検査保全性が維持されたかどうかを判別できないからで
す。 表のデータには、制約違反があるかもしれませ
ん。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

RECOVER 処理が続行されます。

ユーザーの処置: 検査保留状態の解決方法については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
DSNU566I

csect-name RESTORE OF obj-type
obj-qual.obj-name FROM DATA SET
data-set-name COMPLETED, ELAPSED
TIME = hh:mm:ss

説明: DFSMSdss RESTORE コマンドが出されたとき、
RECOVER ユーティリティーの RESTORE フェーズの
正常な完了の際に、このメッセージが出されます。
data-set-name は、復元されている DFSMS 並行コピー
を示します。 RESTORE の経過時間は、時、分、秒で
表されます。

重大度:

4 (警告)

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは正常
に完了しました。
ユーザーの処置: REORG PENDING 状態にある区分に
対して SHRLEVEL NONE を指定して REORG を実行
し、区分のバランスをとり直し、REORG PENDING 状
態を解消してください。
DSNU568I

csect-name obj-type obj-qual.obj-name IS
IN INFORMATIONAL COPY PENDING

説明: 索引をリカバリーする新しい基礎を確立するため
に、索引のイメージ・コピーをとる必要があります。
これは通知状態ですので、索引は、読み取りまたは書き
込みアクセスに使用することができます。
重大度: 4 (警告)
ユーザーの処置: 索引のイメージ・コピーをとってくだ
さい。
DSNU569I

csect-name RESTORE OF obj-type
obj-qual.obj-name FROM DATA SET
data-set-name FAILED WITH RETURN
CODE return-code

説明: このメッセージは、RECOVER ユーティリティ
ーの RESTORE フェーズで出されます。 DFSMS 並行
コピーを復元するために DFSMSdss RESTORE コマン
ドが、data-set-name を指名して出されました。 戻りコ
ードは、DFSMSdss RESTORE から出ます。
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重大度:

4 (警告)

システムの処置: RECOVER ユーティリティーが次の
回復可能な点を検索します。 DFSMSdss が ADR メッ
セージをジョブ出力に出して、戻りコードの理由を示し
ます。
ユーザーの処置: この DFDSS RESTORE コマンドが
失敗した理由を調査することができます。 コンソー
ル・メッセージを集めてください。 戻りコードおよび
適切な DFSMSdss 資料にある ADR メッセージを調べ
てください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされた
1、85 の診断項目を収集してください。

受け取られた後、’site' ではリカバリーできなくなりま
す。 COPY ユーティリティーを用いて、’site' に関する
1 つまたは複数のコピーを作成し、将来のリカバリーの
基礎を設定します。
DSNU572I

説明: MODIFY RECOVERY ユーティリティーによ
り、指定された表スペースまたは索引スペースに関する
すべての SYSCOPY 表レコードが削除されました。
DSNUM ALL が指定された場合は、関係する
SYSLGRNX 行は削除されます。 表スペースまたは索引
スペースは、’site' ではリカバリーできなくなります。
’site' は、'LOCALSITE' または 'RECOVERYSITE' のい
ずれかになります。
重大度:

DSNU570I

csect-name obj-type obj-qual.obj-name
PARTITION part-num IS IN
INFORMATIONAL COPY PENDING

説明: 索引区画をリカバリーできるような新しい基礎を
確立するために、索引区画のイメージ・コピーをとる必
要があります。 これは通知状態ですので、索引は、読
み取りまたは書き込みアクセスに使用することができま
す。
重大度:

4 (警告)

DSNU571I

csect-name ALL site SYSCOPY
RECORDS FOR obj-type=
obj-qual.obj-name PARTITION=part-num
HAVE BEEN DELETED

説明: MODIFY RECOVERY ユーティリティーによ
り、指定された表スペースまたは索引スペース区画に関
するすべての SYSCOPY 表レコードが削除されまし
た。 DSNUM ALL が指定された場合は、関係する
SYSLGRNX 行は削除されます。 指定された表スペース
または索引スペースの 'part-num' は、 'site' ではリカバ
リーできなくなります。 ’site' は、'LOCALSITE' または
'RECOVERYSITE' のいずれかになります。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
す。

4 (警告)

システムの処置:
す。

重大度:

4 (警告)

システムの処置:
DSNU575I

処理は正常に完了します。

csect-name - MODIFY COMPLETED
SUCCESSFULLY

説明: このメッセージは、MODIFY ユーティリティー
が正常に完了したことを表しています。 古い
SYSIBM.SYSCOPY 項目について要求された終結処置
が、完了しました。
0 (通知)

システムの処置:
完了しました。

システム・プログラマーの応答: 指定された表スペース
または索引スペースの 'part-num' は、このメッセージが
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csect-name NO BACKUP COPIES
FOUND FOR THIS TABLESPACE OR
DATASET

説明: MODIFY RECOVERY ユーティリティーで、指
定された AGE より古いかまたは指定された DATE 以
前の SYSCOPY レコードを突き止めることができませ
ん。 レコードの削除は行われません。

重大度:
ユーティリティーの処理は継続されま

ユーティリティーの処理は継続されま

システム・プログラマーの応答: 表スペースまたは索引
スペースは、このメッセージが受け取られた後、’site'
ではリカバリーできなくなります。 COPY ユーティリ
ティーを用いて、’site' に関する 1 つまたは複数のコピ
ーを作成し、将来のリカバリーの基礎を設定します。
DSNU573I

ユーザーの処置: バックアップおよびリカバリー手順に
従って、索引区画あるいは索引全体のイメージ・コピー
をとってください。

csect-name ALL site SYSCOPY
RECORDS FOR obj-type=
obj-qual.obj-name HAVE BEEN
DELETED

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

MODIFY ユーティリティーは正常に

DSNU577I
DSNU577I

csect-name MODIFY HAS NOT
DELETED ALL SYSCOPY RECORDS
AS REQUESTED.

説明: 区画番号 (DSNUM) を指定して MODIFY
RECOVERY が呼び出されましたが、表スペース・レベ
ルのリカバリー可能点が、ユーザーが指定した DATE
または AGE より古いために、表スペース・レベルのリ
カバリー可能点より後のすべての SYSCOPY レコード
を削除できませんでした。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

す。 このユーティリティー・ジョブ・ステップの
UTILID は、再利用できるようになります。
DSNU581I

説明: このメッセージは、表スペースまたは索引スペー
スのリカバリー情報報告書の始まりを示しています。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: ユーティリティー処理が続行されま
す。

処理は正常に続行されます。
DSNU582I

DSNU578I

csect-name SYSLGRNX INFORMATION
FOR MEMBER member-name

説明: データ共用環境で、DSNU513 で報告された
SYSLGRNX レコードは、メンバー名別にグループ化さ
れています。 各グループ・メンバーは、そのヘッダ
ー・メッセージ DSNU578 によって識別されます。この
メッセージは、DSNU513 の前に出ます。
システムの処置: RECOVER ユーティリティーは、
LOGAPPLY フェーズで継続します。
DSNU579I

csect-name RECOVER UTILITY LOG
APPLY AT LOGPOINT xxx

DSNU580I

LOGAPPLY フェーズは正常に継続し

csect-name REPORT UTILITY
COMPLETE, ELAPSED TIME=hh/mm/ss

説明: このメッセージは、REPORT ユーティリティー
が正常に完了した時点で出されます。 REPORT ユーテ
ィリティーの開始から完了までの所要時間は、'hh' 時
間、 'mm' 分、'ss' 秒 でした。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、REPORT ユーテ
ィリティーが正常に完了したことを表しています。 こ
のユーティリティー・ジョブ・ステップ内に次のユーテ
ィリティー・ステートメントがあれば、その処理が続行
されます。 ステートメントがない場合、このユーティ
リティー・ジョブ・ステップが正常に終了すると、保持
されていたリソースは以降の処理に使用可能になりま

csect-name REPORT RECOVERY
obj-type obj-qual.obj-name SYSCOPY
ROWS

説明: これは、REPORT RECOVERY 出力の
SYSCOPY セクションのヘッダー・メッセージです。
このセクションは、表スペースまたは索引スペースに関
する SYSCOPY 行を表示します。情報が区画レベルで
表示されているかどうかは、REPORT RECOVERY 入力
ステートメントの DSNUM の指定によって示されま
す。 SYSCOPY 行の各フィールドは、以下のとおりで
す。
v TIMESTAMP
v ICTYPE

説明: このメッセージは、RECOVER ユーティリティ
ーの LOGAPPLY フェーズの進行を示します。適用され
た最も高い LOGPOINT は、xxx です。ログ・ポイント
の値は、データ共用以外の環境では RBA であり、デー
タ共用環境では LRSN です。
システムの処置:
ます。

csect-name REPORT RECOVERY
obj-type obj-qual.obj-name

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

次のような区切り文字が ICTYPE 値の前後に入る場
合があります。 * * -- 非イメージ・コピー syscopy
項目。 < > -- 表スペース区画のバランスをとる前の
イメージ・コピー。 ( ) -- LOG(NO) イベント前のイ
メージ・コピー。 索引のイメージ・コピーの場合、
LOG(NO) イベントがその下にある表スペースで起こ
っている場合があることに注意。
DSNUM
FILESEQNO
START_RBA
SHRLEVEL
DEVTYPE
ICBACKUP
DSNAME
STYPE
PIT_RBA
DSVOLSER
HIGHDSNUM
LOWDSNUM

フィールドについては、DB2 SQL 解説書 の付録 C に
ある SYSIBM.SYSCOPY 表を参照してください。
重大度: 0 (通知)
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DSNU583I • DSNU588I
DSNU583I

csect-name SYSLGRNX ROWS FROM
REPORT RECOVERY FOR obj-type
obj-qual.obj-name

説明: これは、REPORT RECOVERY 出力の
SYSLGRNX セクションのヘッダー・メッセージです。
このセクションでは、REPORT RECOVERY 入力ステー
トメントで指定された表スペース、索引スペース、また
は区画に関する SYSLGRNX 行が表示されます。
SYSLGRNX 行のフィールドは、以下のとおりです。
v UCDATE - 変更日付
v UCTIME - 変更時刻
v START RBA - RBA 開始
v STOP RBA - RBA 停止
v START LRSN - LRSN 開始
v STOP LRSN - LRSN 停止
v DSNUM - 区画番号
v MEMBER - データ共用メンバー
無効な SYSLGRNX レコードは、末尾に ’**’ でマーク
されます。 無効な SYSLGRNX レコードは、リカバリ
ー範囲の外側にあるため、リカバリー用に使用できませ
ん。そのレコードが ’**’ でマークされている場合は、
DSNU594 メッセージがこのメッセージの前に出ていま
す。
最後の FULL IMAGE COPY、LOAD REPLACE LOG
YES、または REORG LOG YES の後に作成された
SYSLGRNX レコードの終わりには ’*’ マークが付きま
す。
重大度:

DSNU585I

DSNU584I

処理は正常に続行されます。

csect-name REPORT RECOVERY
obj-type obj-qual.obj-name BSDS
VOLUMES

説明: REPORT RECOVERY 出力の BSDS VOLUMES
セクションに関するメッセージです。 このセクション
には、REPORT RECOVERY 入力ステートメントで指定
された表スペースまたは索引スペースに関連するアーカ
イブ・ログ (1 または 2) レコードの BSDS ボリューム
が入っています。 出力には、次の情報が含まれていま
す。
START TIME END TIME START RBA END RBA UNIT VOLSER DATA SET NAME
start
end
rba
rba device volume data set name
timestamp timestamp

最後の FULL IMAGE COPY、LOAD REPLACE LOG
YES、または REORG LOG YES の後に作成されたアー
カイブ・ログ・レコードの終わりには ’*’ マークが付き
ます。

処理は正常に続行されます。

csect-name REPORT RECOVERY
obj-type obj-qual.obj-name CURRENT

説明: このメッセージは、REPORT RECOVERY ユー
ティリティーの CURRENT オプションへの応答として
出されます。 これは、指定された表スペースまたは索
引スペースの最後のリカバリー可能点以降の情報だけが
報告されることを示しています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 正常なユーティリティーの処理が続行
されます。
DSNU586I

csect-name REPORT RECOVERY
obj-type obj-qual.obj-name SUMMARY:

説明: これは、REPORT RECOVERY ユーティリティ
ーの SUMMARY セクションのヘッダー・メッセージで
す。 RECOVER ユーティリティーによって使用され
る、すべてのボリュームが要約されています。
ボリューム内の任意のアーカイブ・ログ・レコードが、
最後の FULL IMAGE COPY、LOAD REPLACE LOG
YES、または REORG LOG YES の後に作成された場合
は、ボリューム名の終わりに ’*’ マークが付きます。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNU587I

0 (通知)

システムの処置:
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システムの処置:

csect-name REPORT TABLESPACE SET
WITH TABLESPACE dbname.tsname

説明: REPORT TABLESPACESET 出力のヘッダー・メ
ッセージです。 この出力には、REPORT
TABLESPACESET 入力ステートメントで指定された表
スペースに関連した、すべての表スペース、表、および
従属表が含まれています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: ユーティリティーの処理が正常に続行
されます。
DSNU588I

csect-name NO DATA TO BE
REPORTED

説明: このメッセージは、REPORT 出力のセクション
にデータを見つけることができないときに出されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
す。
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ユーティリティーの処理は継続されま

DSNU589I
DSNU589I

csect-name REPORT RECOVERY
obj-type obj-qual.obj-name COMPLETE

説明: このメッセージは、REPORT RECOVERY ユー
ティリティーでの表スペースまたは索引スペース の
RECOVERY 情報の報告が、正常に完了したときに出さ
れます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、REPORT
RECOVERY ユーティリティーが正常に完了したことを
表しています。 このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップ内に次のユーティリティー・ステートメントがあれ
ば、その処理が続行されます。 ステートメントがない
場合、このユーティリティー・ジョブ・ステップが正常
に終了すると、保持されていたリソースは以降の処理に
使用可能になります。 このユーティリティー・ジョ
ブ・ステップの UTILID は、再利用できるようになりま
す。 REPORT RECOVERY からの出力は、現在、
RECOVER ユーティリティーに使用できるようになって
います。
DSNU590I

csect-name object RESOURCE NOT
AVAILABLE - object-name REASON =
X’reason-code’

説明: 'reason-code' に示された理由により、必要なオブ
ジェクトにアクセスできません。 'object-name' は、デー
タベース、表スペース、または索引スペースです。この
オブジェクトが停止状態に置かれ、区画をもつ場合、停
止状態は区画の 1 つまたは複数に適用されます。
重大度:

8 (エラー) または 4 (警告)

システムの処置: 戻りコードが 8 の場合、ユーティリ
ティー処理は終了します。戻りコードが 4 の場合、ユ
ーティリティー処理は次の要求へ続きます。
ユーザーの処置: 使用できない原因を判別してくださ
い。 -DISPLAY DATABASE コマンドを使用すると、
この状況を判別することができます。そのオブジェクト
が使用可能になるようにしたうえで、ジョブを実行依頼
し直してください。
DSNU591I

csectname AN UNSUCCESSFUL
COMPLETION OF A LOG READ,
REASON=X’reason-code’

説明: DSNDB06.SYSCOPY、DSNDB01.DBD01、または
DSNDB01.SYSUTIL の SYSCOPY レコードの LOG
READ 時に、DB2 のロギング・マネージャーのサブコ
ンポーネントがエラーを検出しました。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

問題判別: 問題判別のために、本書の 859 ページの『第
4 部 DB2 コード』 に示されている理由コードを調べ
てください。
DSNU592I

csect-name REPORT RECOVERY
INFORMATION FOR DATA SHARING
MEMBER member-name

説明: REPORT RECOVERY ユーティリティーは、こ
のメッセージを SYSLGRNX および BSDS レコードの
見出しとして、またはデータ共用メンバーの BSDS 要
約情報として表示します。報告するデータがある場合
は、このメンバーについてのレコードが続きます。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: ユーティリティーの処理は継続されま
す。
DSNU593I

csect-name REPORT RECOVERY
ENVIRONMENT INFORMATION:
MINIMUM RBA: rba1 MAXIMUM RBA:
rba2 MIGRATING RBA: rba3

説明: REPORT ユーティリティーは、このメッセージ
を出して、RECOVER ユーティリティーが使用したリカ
バリー環境情報を表示します。最大 RBA と最小 RBA
によって、データ共用の開始前に、ログ上の可能なリカ
バリー・ポイントの範囲が示されます。マイグレーショ
ンする RBA は、DB2 第 3 版から第 4 版へのマイグ
レーションの時点での RBA を表します。報告するデー
タがある場合は、REPORT ユーティリティーからのその
他のメッセージが、 SYSCOPY、SYSLGRNX および
BSDS レコード表示の後に続いて出されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
す。
DSNU594I

ユーティリティーの処理は継続されま

csect-name DB2 ENCOUNTERED
SYSLGRNX RECORDS THAT CANNOT
BE USED FOR RECOVERY.

説明: リカバリーの範囲の外側にあるためにリカバリー
に使用できない 1 つまたは複数の SYSLGRNX レコー
ドをユーティリティーが検出しました。 無効な
SYSLGRNX レコードには、メッセージ DSNU583I の下
のレコードの末尾に ’**’ のマークが付きます。
重大度:
エラー)

4 (REPORT - 警告) または 8 (RECOVER -

システムの処置: REPORT ユーティリティー処理は継
続されます。 RECOVER ユーティリティーは終了しま
す。
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DSNU595I
システム・プログラマーの応答: RECOVER ユーティ
リティーを TOCOPY オプションを用いて実行してくだ
さい。
DSNU595I

csect-name ERROR IN GETTING THE
HIGHEST MEMBER ID IN DATA
SHARING.

説明: REPORT ユーティリティーは有効な最高メンバ
ー ID を見つけることができませんでした。 最高メン
バーは、データ共用グループを結合させる最後のメンバ
ーです。 このメッセージは、データ共用環境において
だけ出されます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: REPORT ユーティリティーは異常終
了します。
システム・プログラマーの応答: これは内部 DB2 エラ
ーかもしれません。 問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
DSNU596I

csect-name ERROR IN GETTING THE
MEMBER NAME FOR MEMBER ID

説明: REPORT ユーティリティーがメンバー ID につ
いて有効なメンバー名を見つけることができず、または
提供されたメンバー ID が無効です。 このメッセージ
は、データ共用環境においてだけ出されます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
了します。

REPORT ユーティリティーは異常終

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 内部問
題である可能性があります。 問題の識別および報告に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2
部を参照してください。
DSNU597I

csect-name INVALID SYSLGRNX
INFORMATION FROM REPORT
RECOVERY

説明: これは、REPORT RECOVERY 出力の無効な
SYSLGRNX レコードについてのヘッダー・メッセージ
です。 このセクションには、リカバリーのための無効
な情報を含む SYSLGRNX レコードがリストされていま
す。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
す。

ユーティリティーの処理は継続されま

ユーザーの処置:

データ共用が使用可能になる前に生成
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されたゼロ・メンバー ID を用いて無効な SYSLGRNX
レコードを調べてみてください。 MODIFY ユーティリ
ティーを使って、無効な SYSLGRNX レコードを削除す
ることができます。
DSNU599I

csect-name obj-type obj-qual.obj-name HAS
BEEN RECOVERED TO A
CONSISTENT POINT IN TIME WITH
obj-type obj-qual.obj-name

説明: このメッセージは、索引とその下にある表スペー
スが整合のとれた時点までリカバリーされたときに出ま
す。 整合性がとれた時点とは、共通の QUIESCE 点、
あるいは共通の SHRLEVEL REFERENCE コピー・セッ
ト (オブジェクトが、 SHRLEVEL REFERENCE を指定
して、同じリストにコピーされている) のことです。リ
カバリーが完了すれば、索引は、読み取りアクセスと書
き込みアクセスに使用することができます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: リカバリー処理が続行されます。
DSNU600I

csect-name INDEX creator.index-name
POINTS TO A DIFFERENT
DATABASE.

説明: 指定された索引が、選択されたデータベース内の
表を指していません。形式 1 の RUNSTATS 呼び出し
の場合、このデータベースは、 TABLESPACE パラメー
ターで指定された (または、デフォルトで使用された)
データベースです。形式 2 の RUNSTATS 呼び出しの
場合、このデータベースは索引名リスト内の最初の索引
を含むデータベースです。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 残りのすべての RUNSTATS 呼び出
しパラメーターが妥当性検査され、実行中のユーティリ
ティー・ジョブは終了します。このジョブ・ステップ内
の前のユーティリティーで実行された作業は、有効なま
まです。 後続のユーティリティー制御ステートメント
は、破棄されます。 このユーティリティー・ジョブ・
ステップについてのレコードは、システムに保持されま
せん。したがって、再始動できません。
ユーザーの処置: リスト内のすべての索引が同じデータ
ベースを指し示すようにしてから、 RUNSTATS ジョブ
を実行依頼し直してください。
問題判別: カタログ表 SYSIBM.SYSINDEXES を参照
して、索引の基盤になる表を判別してください。この表
は、RUNSTATS ユーティリティーが用いるデータベー
スおよび表スペースの中になければなりません。
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DSNU601I
DSNU601I

csect-name INDEX creator.index-name
POINTS TO A DIFFERENT
TABLESPACE.

説明: 指定された索引は、選択された表スペース内の表
を指していません。この表スペースは、TABLESPACE
パラメーターで指定されたものか、あるいは指定された
最初の索引で指し示された表を含んでいる表スペースで
す。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 残りのすべての RUNSTATS 呼び出
しパラメーターが妥当性検査され、実行中のユーティリ
ティー・ジョブは終了します。このジョブ・ステップ内
の前のユーティリティーで実行された作業は、有効なま
まです。 後続のユーティリティー制御ステートメント
は、破棄されます。 このユーティリティー・ジョブ・
ステップについてのレコードは、システムに保持されま
せん。したがって、再始動できません。
ユーザーの処置: リスト内のすべての索引が、ターゲッ
ト表スペース内の表を指し示すようにしてから、
RUNSTATS ジョブを実行依頼し直してください。
問題判別: カタログ表 SYSIBM.SYSINDEXES を参照
して、索引の基盤になる表を判別してください。
SYSIBM.SYSINDEXES で見つかった表名をもとに、カ
タログ表 SYSIBM.SYSTABLES を参照して、その表を
含む表スペースを判別してください。
DSNU602I

csect-name STATISTICS ARE NOT
COLLECTED FOR NONPARTITIONED
INDEX creator.index-name

説明: 区画に分割されていない索引が存在する場合の
LOAD あるいは REORG ユーティリティーでは、イン
ライン統計が、完全な索引スキャンを行います。 区画
に分割されていない索引全体に関して、統計が集められ
ます。 LOAD/REORG ユーティリティーに対して、
PART キーワードおよび STATISTICS キーワードを指
定すると、この警告メッセージが出ます。それは、論理
部分ベースに関しては統計情報が集められないためで
す。
システムの処置: INDEX ALL が指定されると、区画
に分割されていない索引ごとにこのメッセージが出ま
す。
重大度:

4 (警告)

ユーザーの処置: このオブジェクトに対して runstats
ユーティリティーを実行してください。

DSNU603I

csect-name - OBJECT=object-name HAS
AN INCOMPLETE DEFINITION

説明: 指定されたオブジェクト (TABLE または
TABLE SPACE) の定義が完全でありません。 これは、
以下のエラーのいずれかによって起こることがありま
す。
v 表スペース内に表を定義していない (RC=4)。
v 表スペースが区画に分割されている場合に、区画に分
割された付随する索引を作成していない (RC=8)。
重大度:

8 (エラー) または 4 (警告)

システムの処置: 戻りコードが 8 の場合、ユーティリ
ティー処理は終了します。 戻りコードが 4 の場合、ユ
ーティリティー処理は次の要求へ続きます。
ユーザーの処置: 表スペース内に少なくとも 1 つの表
を定義するか、あるいは表スペースが区画に分割されて
いる場合には付随する区画に分割された索引を作成する
かして、表スペース定義を完全なものにしてください。
問題判別: カタログに対して SQL SELECT ステート
メントを出して、その表スペースに対する表または区画
に分割された索引が作成されていなかったかどうかを判
別してください。
DSNU604I

csect-name object IS EMPTY

説明: 現在 RUNSTATS ユーティリティーによって走
査されているオブジェクトには、レコードが含まれてい
ません。 'object' は、TABLESPACE または
INDEXSPACE です。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 現在走査中のオブジェクトは、カタロ
グに空として記録されます。このオブジェクトに関する
統計が更新され、次のオブジェクトがあれば、
RUNSTATS は引き続きそのオブジェクトを走査しま
す。

# DSNU605I
#
#

csect-name ERROR OCCURRED IN
ACCESSING TABLESPACE
database-name.tablespace-name

説明: 前に生じたエラーが原因で、RUNSTATS が
TABLESPACE 'creator.tbspname' を走査することができ
ません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 実行中のユーティリティー・ジョブ・
ステップは終了します。 このジョブ・ステップ内の前
のユーティリティーで実行された作業は、有効なままで
す。 後続のユーティリティー制御ステートメントは、
破棄されます。 このユーティリティー・ジョブ・ステ
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ップについてのレコードは、システムに保持されませ
ん。したがって、再始動できません。
ユーザーの処置: 前に出されたエラー・メッセージを調
べて、エラーを識別してください。エラーを訂正できる
場合は、RUNSTATS ユーティリティーを新しいユーテ
ィリティー・ジョブ・ステップで再実行依頼してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
and Reference」の第 2 部を参照してください。
問題判別: 前に出されたメッセージに、このエラーが示
されています。 詳しい問題判別については、本書のこ
れらのメッセージに関する情報を参照してください。
DSNU606I

csect-name USER NOT AUTHORIZED
TO ACCESS TABLESPACE
database-name.tablespace-name

説明: このユーザーは、TABLESPACE
'creator.tbspname' に対して RUNSTATS ユーティリティ
ーを実行する許可を得ていません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 実行中のユーティリティー・ジョブ・
ステップは終了します。 このジョブ・ステップ内の前
のユーティリティーで実行された作業は、有効なままで
す。 後続のユーティリティー制御ステートメントは、
破棄されます。 このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップについてのレコードは、システムに保持されませ
ん。したがって、再始動できません。
ユーザーの処置: システム管理責任者に連絡をとって適
切な許可を得るか、あるいは、必要な許可を得ている別
のユーザーに、このユーティリティーの実行を代行して
もらってください。
DSNU607I

csect-name ERROR OCCURRED
ACCESSING INDEXSPACE
creator.index-name

説明: 前に生じたエラーが原因で、RUNSTATS が
INDEXSPACE 'creator.indexspacename' を走査することが
できません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 実行中のユーティリティー・ジョブ・
ステップは終了します。 このジョブ・ステップ内の前
のユーティリティーで実行された作業は、有効なままで
す。 後続のユーティリティー制御ステートメントは、
破棄されます。 このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップについてのレコードは、システムに保持されませ
ん。したがって、再始動できません。
ユーザーの処置:

640

前に出されたエラー・メッセージを調

べて、エラーを識別してください。エラーを訂正できる
場合は、RUNSTATS ユーティリティーを新しいユーテ
ィリティー・ジョブ・ステップで再実行依頼してくださ
い。
問題判別: 前に出されたメッセージに、このエラーが示
されています。 詳しい問題判別については、本書のこ
れらのメッセージに関する情報を参照してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
DSNU608I

csect-name USER NOT AUTHORIZED
TO ACCESS INDEXSPACE
creator.index-name

説明: このユーザーは、INDEXSPACE
'creator.indexspacename' に対して、 RUNSTATS ユーテ
ィリティーを実行する許可を得ていません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 実行中のユーティリティー・ジョブ・
ステップは終了します。 このジョブ・ステップ内の前
のユーティリティーで実行された作業は、有効なままで
す。 後続のユーティリティー制御ステートメントは、
破棄されます。 このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップについてのレコードは、システムに保持されませ
ん。したがって、再始動できません。
ユーザーの処置: システム管理責任者に連絡をとって適
切な許可を得るか、あるいは、必要な許可を得ている別
のユーザーに、このユーティリティーの実行を代行して
もらってください。
DSNU609I

csect-name TABLE table-name IS IN A
DIFFERENT TABLESPACE

説明: RUNSTATS TABLE キーワードの表名リストに
リストされている表が、指定された表スペースの中にみ
つかりません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 実行中のユーティリティー・ジョブ・
ステップは終了します。 このジョブ・ステップ内の前
のユーティリティーで実行された作業は、有効なままで
す。 後続のユーティリティー制御ステートメントは、
破棄されます。 このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップについてのレコードは、システムに保持されませ
ん。したがって、再始動できません。
ユーザーの処置: リスト内のすべての表を、指定された
表スペースに入れてから、ユーティリティーを再実行依
頼し直してください。
問題判別:

カタログ表 SYSIBM.SYSTABLES を参照し
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て、この表が入れられている表スペースを判別してくだ
さい。
DSNU610I

csect-name catalog-table-name CATALOG
UPDATE FOR object-name
SUCCESSFUL

説明: このメッセージは、CATALOG TABLE
'catalog-table-name' 内の統計列の更新が成功したことを
示しています。
重大度:

DSNU611I

説明: COLUMN キーワードのオペランドとして指定さ
れた列名が、指定された表に見つかりません。
8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー呼び出しステートメ
ントの妥当性検査は完了し、実行中のユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは終了します。
ユーザーの処置: このメッセージで示された列名が、指
定した表の正しい列名かどうかを確かめてください。
問題判別: ユーティリティー呼び出しステートメントで
指定された列名が、 SYSIBM.SYSCOLUMNS カタログ
表にある列名と同じであることを確かめてください。
すべてのエラーを訂正して、ユーティリティー・ジョブ
を出し直してください。
DSNU612I

|
|

csect-name SYSTABLESPACE
CATALOG STATISTICS FOR
tspace-name NACTIVE = nactive
NACTIVEF = nactive

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、表スペース
tspace-name について収集された統計を報告するため
に、このメッセージを出します。
nactive
この表スペース内のアクティブ・ページの数。
このメッセージは、SYSPRINT に送られます。
重大度:

CARD

| CARDF

次のカタログ表の処理が続行されま

csect-name COLUMN column-name NOT
FOUND FOR TABLE creator.table-name

0 (通知)

システムの処置: RUNSTATS の処理が続行されます。
ユーザーの処置: RUNSTATS 統計については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。

csect-name SYSTABLEPART CATALOG
STATISTICS FOR table-space-name
PARTITION part-num

:

0 (通知)

システムの処置:
す。

重大度:

DSNU613I

|
|
|
|
|
|

NEARINDREF
FARINDREF
PERCACTIVE
PERCDROP
PAGESAVE
SPACE
SPACEF
PQTY
SQTY
DSNUM
EXTENTS

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

cardinality
cardinality
nearindref
farindref
peractive
percdrop
pagesave
space
space
pqty
sqty
dsnum
extents

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、収集された統
計を報告するために、このメッセージを出します。
part-num が 0 の場合、この統計は、表スペース全体に
適用されます。 part-num が 0 でなければ、統計は、表
スペースの指定された区画に適用されます。
cardinality
報告された区画番号内の行数
nearindref
元のページの近くに再配置された行数
farindref
元のページから離れて再配置された行数
peractive
アクティブ表に実際のデータが占めるスペース
の割合 (パーセント)
percdrop
除去された表のデータ行が占めるスペースの割
合 (パーセント)
pagesave
データ圧縮の使用によって表スペースまたは区
画で節約されたページの割合 (パーセント)

| space
|

現在すべてのエクステントに割り当てられてい
るスペース (K バイト単位)。

| pqty
|

データ・セット用の 1 次スペース割り振り
(4K ブロック)。

| sqty
|

データ・セット用の 2 次スペース割り振り
(4K ブロック)。

| dsnum データ・セット数。
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| extents
オブジェクトの最後のデータ・セットのエクス
|
テント数。
|
このメッセージは、SYSPRINT に送られます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

RUNSTATS の処理が続行されます。

ユーザーの処置: RUNSTATS 統計については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。
DSNU614I

csect-name SYSTABLES CATALOG
STATISTICS FOR table-name

:

|

|
|

CARD
CARDF
NPAGES
NPAGESF
PCTPAGES
PCTROWCOMP
AVGROWLEN
SPACEF

=
=
=
=
=
=
=
=

cardinality
cardinality
npages
npages
pctpages
pctrowcomp
avgrowlen
space

重大度:

0 (通知)

システムの処置: RUNSTATS の処理が続行されます。
ユーザーの処置: RUNSTATS 統計の詳細については、
DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照し
てください。
DSNU615I

csect-name SYSCOLUMNS CATALOG
STATISTICS FOR column-name

:
COLCARD
COLCARDF
LOW2KEY

= cardinality
= cardinalityHIGH2KEY
= low2key

= high2key

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、列
'column-name' について収集した統計を報告するため
に、このメッセージを出します。 表を示すために、メ
ッセージ DSNU619I が出されます。
cardinality
列の個別値の数
high2key
列の 2 番目に高い値
low2key
列の 2 番目に低い値

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、指定された表
について収集した統計を報告するために、このメッセー
ジを出します。 以下の統計が示されます。
cardinality
表内の行数。
LARGE 表スペースの場合、CARD の値は -1
に設定されます。
npages
この表の行が入っているページ数。
pctpages
この表からの行が入っている表スペースの合計
ページの割合 (パーセント）。
pctrowcomp
この表の合計アクティブ行のうち、圧縮行数の
割合 (パーセント）。

|
|

avgrowlen
合計バイト数を行数で割った数。

|
|

space

'high2key' および 'low2key' の値がヌルである場合は、
RUNSTATS の呼び出し側が、この表の読み取り許可を
得ていません。
LARGE 表スペースの場合、COLCARD の値は -1 に設
定されます。
RUNSTATS は、浮動小数点フィールドを使用して、こ
れらの統計を報告します。
このメッセージは、SYSPRINT に送られます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: RUNSTATS 統計については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。
DSNU616I

現在すべてのエクステントに割り当てられてい
るスペース (K バイト単位)。

csect-name SYSCOLDIST CATALOG
STATISTICS FOR column-name,
column-name, column-name ...

RUNSTATS は、浮動小数点フィールドを使用して、こ
れらの統計を報告します。

:

FREQUENCY

COLVALUE

このメッセージは、SYSPRINT に送られます。

frequency

X 『hex_string』
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FREQUENCY

COLVALUE

frequency

X 『hex_string』

...

...

frequency

X 『hex_string』

DSNU617I

:

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、索引付き列
'column-name' について収集した統計を報告するため
に、このメッセージを出します。 複数の列がリストさ
れる場合は、集計された統計および報告された列の値に
は、それらの列の連結状況が示されます。
CARDINALITY の値は、リストされた列に対する異なる
値の数を示します。 この統計は、KEYCARD オプショ
ンが指定された場合のみ表示されます。
FREQUENCY の値は、DB2 カタログに挿入される値と
同じです。 各 'frequency' は、右端から 2 つ目の桁に
暗黙の小数点をもつ 4 桁の数値と考えてください。 結
果の数値は、指定された索引列について特定の値を含ん
でいる、表の総行数の割合 (パーセント)です。
頻度は、COLVALUE の下にリストされる単一の値のオ
カレンスに関連しています。
最も頻度の高い値に対する頻度は、デフォルト値、ある
いは FREQVAL オプションが指定されており、 0 を超
える COUNT 値が定義されている場合に収集されま
す。 デフォルトの場合は、最も頻繁に発生する値 10
個が発生頻度の高い順に報告されます。
値が 9 個以下しか表示されない場合は、索引内には
異なる値が 9 個以下しか存在していません。
値が表示されない場合は、値が分散しています。
頻度は示されているが、列値が表示されていない場
合は、 RUNSTATS の呼び出し側が表の読み取りを
許可されていません。 表を示すために、メッセージ
DSNU619I が出されます。

|

CLUSTERED
CLUSTERRATIO
CLUSTERRATIOF
FIRSTKEYCARD
FIRSTKEYCARDF
NLEAF
NLEVELS
SPACEF

システムの処置:

clustered
clusterratio
clusterratio
firstkeycard
firstkeycard
nleaf
nlevels
space

clustered
表がこの索引によって実際にクラスター化され
ているかどうか (YES または NO)。
cluster-ratio
この索引に関してクラスター配列になっている
データ行の割合 (パーセント)。
float-cluster-ratio
0 と 1 の間の数値であり、100 倍するとこの
索引に対してクラスター順になっている区画内
のデータ行の割合 (パーセント) となる。
first-key
最初のキー列の個別値の数。
full-key
キーの個別値の数。
nleaf

索引内のアクティブなリーフ・ページの数。

nlevels
索引ツリー内のレベルの数。

| space
|

0 (通知)

=
=
=
=
=
=
=
=

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、索引
'index-name' について収集した統計を報告するために、
このメッセージを出します。

このメッセージは、SYSPRINT に送られます。
重大度:

csect-name SYSINDEXES CATALOG
STATISTICS FOR index-name

現在すべてのエクステントに割り当てられてい
るスペース (K バイト単位)。

処理は続行されます。

ユーザーの処置: RUNSTATS 統計については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。

LARGE 表スペースの場合、FIRSTKEYCARD および
FULLKEYCARD の値は -1 に設定されます。
RUNSTATS は、浮動小数点フィールドを使用して、こ
れらの統計を報告します。
このメッセージは、SYSPRINT に送られます。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: RUNSTATS 統計については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。
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csect-name SYSINDEXPART CATALOG
STATISTICS FOR index-name
PARTITION part-num

:

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

CARD
CARDF
NEAROFFPOS
NEAROFFPOSF
FAROFFPOS
FAROFFPOSF
LEAFDIST
SPACEF
DSNUM
EXTENTS
LEAFNEAR
LEAFFAR
PSEUDO_DEL_ENTRIES

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

cardinality
cardinality
near-off
near-off
far-off
far-off
leafdist
space
dsnum
extents
leafnear
leaffar
pseudo_del_entries

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、索引
'index-name' について収集した統計を報告するために、
このメッセージを出します。 'part-num' が 0 の場合、
この統計は、索引全体に適用されます。 'part-num' が 0
でなければ、統計は、索引の指定された区画に適用され
ます。
cardinality
区画または索引の行数。
near-off
最適位置ではないがその近くの位置を指し示す
行数。
最適位置から遠く離れた位置を指し示す行数。

far-off
leafdist

索引の順次アクセスにおいて、連続するリー
フ・ページ相互間のページ ID の平均距離を
100 倍した値。

| space
|

現在すべてのエクステントに割り当てられてい
るスペース (K バイト単位)。

| dsnum データ・セット数。
| extents
オブジェクトの最後のデータ・セットのエクス
|
テント数。
|
| leafnear
連続したアクティブ葉ページの、直前の葉ペー
|
ジに物理的に近い葉ページ数。
|

| pseudo_del_entries
論理的に削除される項目数。
|
LARGE 表スペースの場合、CARD、NEAROFFPOS、お
よび FAROFFPOS の値は -1 に設定されます。
RUNSTATS は、浮動小数点フィールドを使用してこれ
らの統計を報告します。
このメッセージは、SYSPRINT に送られます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: RUNSTATS 統計については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。
DSNU619I

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、許可 ID
'auth_id' が表 'table_name' に関して特権をもっていない
ことを報告するために、このメッセージを出します。
メッセージ DSNU615I、DSNU616I、DSNU625I、および
DSNU626I が報告する列値には、ヌル値をもつものもあ
ります。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: RUNSTATS の処理が続行されます。
ユーザーの処置: キー値を入手するためには、ユーザー
はその表に対する許可を得ていなければなりません。報
告オプションを指定して、RUNSTATS ユーティリティ
ーを実行し直すことができます。
DSNU620I

csect-name RUNSTATS CATALOG
STATISTICS STATSTIME = timestamp

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、このメッセー
ジで統計が収集された時点のタイム・スタンプ値を報告
します。 値 'timestamp' は、更新されたすべての統計表
に共通です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: RUNSTATS 統計の詳細については、
DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照し
てください。

| leaffar 索引スキャンでアクセスされた、連続したアク
ティブ葉ページの、直前の葉ページより物理的
|
に遠い葉ページ数。
|
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csect-name - USER auth_id DOES NOT
HAVE PRIVILEGE ON TABLE
table_name
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DSNU621I
DSNU621I

csect-name RUNSTATS
COMMIT/ROLLBACK FAILED

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、収集した統計
でカタログを更新し、これらの変更をコミットしようと
したか、あるいはエラーがあったためにロールバック処
理を実行してこれらの変更を除去しようとしました。
コミットまたはロールバックが失敗に終わりました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: RUNSTATS 処理は終了します。 ユ
ーティリティー・ジョブ・ステップ内の以降のユーティ
リティー制御ステートメントは、実行されます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

| DSNU622I
|
|
|
|
|
|

csect-name CATALOG ACCESS FOR
object-name NOT SUCCESSFUL,
REASON=reason-code

説明: オブジェクト object-name のカタログ・アクセ
ス・エラー、および理由コード reason-code が原因で、
インライン統計の使用時に、オブジェクトに対するカタ
ログの更新、挿入、または選択に失敗しました。
重大度:

v 全体の表スペース、表、または索引。
v 各区画。
DSNU624I

csect-name SYSTABSTATS CATALOG
STATISTICS FOR table-name
PARTITION part-num

:

| CARD または CARDF

= cardinality
= npages
= pctpages
= nactive
= pctrowcomp

NPAGES
PCTPAGES
NACTIVE
PCTROWCOMP

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、このメッセー
ジで、表を含む表スペースの指定された区画について収
集した統計を報告します。 以下の統計が示されます。
cardinality
この表スペース区画内の行数。
npages
この表スペース区画の行が現れるページ数。
pctpages
表スペース区画の合計ページにこの表が占める
割合 (パーセント)。
nactive
この表スペース区画内のアクティブ・ページの
数。

4 (警告)

ユーザーの処置: オブジェクトに対して RUNSTATS
ユーティリティーを実行してください。

pctrowcomp
この区画内の、合計アクティブ行のうち、圧縮
行数の割合 (パーセント)。

DSNU623I

このメッセージは、SYSPRINT に送られます。

csect-name - catalog-table-name
CATALOG NOT UPDATED WITH
AGGREGATE STATISTICS FOR
object-name BECAUSE SOME
PARTITIONS HAVE NO VALID
STATISTICS

説明: 集合統計が要求されましたが、すべての区画につ
いての区画統計は存在しません。 区画統計がないと、
集合統計を計算することはできません。 'object-name' に
関する統計は、指定された DB2 カタログ表では更新さ
れません。
このメッセージの考えられる原因の １ つとして、可変
長列の長さを変更し、 PART オプションで RUNSTATS
を実行しようと試みたことがあげられます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: RUNSTATS ユーティリティーを実行
して、以下のものの統計を集めてください。

重大度:

0 (通知)

システムの処置:

RUNSTATS の処理が続行されます。

ユーザーの処置: RUNSTATS 統計については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。
DSNU625I

csect-name SYSCOLSTATS CATALOG
STATISTICS FOR column-name
PARTITION part-num

:
COLCARD
HIGHKEY
HIGH2KEY
LOW2KEY
LOWKEY

= cardinality
= highkey
= high2key
= low2key
= lowkey
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DSNU626I
暗黙の小数点をもつ 4 桁の数値と考えてください。 結
果の数値は、指定された索引列について特定の値を含ん
でいる、表の総行数の割合 (パーセント)です。

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、このメッセー
ジで表の列 'column-name' の区画 'part-num' について収
集した統計を報告します。表を示すために、メッセージ
DSNU619I が出されます。

頻度は、COLVALUE の下にリストされる単一の値のオ
カレンスに関連しています。

cardinality
この区画の列の個別値の数。

最も頻度の高い値に対する頻度は、デフォルト、あるい
は FREQVAL オプションが指定されており、 0 を超え
る COUNT 値が定義されている場合に収集されます。
デフォルトの場合は、最も頻繁に発生する値 10 個、お
よび区画内の最低値と最高値 (頻度の高い 10 個の値に
含まれていない場合) が頻度の高い順に報告されます。

highkey
この区画の列の最も高い値。
high2key
この区画の列の 2 番目に高い値。
low2key

値が 9 個以下しか表示されない場合は、索引内には
異なる値が 9 個以下しか存在していません。

この区画の列の 2 番目に低い値。
lowkey この区画の列の最も低い値。

値が表示されない場合は、値が分散しています。

'highkey'、'high2key'、'low2key'、および 'lowkey' の値が
ヌルである場合は、RUNSTATS の呼び出し側が表の読
み取りを許可されていません。

頻度は示されているが、列値が表示されていない場
合は、 RUNSTATS の呼び出し側が表の読み取りを
許可されていません。 表を示すために、メッセージ
DSNU619I が出されます。

このメッセージは、SYSPRINT に送られます。
重大度:

このメッセージは、SYSPRINT に送られます。

0 (通知)

システムの処置:

重大度:

処理は続行されます。

システムの処置:

ユーザーの処置: RUNSTATS 統計については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。
DSNU626I

:

DSNU627I

frequency

X 『hex_string』

frequency

X 『hex_string』

...

...

frequency

X 『hex_string』

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、索引付き列
'column-name' の区画 'part-num' について収集された統
計を報告するために、このメッセージを出します。複数
の列がリストされる場合は、集計した統計および報告し
た列の値には、列の連結状況が示されます。
CARDINALITY の値は、リストされた列に対する異なる
値の数を示します。 この統計は、KEYCARD オプショ
ンが指定された場合のみ表示されます。
FREQUENCY の値は、DB2 カタログに挿入される値と
同じです。 各 'frequency' は、右端から 2 つ目の桁に
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csect-name SYSINDEXSTATS CATALOG
STATISTICS FOR index-name
PARTITION part-num

:

CARDINALITY = cardinality
COLVALUE

処理は続行されます。

ユーザーの処置: RUNSTATS 統計については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。

csect-name SYSCOLDISTSTATS
CATALOG STATISTICS FOR
column-name, column-name, column-name
... PARTITION part-num

FREQUENCY

0 (通知)

|
|
|
|
|
|

CLUSTERRATIO または CLUSTERRATIOF = cluster-ratio
FIRSTKEYCARD または FIRSTKEYCARDF = first-key
FULLKEYCARD または FULLKEYCARDF = full-key
NLEAF = nleaf
NLEVELS = nlevels
KEYCOUNT または KEYCOUNTF = keycount
説明: RUNSTATS ユーティリティーは、このメッセー
ジで索引 index-name の区画 part-num について収集し
た統計を報告します。
cluster-ratio
この索引に関してクラスター配列になっている
区画のデータ行の割合 (パーセント)。
first-key
この区画内の最初のキー列の個別値の数。
full-key
この区画内のキーの個別値の数。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU628I
nleaf

この索引区画内のアクティブなリーフ・ページ
の数。

DSNU630I

nlevels
この区画の索引ツリーのレベルの数。
keycount
この区画の索引キー (項目) の数。
このメッセージは、SYSPRINT に送られます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 処理は続行されます。
ユーザーの処置: RUNSTATS 統計については、DB2 ユ
ーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくだ
さい。
DSNU628I

csect-name STATISTICS WILL NO
LONGER BE COLLECTED ON
RESTART

説明: インライン統計を再始動できないため、
LOAD/REORG ユーティリティー再始動時にも統計情報
は集められません。 このエラー・メッセージは、
STATISTICS キーワードを指定して LOAD/REORG ユ
ーティリティーを再始動したときに出ます。
重大度:

DSNU629I

csect-name INLINE STATISTICS IS NOT
SUPPORTED FOR object-name

説明: 以下のディレクトリーおよびカタログ表スペース
上では、インライン統計の収集はサポートされません。
DSNDB06.SYSDBASE、DSNDB06.SYSDBAUT、
DSNDB06.SYSGROUP、DSNDB06.SYSPLAN、
DSNDB06.SYSVIEWS、DSNDB06.SYSSTATS、および
DSNDB01.DBD01。

|
|
|
|

このエラー・メッセージは、STATISTICS キーワードが
指定されているときに、カタログ・オブジェクトに対し
て REORG または REBUILD INDEX ユーティリティー
を実行したときに出されます。
重大度:

|
|
|
|

説明: RUNSTATS ユーティリティーは、このメッセー
ジで LOB 表スペースについて収集した統計を報告しま
す。
AVGSIZE
LOB 表スペース の LOB サイズの平均。
FREESPACE
LOB 表スペース のフリー・スペースの合計。
ORGRATIO
LOB 表スペース における編成の比率。値が 1
の場合は、LOB 表スペース の編成が完全であ
ることを示します。 1 より大きくなればなる
ほど、LOB 表スペース の編成の程度は低くな
ります。
システムの処置: RUNSTATS の処理が続行されます。
DSNU638I

4 (警告)

ユーザーの処置: このオブジェクトに対してユーティリ
ティーの実行後、runstats ユーティリティーを実行して
ください。

csect - UTILITY NOT ALLOWED TO
RUN ON TABLESPACE = tttttttt IN
ROSHARE READ DATABASE =
dddddddd

説明: ROSHARE READ データベースに定義されてい
る表スペースに対して STOSPACE ユーティリティーを
実行しようとする試みが失敗しました。 STOSPACE ユ
ーティリティーは、ROSHARE OWNER または共用以外
のデータベースでしか実行できません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: ストレージ・グループ内に次の表スペ
ースまたは索引スペースがあれば、その処理が続行され
ます。
ユーザーの処置: ROSHARE OWNER 属性を用いてデ
ータベースが定義されているシステムで、ユーティリテ
ィー・ジョブを実行依頼し直してください。
DSNU639I

4 (警告)

ユーザーの処置: キーワード STATISTICS をユーティ
リティーの JOB ステートメントから削除して、ユーテ
ィリティーを再実行してから、RUNSTATS ユーティリ
ティーを実行してください。

csect-name - SYSLOBSTATS CATALOG
STATISTICS FOR LOB table apace
AVGSIZE = avgsize FREESPACE =
freespace ORGRATIO = orgratio

csect - UTILITY NOT ALLOWED TO
RUN ON INDEX SPACE = iiiiiiii IN
ROSHARE READ DATABASE =
dddddddd

説明: ROSHARE READ データベースに定義されてい
る索引スペースに対して STOSPACE ユーティリティー
を実行しようとする試みが失敗しました。 STOSPACE
ユーティリティーは、ROSHARE OWNER または共用以
外のデータベースでしか実行できません。
重大度:

4 (警告)
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DSNU640I
システムの処置: ストレージ・グループ内に次の表スペ
ースまたは索引スペースがあれば、その処理が続行され
ます。
ユーザーの処置: ROSHARE OWNER 属性を用いてデ
ータベースが定義されているシステムで、ユーティリテ
ィー・ジョブを実行依頼し直してください。
DSNU640I

csect-name DATA SET= nnn OF
TABLESPACE= tttttttt IN DATABASE=
dddddddd HAS BEEN MIGRATED BY
HSM

説明: データ機能階層ストレージ・マネージャーによっ
て DB2 データ・セットがマイグレーションされている
ことを、STOSPACE ユーティリティーが検出しまし
た。 DATABASE 'dddddddd' 内の TABLESPACE 'tttttttt'
の DATA SET 'nnn' に使用されているストレージ・ス
ペースの量が判別できません。 カタログ内のスペース
割り振り情報には、マイグレーションされるデータ・セ
ットが使用するストレージは含まれていません。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: ストレージ・グループ内に次のデー
タ・セットがあれば、その処理が続行されます。
システム・プログラマーの応答: 必要であれば、HSM
を用いてデータ・セットを再び呼び出し、 STOSPACE
ユーティリティーを実行し直すことができます。
DSNU641I

csect-name DATA SET= nnn OF
INDEXSPACE= iiiiiiii IN DATABASE=
dddddddd HAS BEEN MIGRATED BY
HSM

説明: データ機能階層ストレージ・マネージャーによっ
て DB2 データ・セットがマイグレーションされている
ことを、STOSPACE ユーティリティーが検出しまし
た。 DATABASE 'dddddddd' 内の INDEXSPACE 'iiiiiiii'
の DATA SET 'nnn' に使用されているストレージ・ス
ペースの量が判別できません。 カタログ内のスペース
割り振り情報には、マイグレーションされるデータ・セ
ットが使用するストレージは含まれていません。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: ストレージ・グループ内に次のデー
タ・セットがあれば、その処理が続行されます。
システム・プログラマーの応答: 必要であれば、HSM
を用いてデータ・セットを再び呼び出し、 STOSPACE
ユーティリティーを実行し直すことができます。

DSNU642I

csect-name UNABLE TO ACCESS DBD
FOR DATABASE = dddddddd,
TABLESPACE = tttttttt

説明: STOSPACE ユーティリティーを用いて、データ
ベース記述子制御ブロックにアクセスすることができま
せん。 DBD 内の情報が得られないと、適切な ICF カ
タログからスペース割り振りデータを入手することがで
きません。 データベース 'dddddddd' 内の表スペース
'tttttttt' によって使用されているストレージ・スペース
を、判別することができません。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 次のストレージ・グループの処理が続
行されます。
ユーザーの処置: 使用できない原因を判別してくださ
い。 データベースが停止しているか、あるいは DBD
に無効のマークが付けられていることがあります。
-DISPLAY DATABASE コマンドを使用すると、この状
況を判別することができます。
システム・プログラマーの応答: DBD が使用不能であ
る理由を調べて、システムの訂正処置が必要かどうかを
判別してください。
問題判別: DSNT501I メッセージが、オペレーターのコ
ンソールに送られている可能性があります。 その場合
には、 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセージ』
のメッセージ DSNT501I の「問題判別」の項を参照し
てください。
DSNU643I

csect-name UNABLE TO ACCESS DBD
FOR DATABASE = dddddddd,
INDEXSPACE = tttttttt

説明: STOSPACE ユーティリティーを用いて、データ
ベース記述子制御ブロックにアクセスすることができま
せん。 DBD 内の情報が得られないと、適切な ICF カ
タログからスペース割り振りデータを入手することがで
きません。 データベース 'dddddddd' 内の索引スペース
'tttttttt' が使用しているストレージ・スペースを判別する
ことができません。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 次のストレージ・グループの処理が続
行されます。
ユーザーの処置: 使用できない原因を判別してくださ
い。 データベースが停止しているか、あるいは DBD
に無効のマークが付けられていることがあります。
-DISPLAY DATABASE コマンドを使用すると、この状
況を判別することができます。
システム・プログラマーの応答:
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DBD が使用不能であ

DSNU644I
る理由を調べて、システムの訂正処置が必要かどうかを
判別してください。
問題判別: DSNT501I メッセージが、オペレーターのコ
ンソールに送られている可能性があります。 その場合
には、 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセージ』
セクションのメッセージ DSNT501I の「問題判別」の
項を参照してください。
DSNU644I

csect-name USER user-name NOT
AUTHORIZED FOR STOSPACE
UTILITY

説明: ジョブ・ステートメントに指定したユーザーのユ
ーティリティー処理が失敗しました。そのユーザーが、
STOSPACE ユーティリティーの実行を許可されていな
かったためです。
重大度:

ユーザーの処置: このメッセージは、ストレージ・グル
ープが定義されていないことを示しています。 システ
ム・プログラマーに相談して、この条件が発生した理由
を判別してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージは、イ
ンストール処理 (またはその後の SQL 手順) によって
ストレージ・グループが定義されていなかったか、ある
いはこれらのストレージ・グループがすべて除去された
ことを示しています。 これがエラーであれば、
CREATE STOGROUP SQL ステートメントを用いて、
必要なストレージ・グループを再作成しなければなりま
せん。
DSNU646I

8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティー処理は、要求された
1 つまたは複数のユーティリティーを呼び出すことな
く、終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに連絡をと
り、ユーザー自身のセキュリティー区画指定について援
助を求めてください。
システム・プログラマーの応答: ジョブ・ステートメン
トに指定された USER が正しくない場合は、 USER を
訂正して、ジョブを再実行依頼してください。
STOSPACE ユーティリティーを実行するためには、ユ
ーザーは、SYSADM 権限か、あるいは、STOSPACE 特
権を取得していなければなりません。 SQL の GRANT
コマンドを用いて、必要な許可をユーザーに与えてくだ
さい。
DSNU645I

csect-name NO STORAGE GROUPS
NAME FOUND

説明: ユーザーが、すべてのストレージ・グループにつ
いて報告するように STOSPACE ユーティリティーに対
して要求しましたが、ストレージ・グループが見つかり
ません。
重大度:

再利用できるようになります。

4 (警告)

この条件は、後続の処理を妨げません。
システムの処置: このメッセージは、STOSPACE ユー
ティリティーが完了したことを示しています。 このユ
ーティリティー・ジョブ・ステップ内に次のユーティリ
ティー・ステートメントがあれば、その処理が続行され
ます。 ステートメントがない場合、このユーティリテ
ィー・ジョブ・ステップは正常に終了します。 リソー
スは解放されて、以前の使用可能状態に戻ります。 こ
のユーティリティー・ジョブ・ステップの UTILID は、

csect-name STORAGE GROUP NAME
nnnnnnnn NOT FOUND

説明: このメッセージは、要求されたストレージ・グル
ープのうちの 1 つが見つからなかった場合に、
STOSPACE によって出されます。
以下の状況が存在する可能性があります。
1. STOSPACE の実行の開始時の
SYSIBM.SYSSTOGROUP と、処理の途中または終了
時の SYSIBM.SYSSTOGROUP の間に、不一致が生
じている。 STOSPACE ユーティリティーの処理中
にストレージ・グループが除去されたことに、この
不一致の原因がある可能性があります。
2. ストレージ・グループの名前のつづりが誤りであ
る。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 次のストレージ・グループがあれば、
処理が正常に続行されます。
ユーザーの処置: SYSIBM.SYSSTOGROUP を参照し
て、ストレージ・グループ名が存在するかどうか、ある
いはつづりに誤りがないかどうかを確かめてください。
正しいストレージ・グループを指定して、別の要求を実
行依頼してください。
DSNU647I

csect-name UNAVAILABLE REASON X
reason-code UNAVAILABLE TYPE X
type-code, TABLESPACE NAME=
table-space-name NOT FOUND

説明: 示された表スペースは、STOSPACE ユーティリ
ティーによる処理には使用できません。 使用不能であ
った理由は、'reason-code' で示されています。 使用不能
のタイプは、'type-code' で示されています。
このメッセージは、SYSIBM.SYSSTABLESPACE と
SYSIBM.SYSTABLEPART 間の不一致が検出されたとき
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DSNU648I
に、出る可能性があります。 不一致の原因としては、
STOSPACE ユーティリティーの処理中に表スペースが
除去されたことが考えられます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: ストレージ・グループ内に次の表スペ
ースがあれば、処理が続行されます。
ユーザーの処置: 'reason-code' および 'type-code' を使用
して、リソースを使用できなかった理由を判別してくだ
さい。 問題が解決された場合には、STOSPACE 要求を
実行依頼し直してください。
システム・プログラマーの応答: 'reason-code' および
'type-code' をもとに、システムの訂正処置が必要かどう
かを判別してください。
問題判別: 513ページのメッセージ DSNT500I の「問題
判別」の項を参照してください。

個別のエラー・メッセージが出されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: ユーティリティー要求の処理は、正常
に続行されます。
DSNU651I

説明: このメッセージは、REPAIR SET TABLESPACE
NOCOPYPEND ユーティリティー操作が正常に完了した
ことを報告しています。 指定の表スペースから、COPY
PENDING 制約が除去されました。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: REPAIR SET ステートメントは、正
常に完了しました。
DSNU652I

DSNU648I

csect-name UNAVAILABLE REASON X
reason code, UNAVAILABLE TYPE X
type-code, INDEX NAME=index-name
NOT FOUND

説明: 示された索引が、STOSPACE ユーティリティー
による処理に使用できません。使用不能であった理由
は、'reason-code' で示されています。 使用不能のタイプ
は、'type-code' で示されています。
SYSIBM.SYSINDEXES と SYSIBM.SYSINDEXPART 間
の不一致が検出されたときに、このメッセージが出され
る可能性があります。 不一致の原因は、STOSPACE ユ
ーティリティーの処理中に索引が除去されたためと考え
られます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: ストレージ・グループ内に次の索引が
あれば、処理が続行されます。

問題判別: 513ページのメッセージ DSNT500I の「問題
判別」の項を参照してください。
DSNU650I

csect-name control-statement-text

説明: 各制御ステートメントは、通常の出力の一部とし
て、呼び出し側に返されます。 ステートメントの処理
中にエラーが発生した場合は、このメッセージのあとに
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csect-name VERIFY OPERATION
SUCCESSFUL

説明: このメッセージは、REPAIR ユーティリティー
の処理中に、 VERIFY 制御ステートメントに応答して
出されます。このメッセージは、要求された検査が正常
に行われて、後続の REPLACE 要求の実施できるよう
になったことを表しています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 要求された検査は成功しました。後続
の REPLACE 制御ステートメントに必要な検査が、こ
の検査だけであれば、 REPLACE 制御ステートメント
が実施されます。このほかに検査制御ステートメントが
ある場合には、それも正常に完了してからでなければ、
後続の REPLACE 制御ステートメントは実施されませ
ん。
DSNU653I

ユーザーの処置: 'reason-code' および 'type-code' を使用
して、リソースを使用できなかった理由を判別してくだ
さい。 問題が解決された場合には、STOSPACE 要求を
実行依頼し直してください。
システム・プログラマーの応答: 'reason-code' および
'type-code' をもとに、システムの訂正処置が必要かどう
かを判別してください。

csect-name SET NOCOPYPEND
OPERATION SUCCESSFUL

csect-name REPLACE OPERATION AT
OFFSET hex-data WITH DATA hex-data
FAILED.ATTEMPTED TO REPLACE
CRITICAL NON-DATA INFORMATION
ON THE PAGE page-num WITH
INCORRECT INFORMATION.

説明: LOG YES オプションを指定した REPAIR ユー
ティリティー・ジョブは、以下のいずれかの理由で、ペ
ージ内の特定のクリティカルな、非データ情報を置換で
きませんでした。
v 指示されたオフセットでページ上に記載されているク
リティカルな情報は、この方式では置換できない。
v このページはヘッダー・ページであり、指示されたオ
フセットの一部はこの方式では置換できない。
v この情報は、LOG NO オプションを使ったときだけ
置換できる。
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重大度:

8 (エラー)

システムの処置: REPAIR は、次の LOCATE ステート
メントで実行を再開します。 同じ LOCATE ブロック
での以降の制御ステートメントは、実行されません。
ユーザーの処置: REPAIR 制御ステートメントを訂正
して、その要求を新規のユーティリティー・ジョブ・ス
テップで要求依頼し直してください。
ユーザーの処置: REPLACE ステートメント上の
OFFSET オプションを調べて、それがクリティカルな情
報を置換させないようになっていることを確かめてくだ
さい。 置換を行いたい場合は、LOG NO オプションを
使用します。
DSNU654I

csect-name VERIFY OPERATION
FAILED, DATA IS hex-data

説明: 制御ステートメントについて要求された操作検査
は失敗に終わりました。 実際のデータは、'16 進データ
' として提供されています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 現行の LOCATE 有効範囲内の
REPAIR REPLACE 処置は、すべて無視されます。次の
LOCATE 要求があれば、そこから処理が続行されま
す。
ユーザーの処置: (メッセージで報告された) データと
VERIFY オプションの予測とが一致しなかった理由を判
別してください。 適切な訂正を行ってから、REPAIR
要求を新しいユーティリティー・ジョブ・ステップで再
実行依頼してください。
問題判別: REPAIR DUMP オプションを用いると、正
しい検査データを判別するのに役立ちます。 REPAIR
処理の制約事項については、DB2 ユーティリティー・ガ
イドおよび解説書 を参照してください。
DSNU655I

csect-name DELETE OPERATION
SUCCESSFUL

説明: このメッセージは、REPAIR ユーティリティー
の実行中に、 DELETE 制御ステートメントに応答して
出されます。
重大度:

DSNU656I

csect-name REPLACE OPERATION
SUCCESSFUL, DATA WAS hex-data

説明: このメッセージは、REPLACE 制御ステートメン
ト要求に応答して、 REPAIR ユーティリティーが出し
ます。 このメッセージは、データの置き換えが行われ
たこと、および置き換えられたデータに、示された 16
進数値 ('hex-data') が含まれていることを示していま
す。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: REPAIR ユーティリティーが、示さ
れたレコードを突き止め、要求されたすべての検査を実
行し、示されたオフセットにあるレコード内のデータ
を、 REPLACE 制御ステートメントで定義されたとお
りに新しいデータで置き換えました。
システム・プログラマーの応答: イメージ・コピーをと
る前にこの変更されたレコードをリカバリーし、
REPAIR ユーティリティーが LOG NO で実行されてい
る場合は、修復をし直す必要があります。 REPAIR ユ
ーティリティーが LOG YES で実行されていた場合に
は、修復の後でイメージ・コピーをとってデータをリカ
バリーする必要はありません。
DSNU657I

csect-name REPLACE RESET
OPERATION SUCCESSFUL

説明: このメッセージが、REPLACE RESET 制御ステ
ートメント要求に応答して、 REPAIR ユーティリティ
ーによって出されました。このメッセージは、破壊ペー
ジ標識がリセットされたことを示しています。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: REPAIR ユーティリティーが、示さ
れたページの破壊ページ標識をリセットしました。標識
のリセットは、コミットされてはいますが、記録されて
いません。イメージ・コピーをとる前にこのページをリ
カバリーさせる場合には、 REPAIR RESET を適用し直
さなければなりません。
ただし、今後の RECOVER 操作以降にもこの修復を存
続させたい場合には、 REPAIR ユーティリティーが完
了したすぐあとでイメージ・コピーをとってください。

0 (通知)

システムの処置: 直前の LOCATE ステートメントで指
定されたデータ・レコード、およびそれに関連するすべ
ての INDEX 項目が、システムから削除されました。
処理は続行されます。

DSNU658I

csect-name MULTIPLE RECORDS
FOUND WITH SPECIFIED KEY

説明: 指定されたキーは、固有のキーではありません。
このメッセージのあとで複数の DSNU660I メッセージ
が出され、この KEY に対して可能な RID 値が示され
ます。
重大度:

8 (エラー)
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システムの処置:

処理は正常に続行されます。

ユーザーの処置: 希望する RID を探し出す LOCATE
ステートメントを変更し、この要求を新しいユーティリ
ティー・ジョブ・ステップで再実行依頼してください。
DSNU659I

csect-name REPAIR LEVELID
OPERATION DISALLOWED.

説明: LEVELID 文節の付いた REPAIR ユーティリテ
ィーが許可されません。可能な理由としては、次のもの
があります。
v REPAIR ユーティリティーが実行されたときに、デー
タ・セットが使用中であった。
v ページ・セットに未解決のログ適用活動がある (未確
定の UR がページ・セットに関係しているか、また
はページ・セットが論理ページ・リスト (LPL) にあ
るページをもっている)。
重大度:

8 (エラー)

DSNU661I

csect-name RECORD NOT FOUND IN
PAGE, MAXID= hex-data

説明: RID が指定されたか、あるいは、指定の KEY
を介してクラスター化索引から RID が取得されまし
た。 RID で示された PAGE には、RID で示された
RECORD が含まれていません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 次の LOCATE ステートメントがあれ
ば、引き続いてそれが処理されます。
ユーザーの処置: 有効な RID または KEY を探し出す
ように LOCATE ステートメントを変更するか、または
LOCATE PAGE を使用して REPAIR ステートメントを
新しいユーティリティー・ジョブ・ステップで再実行依
頼してください。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。

システムの処置: 処理はこの操作で終わります。
ユーザーの処置: 指定された索引スペースまたは表スペ
ースに対する REPAIR LEVELID 操作は、この段階では
継続できません。ページ・セットが使用中の場合は、
REPAIR LEVELID を実行しないでください。ページ・
セットに未解決のログ適用活動がある場合 (未確定の
UR または LPL にページをもっている場合)、ログ適用
活動は REPAIR LEVELID を使用する前に完了させる必
要があります。他の REPAIR 制御ステートメントは別
のジョブ・ステップで実行依頼してください。
DSNU660I

csect-name POSSIBLE RID rid

説明: 'rid' は、指定の KEY にマップされるいくつか
のレコードのうちの 1 つです。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 指定の KEY にマップされる他のレ
コードも、別の DSNU660I メッセージによって示され
ます。 このメッセージの前には、メッセージ
DSNU658I が出されています。 処理は正常に続行され
ます。
ユーザーの処置: 希望する RID を探し出す LOCATE
ステートメントを変更し、この要求を新しいユーティリ
ティー・ジョブ・ステップで再実行依頼してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
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DSNU662I

csect-name NO RECORD FOUND WITH
SPECIFIED KEY

説明: LOCATE ステートメントで KEY が指定されま
したが、クラスター化索引内にはその KEY に対応する
項目がありません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 次の LOCATE ステートメントがあれ
ば、そこから処理が開始されます。
ユーザーの処置: LOCATE ステートメントを訂正した
上で、新しいユーティリティー・ジョブ・ステップ内で
REPAIR ステートメントを実行依頼し直してください。
DSNU663I

csect-name PAGE hex-page-number NOT
FOUND

説明: レコード ID (RID) が示すページまたは KEY
が、指定された表スペースに存在しません。
重大度: DUMP PAGES(n) が出した場合は、0 (通知)。
LOCATE PAGE(n) が出した場合は、8 (エラー)。
システムの処置: 次の LOCATE ステートメントがあれ
ば、そこから処理が開始されます。
ユーザーの処置: LOCATE ステートメントを訂正した
上で、新しいユーティリティー・ジョブ・ステップ内で
REPAIR ステートメントを実行依頼し直してください。
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DSNU664I

csect-name INVALID OFFSET OR
LENGTH FOR xxxxx

説明: 'xxxxx' は、'RECORD' または 'PAGE' です。
OFFSET および LENGTH に対して指定値またはデフォ
ルト値を組み合わせると、指定されたレコードまたはペ
ージを超えてしまいます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 次の LOCATE ステートメントがあれ
ば、そこから処理が続行されます。
ユーザーの処置: OFFSET または LENGTH、あるいは
その両方の指定を訂正したうえで、新しいユーティリテ
ィー・ジョブ・ステップ内で REPAIR ステートメント
を実行依頼し直してください。 DB2 にエラーがあると
思われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を
参照してください。
DSNU665I

csect-name NO RECORD ASSOCIATED
WITH SPECIFIED RID

説明: LOCATE ステートメントでレコード ID (RID)
が指定されましたが、その RID は、指定の表スペース
内のどのレコードとも関連していません。 DELETE 処
理中にこのメッセージが返された場合には、RID は存在
してはいるが、 DELETE に対しては無効であるという
可能性もあります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 次の LOCATE ステートメントがあれ
ば、そこから処理が開始されます。 同じジョブ・ステ
ップ内の後続のユーティリティーは実行されません。
ユーザーの処置: LOCATE ステートメントを訂正した
上で、新しいユーティリティー・ジョブ・ステップ内で
REPAIR ステートメントを実行依頼し直してください。
問題判別: ユーザー・データを直接表していない内部的
な RID がある場合、 REPAIR DELETE 処理でこのメ
ッセージが出ます。 RID が存在する場合には、DUMP
キーワードを用いてこれを調べることができます。 こ
れらの内部レコードは、REPLACE レコードを使用しな
ければ修復できません。
DSNU666I

csect-name NO INDEX EXISTS

説明: この表スペースに指定された KEY は、完全な
クラスター化キーではありません。 このステートメン
トは無効です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 次の LOCATE ステートメントがあれ
ば、そこから処理が続行されます。

ユーザーの処置: クラスター化索引を用いるように
LOCATE ステートメントを変更するか、あるいは、
LOCATE の PAGE または RID を変更してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
DSNU668I

csect-name UNABLE TO CONVERT KEY
TO format

説明: 'format'は、データ・タイプを表します。 KEY
指定値は、このデータ・タイプに変換しなければなりま
せん。 その変換が失敗しました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 次の LOCATE ステートメントがあれ
ば、そこから処理が開始されます。
ユーザーの処置: LOCATE ステートメントを訂正し
て、指示されたデータ・タイプまたはそれと互換性のあ
るデータ・タイプの KEY を指定するようにしてくださ
い。 その後で、REPAIR ステートメントを新しいユー
ティリティー・ジョブ・ステップで再実行依頼してくだ
さい。 変換の制約事項に関する説明については、DB2
ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してく
ださい。
DSNU669I

csect-name INDEX NOT FOUND FOR
SPECIFIED TABLESPACE

説明: LOCATE KEY ステートメントで INDEX キー
ワードを介して索引が指定されましたが、その名前の索
引は、指定された TABLESPACE と関連していないこと
が判明しました。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 次の LOCATE ステートメントがあれ
ば、そこから処理が開始されます。
ユーザーの処置: LOCATE ステートメントを訂正した
上で、新しいユーティリティー・ジョブ・ステップ内で
REPAIR ステートメントを実行依頼し直してください。
問題判別: 有効な索引名は、SYSIBM.SYSINDEXES カ
タログ表にあります。
DSNU670I

csect-name PAGE X page-id IS A
BROKEN PAGE

説明: REPAIR ユーティリティーが見つけたページに
は、破壊を示すマークがデータ管理プログラムによって
付けられています。 'page id' は、16 進数で表示されて
ます。 REPAIR REPLACE RESET オプションによって
破壊ページ標識がリセットされるまでは、このページに
はアクセスできません。
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重大度:

4 (警告)

システムの処置: REPAIR ユーティリティーがデータ
を REPLACE するように要求したページが破壊されて
いることを、このメッセージは示します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーの支援を得
て、ページが破壊された原因を判別してください。 ペ
ージが修復されてから、REPAIR RESET オプションを
用いてください。
システム・プログラマーの応答: ページが破壊された原
因を判別してください。 内部エラーが発生していて、
サポート・センターの援助が必要となる場合もありま
す。 REPAIR DUMP オプションを用いることにより、
障害分析のためにページの内容を判別することができま
す。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
and Reference」の第 2 部を参照してください。
DSNU672I

csect-name INDEX USED HAS
MULTIPLE-FIELD KEY

説明: 複数フィールド・キーをもつ索引を使用して、ス
ペースに対して REPAIR LOCATE KEY 操作が試みら
れました。 LOCATE KEY は、複数フィールド・キー
をサポートしません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 次の LOCATE 有効範囲があれば、そ
こから処理が開始されます。
ユーザーの処置: PAGE および RID を指定するように
LOCATE ステートメントを変更し、 REPAIR ステート
メントを新しいユーティリティー・ジョブ・ステップで
再実行依頼してください。
DSNU673I

csect-name REPAIR LOCATE RID
LOCATED A NON-DATA PAGE

説明: REPAIR ユーティリティーの LOCATE RID オ
プションを使用して、非データ・ページの処理が試みら
れました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 次の LOCATE ステートメントから、
処理が続行されます。 次の LOCATE ステートメント
がなければ、処理は停止します。
ユーザーの処置: 非データ・ページを処理するには、
REPAIR 制御ステートメントで LOCATE PAGE オプシ
ョンを使用して、新しいユーティリティー・ジョブ・ス
テップを再実行依頼してください。 DB2 にエラーがあ
ると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につ
いては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2
部を参照してください。

654

DSNU676I

csect-name - ROWID=rowid
VERSION=version IS NOT FOUND IN
AUXILIARY INDEX

説明: REPAIR ユーティリティーは、ROWID rowid お
よび VERSION version を補助表の索引に見付けること
ができませんでした。
システムの処置: ユーティリティーは完了コード 8 を
戻します。
プログラマーの応答: ROWID または VERSION を訂
正してください。 以前 DB2 が生成した ROWID およ
び VERSION 値のみが使用できます。 ROWID および
VERSION の最もありそうなソース値は、CHECK
DATA または CHECK LOB ユーティリティーからのメ
ッセージ DSNU743I、DSNU805I、および DSNU806I で
す。
DSNU678I

csect-name VERIFY, REPLACE, DUMP,
OR DELETE BEFORE LOCATE

説明: REPAIR ユーティリティーは、ページまたはレ
コードを VERIFY、 REPLACE、 DUMP、または
DELETE することが要求されましたが、そのページまた
はレコードを突き止めることができません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 次の LOCATE ステートメントがあれ
ば、そこから処理が開始されます。 同じジョブ・ステ
ップ内の後続のユーティリティーは実行されません。
ユーザーの処置: REPAIR 制御ステートメントを訂正
して、その要求を新規のユーティリティー・ジョブ・ス
テップで要求依頼し直してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第
2 部を参照してください。
DSNU679I

csect-name MULTIPLE 'DELETE'S PER
'LOCATE' NOT ALLOWED

説明: REPAIR ユーティリティーが、同じレコードを
2 回以上 DELETE することを要求されました。
LOCATE RID または LOCATE KEY ごとに、1 回の
DELETE しか許されません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 次の LOCATE 有効範囲があれば、そ
こから処理が開始されます。 同じジョブ・ステップ内
の以降のユーティリティーは、実行されません。
ユーザーの処置: レコードを削除しようとする
LOCATE 有効範囲から、DELETE ステートメントを 1
つだけ残して、他の DELETE ステートメントをすべて
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除去してください。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
DSNU680I

csect-name PAGE hex-page-number

説明: このメッセージは、REPAIR DUMP PAGES 機
能によってダンプされた各ページの先頭に、 ID として
表示されます。 'hex-page-number' は、ダンプされよう
としているページを識別しています。
重大度:

DSNU681I

処理は続行されます。

csect-name SET NOCHECKPEND
OPERATION SUCCESSFUL

説明: このメッセージは、REPAIR SET TABLESPACE
NOCHECKPEND ユーティリティー操作が、正常に完了
したことを報告しています。 検査保留の制約が、指定
された表スペースから除去されました。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: REPAIR SET ステートメントは、正
常に完了しました。
DSNU682I

csect-name SET NORCVRPEND
OPERATION SUCCESSFUL

説明: このメッセージは、REPAIR SET
NORCVRPEND ユーティリティー操作が、正常に完了し
たことを報告しています。 RECOVERY PENDING 制約
が、指定の表スペース、指定の索引、または指定の表ス
ペースのすべての索引から除去されました。
重大度:

0 (通知)

csect-name REPAIR LEVELID
OPERATION SUCCESSFUL.

説明: LEVELID 文節の付いた REPAIR ユーティリテ
ィーが正常に完了しました。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

システムの処置: ユーティリティーは完了コード 0 を
戻します。
csect-name SET NORBDPEND
OPERATION SUCCESSFUL

説明: このメッセージは、REPAIR SET NORBDPEND
ユーティリティー操作が、正常に完了したことを報告し
ています。 3 つの制約事項 REBUILD PENDING、
REBUILD PENDING STAR、および PAGESET
REBUILD PENDING が、指定の索引、または指定の表
スペースのすべての索引から除去されました。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: REPAIR SET ステートメントは、正
常に完了しました。
DSNU686I

csect-name - SET NOAUXWARN
OPERATION SUCCESSFUL

説明: このメッセージは、REPAIR SET NOAUXWARN
ユーティリティー操作が、正常に完了したことを報告し
ています。 AUX WARNING 状態は、指定された表ス
ペースに対して削除されました。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: ユーティリティーは完了コード 0 を
戻します。
プログラマーの応答:

システムの処置: REPAIR SET ステートメントは、正
常に完了しました。
DSNU683I

csect-name - SET NOAUXCHKP
OPERATION SUCCESSFUL

説明: このメッセージは、REPAIR SET NOAUXCHKP
ユーティリティー操作が、正常に完了したことを報告し
ています。補助検査保留 (ACHKP) 状態は、指定した
基本表スペース に対して除去されました。

DSNU685I

0 (通知)

システムの処置:

DSNU684I

処理は正常に完了しました。

DSNU687I

不要。

csect-name - ROWID=rowid
VERSION=version LOB DELETED

説明: ROWID rowid および VERSION version を持つ
LOB が、示された LOB 表スペース から正常に削除さ
れました。
システムの処置: ユーティリティーは完了コード 0 を
戻します。
プログラマーの応答: 不要。

ユーザーの処置: 他の REPAIR 制御ステートメントは
いずれも別のジョブ・ステップで実行依頼してくださ
い。
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DSNU691I

csect-name - LOB WITH ROWID=rowid
VERSION=version NOT FOUND

説明: REPAIR ユーティリティーで ROWID が
rowid、VERSION が version の LOB を見つけることが
できませんでした。
システムの処置:
戻します。

ユーティリティーは完了コード 8 を

プログラマーの応答: ROWID が間違っているか、また
は 補助表の索引が壊れています。 最初の場合は、
LOCATE ROWID ステートメントに指定されたように
ROWID を訂正してください。 補助表の索引が壊れて
いる場合は、 REBUILD INDEX ユーティリティーを実
行して、索引を再作成してください。
DSNU700I

csect-name nnnn INDEX ENTRIES
UNLOADED FROM INDEX=iiii
PARTITION=pppp

説明: CHECK ユーティリティーの UNLOAD フェー
ズにより、索引 'iiii' および区画 'pppp' から、'nnnn' 個
のレコードがアンロードされました。
重大度:

DSNU701I

処理は続行されます。

csect-name nnnn INDEX ENTRIES
UNLOADED FROM iiii

説明: CHECK ユーティリティーの UNLOAD フェー
ズにより、索引 iiii から、 nnnn 個のレコードがアンロ
ードされました。

DSNU702I

処理は続行されます。

csect-name INVALID INDEX
SPECIFICATION. INDEX=iiii

説明: CHECK または REBUILD ユーティリティーの
INDEXES が参照する表は、すべて同じ表スペースに入
っていなければなりません。 索引 'iiii' は、
TABLESPACE キーワードで指定された表スペース以外
の表を参照しています。
8 (エラー)

システムの処置:
ます。

ユーティリティーの処理は打ち切られ

ユーザーの処置: 索引名または TABLESPACE パラメ
ーター、あるいはその両方を訂正して、単一の表スペー
スだけが関係するようにした上で、ユーティリティー・
ジョブを実行し直してください。
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DBNAME および TSNAME の値は、索引名リストで指
定されたすべての索引で同じでなければならず、
TABLESPACE キーワードが提供されている場合には、
そこで指定された表スペース名と同じでなければなりま
せん。
DSNU703I

csect-name INVALID INDEX
SPECIFICATION. INDEX=iiii

説明: CHECK または REBUILD ユーティリティーの
索引が参照する表は、すべて同じ表スペースに入ってい
なければなりません。索引 'iiii' は、索引名リストで前
にリストされた索引と同じ表スペースのものではありま
せん。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

重大度:

メッセージで示される索引名 'iiii' は、'creator.name' の
形式になっています。 CREATOR 列と NAME 列にメ
ッセージで示される値が入っている DB2 のカタログ表
SYSIBM.SYSINDEXES から TBCREATOR 列と
TBNAME 列の値を求めてください。 そして、DB2 カ
タログ表 SYSIBM.SYSTABLES を参照して、
SYSIBM.SYSINDEXES の TBCREATOR および
TBNAME と同じ値をもつ CREATOR 列および NAME
列に対応する、DBNAME 列と TSNAME 列の値を求め
てください。

0 (通知)

システムの処置:

重大度:

問題判別: 表スペース内の ALL INDEXES を CHECK
または REBUILD するためには、リスト・オプションを
使用しないで、TABLESPACE キーワードを用いてくだ
さい。 これは、このエラーを訂正する 1 つの方法で
す。索引名リストで指定した索引のリストを訂正する場
合は、次の手順を用いると、索引 'iiii' に関係する表ス
ペース名を突き止めることができます。

8 (エラー)

システムの処置:
ます。

ユーティリティーの処理は打ち切られ

ユーザーの処置: 索引名または TABLESPACE パラメ
ーター、あるいはその両方を訂正して、単一の表スペー
スだけが関係するようにした上で、ユーティリティー・
ジョブを実行し直してください。
問題判別: 表スペース内の ALL INDEXES を CHECK
または REBUILD するためには、リスト・オプションを
使用しないで、TABLESPACE キーワードを用いてくだ
さい。 これは、このエラーを訂正する 1 つの方法で
す。索引名リストで指定した索引のリストを訂正する場
合は、次の手順を用いると、索引 'iiii' に関係する表ス
ペース名を突き止めることができます。
メッセージで示される索引名 'iiii' は、'creator.name' の
形式になっています。 DB2 カタログ表
SYSIBM.SYSINDEXES を参照して、 CREATOR 列と
NAME 列にメッセージで報告された値が入っている行
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から、 TBCREATOR 列と TBNAME 列の値を求めてく
ださい。 そして、DB2 カタログ表
SYSIBM.SYSTABLES を参照して、
SYSIBM.SYSINDEXES の TBCREATOR および
TBNAME と同じ値をもつ CREATOR 列および NAME
列に対応する、DBNAME 列と TSNAME 列の値を求め
てください。
DBNAME および TSNAME の値は、索引名リストで指
定されたすべての索引で同じでなければならず、
TABLESPACE キーワードが提供されている場合には、
そこで指定された表スペースと同じでなければなりませ
ん。
DSNU705I

csect-name UNLOAD PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME=tttt

DSNU707I

説明: CHECK ユーティリティーの CHECKIDX フェ
ーズによって、 RID 'rrrr' にあるレコードを指し示すキ
ー 'kkkk' に対応する項目が、索引 'iiii' に含まれている
ことが検出されました。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: CHECK ユーティリティーの処理が続
行されます。
ユーザーの処置: 索引 'iiii' に対して、REBUILD
INDEX ユーティリティーを実行してください。
DSNU708I

説明: CHECK または REBUILD INDEX ユーティリテ
ィーのアンロード・フェーズが完了しました。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

処理は続行されます。

csect-name INDEX ENTRY POINTS TO
WRONG TABLE.OBID=oooo, RID=rrrr,
INDEX=

csect-name INDEX IS NOT
UNIQUE.INDEX=iiii, KEY=kkkk

説明: CHECK ユーティリティーの CHECKIDX フェ
ーズが、固有索引 'iiii' に固有でないキー 'kkkk' が含ま
れていることを検出しました。
重大度: 4 (警告)

DSNU706I

csect-name ROW IS IN WRONG
PARTITION RID=rrrr, INDEX=iiii,
KEY=kkkk, CORRECT PART=pppp,
WRONG PART=wwww

説明: RID 'rrrr' の行が、間違った区画に入っていま
す。 INDEX 'iiii' を分割化するための区分化 KEY
'kkkk' が、 RID 'rrrr' の行が区画 'pppp' に入っているこ
とを示しているのに、この RID はその行に区画
'wwww' が入っていることを示しています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: ユーティリティーの処理は継続されま
す。
ユーザーの処置: RECOVER TABLESPACE ユーティリ
ティーを実行してデータをリカバリーさせるか、あるい
は、REPAIR DELETE ユーティリティーを実行して行
'rrrr' を削除したうえで、参照制約が含まれている場合に
は CHECK INDEX または CHECK DATA ユーティリ
ティーを実行してください。
問題判別: 行の表スペース区画番号とその行のクラスタ
ー化キーの索引スペース区画番号の不一致の原因は、
DB2 内部エラーにあることも考えられますが、最も可
能性の高い原因は、ソース表スペースとターゲット表ス
ペース上のクラスター化キー値が同一でないときに、ユ
ーザーが DSN1COPY 保守援助プログラムを使用し、デ
ータをソース表スペースからターゲット表スペースに移
したことによるものです。

システムの処置: CHECK ユーティリティーの処理が続
行されます。
ユーザーの処置: 固有索引を除去し、重複する行を削除
してください。 そして、索引を作成し直してくださ
い。
DSNU709I

csect-name NO INDEX ENTRY FOR
ROW.RID=rrrr, INDEX=iiii, KEY=kkkk

説明: CHECK ユーティリティーの CHECKIDX フェ
ーズが、索引 'iiii' に、 RID が 'rrrr' でキーが 'kkkk' で
ある行の項目が含まれていないことを検出しました。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: CHECK ユーティリティーの処理が続
行されます。
ユーザーの処置: 索引 'iiii' に対して、REBUILD
INDEX ユーティリティーを実行してください。
DSNU710I

csect-name INDEX ENTRY CONTAINS
INVALID ZERO REPRESENTATION.
RID=rrrr, INDEX=iiii, KEY=kkkk

説明: CHECK ユーティリティーの CHECKIDX フェ
ーズによって、負ゼロの項目が索引 'iiii' に含まれてい
ることが検出されました。 この索引項目は、RID が
'rrrr' で、キーが 'kkkk' である行のものです。
重大度:

4 (警告)
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システムの処置:
行されます。

CHECK ユーティリティーの処理が続

ユーザーの処置: 索引 'iiii' に対して、REBUILD
INDEX ユーティリティーを実行してください。
DSNU711I

csect-name NO ROW FOR INDEX
ENTRY.RID=rrrr, INDEX=iiii, KEY=kkkk

説明: CHECK ユーティリティーの CHECKIDX フェ
ーズによって、索引 'iiii' の中に行をもたない項目が含
まれていることが検出されました。 この索引項目に
は、RID 'rrrr' およびキー 'kkkk' が含まれていますが、
RID 'rrrr' は有効なレコードではありません。
重大度:

ユーザーの処置: 索引 'iiii' に対して、REBUILD
INDEX ユーティリティーを実行してください。
DSNU712I

csect-name INDEX OUT OF SEQUENCE.
INDEX=iiii, KEY=kkkk

説明: CHECK ユーティリティーの CHECKIDX フェ
ーズによって、索引 'iiii' が正しい順序になっていない
ことが検出されました。

説明: CHECK ユーティリティーの CHECKIDX フェ
ーズが、索引 'iiii' に、 RID 'rrrr' のキー 'kkkk' に、複
数の索引項目が含まれていることを検出しました。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: CHECK ユーティリティーの処理が続
行されます。
ユーザーの処置: 索引 'iiii' に対して、REBUILD
INDEX ユーティリティーを実行してください。
DSNU717I

CHECK ユーティリティーの処理が続

ユーザーの処置: 索引 'iiii' に対して、REBUILD
INDEX ユーティリティーを実行してください。
DSNU713I

csect-name KEYS MISMATCH.RID=rrrr,
INDEX=iiii, KEY=kkkk, DATA KEY=jjjj

説明: CHECK ユーティリティーの CHECKIDX フェ
ーズによって、索引 'iiii' に含まれる項目に対応する行
の RID 'rrrr' が矛盾していることが検出されました。
KEY 'kkkk' が、DATA KEY 'jjjj' と一致していません。
4 (警告)

システムの処置:
行されます。

CHECK ユーティリティーの処理が続

ユーザーの処置: 索引 'iiii' に対して、REBUILD
INDEX ユーティリティーを実行してください。

csect-name nnnn ENTRIES CHECKED
FOR INDEX=iiii PARTITION=pppp

説明: CHECK ユーティリティーが、索引 'iiii'、区画
'pppp' の検査を完了し、 'nnnn' 個の索引項目を処理しま
した。 このメッセージは、検査された各索引区画ごと
に 1 度出されます。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNU718I

4 (警告)

システムの処置:
行されます。

重大度:

csect-name MULTIPLE INDEX ENTRIES
FOR ROW.RID=rrrr, INDEX=iiii,
KEY=kkkk

4 (警告)

システムの処置: CHECK ユーティリティーの処理が続
行されます。

重大度:

DSNU715I

csect-name NO INDEXES FOUND FOR
TABLESPACE tttt

説明: 索引をもっていない表を含む表スペースを指定し
た TABLESPACE キーワードを使用してユーティリティ
ーが呼び出されました。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: このメッセージは、ユーティリティー
が完了したことを示します。 このジョブ・ステップ内
に次のユーティリティー・ステートメントがあれば、そ
の処理が続行されます。 その後にユーティリティー・
ステートメントがない場合、このジョブ・ステップは正
常に終了し、このジョブ・ステップの UTILID は、再使
用できるようになります。
ユーザーの処置: 表スペースの指定が誤っている場合に
は、それを訂正した上で、ユーティリティーを実行依頼
し直してください。 表スペースの指定が正しく、しか
も表スペース内に索引をもつ表が含まれていない場合に
は、これは通常の表示であり、処置は不要です。
DSNU719I

csect-name nnnn ENTRIES CHECKED
FOR INDEX iiii

説明: CHECK ユーティリティーによる索引 'iiii' の検
査が完了し、 'nnnn' 個の索引項目が処理されました。
このメッセージは、検査された各索引ごとに 1 度出さ
れます。
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DSNU720I
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU720I

処理は続行されます。

csect-name CHECKIDX PHASE
COMPLETE, ELAPSED TIME = tttt

説明: CHECK ユーティリティーの CHECKIDX フェ
ーズが完了しました。
重大度:

0 (通知)

項目も、重複していると見なされます。これは、区画に
分割された表スペースに区画が指定されていないとき
は、すべての区画がデフォルトであるためです。
CHECK DATA ユーティリティーは処理を続行し、重複
項目はスキップされます。
重大度: 4 (警告)
システムの処置:
DSNU726I

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNU721I

csect-name - USER auth-id DOES NOT
HAVE DELETE AUTHORITY ON
TABLE

説明: CHECK DATA ユーティリティーが DELETE
YES を指定して実行されましたが、ユーザー auth-id
は、ユーティリティー・ステートメントで指定された表
またはその下層表の 1 つから、削除を行う許可を得て
いません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
了します。

これ以降のユーティリティー処理は終

ユーザーの処置: ユーティリティー・ステートメントで
指定された表、および影響を受ける可能性のある下層表
から削除を行う許可を得てください。
DSNU722I

csect-name - USER userid DOES NOT
HAVE INSERT AUTHORITY ON
EXCEPTION TABLE

説明: CHECK DATA ユーティリティーが FOR
EXCEPTION を指定して実行されましたが、ユーザー
'userid' は、ユーティリティー・ステートメントで指定さ
れた例外表への挿入を行う許可を得ていません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
了します。

これ以降のユーティリティー処理は終

ユーザーの処置: ユーティリティー・ステートメントで
指定されたすべての例外表への挿入を行う許可を得てく
ださい。
DSNU725I

csect-name DUPLICATE TABLESPACE
tsp NAMES EXIST IN THE
TABLESPACE LIST

説明: このメッセージは、表スペース・リスト内に重複
する表スペース 'tsp' が見つかった場合に、 CHECK
DATA ユーティリティーによって出されます。区画が指
定されている場合の同じ表スペースに関するリスト内の

処理は続行されます。

csect-name SCOPE PENDING IS
ACTIVE, BUT THE ENTIRE TABLE
SPACE tsp MUST BE CHECKED

説明: このメッセージは、オプション SCOPE
PENDING を用いた検査のときに、 CHECK DATA ユ
ーティリティーによって出されます。表スペース 'tsp'
は検査保留の状態にありますが、このユーティリティー
は、従属表にあるすべての行、または表スペース内の検
査制約を付けて定義されている表にあるすべての行を検
査します。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: ユーティリティー処理が続行されま
す。
DSNU727I

csect-name TABLESPACE tsp IS NOT
CHECK PENDING

説明: このメッセージは、'CHECK DATA
TABLESPACE tsp SCOPE PENDING' が指定され、
CHECK DATA ユーティリティーによってその表スペー
スが検査保留状態でないことがわかった場合に出されま
す。 CHECK DATA ユーティリティーは、表スペース
'tsp' をスキップし、ほかに表スペースが指定されていれ
ば、その処理を続行します。 検査保留状態の範囲を反
映するカタログ・フィールドが更新され、検査が不要で
あることが示されるようになります。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNU728I

csect-name INVALID EXCEPTION
TABLE table2 FOR table1

説明: このメッセージは、CHECK DATA ユーティリ
ティーによって例外表が無効であることが見つかった場
合に出されます。 表 'table1' から行に指定された例外表
'table2' が、無効です。 'table2' に 'table1' の列がなかっ
たか、あるいは 'table2' に互換性のない列属性が含まれ
ていたかのいずれかです。 すべての例外表が検査され
た後、CHECK DATA ユーティリティーは処理を終了し
ます。
重大度:

8 (エラー)
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DSNU729I
システムの処置: すべての例外表が検査された後、
CHECK DATA ユーティリティーは処理を終了します。

DSNU732I

ユーザーの処置: 無効な例外表を訂正するための、
LIKE オペランド付きの CREATE TABLE コマンドの
定義については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第
1 巻) を参照してください。

説明: 表スペース 'tsp' のすべての表に制約が定義され
ていないと、 CHECK DATA ユーティリティーが判断
しました。 したがって、表スペースのどの表も検査さ
れません。

DSNU729I

csect-name TABLE table-name NOT
SPECIFIED IN THE ’FOR EXCEPTION’
CLAUSE

説明: CHECK DATA ユーティリティーは、 FOR
EXCEPTION 文節にリストされている必須の表を見つけ
ることができませんでした。 検査中の表スペースに制
約の付いているすべての表およびそれらの下層表は、
CHECK DATA ユーティリティーの FOR EXCEPTION
文節にリストされていなければなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: すべての必須の表が検査された後、
CHECK DATA ユーティリティーは処理を終了します。
ユーザーの処置: ユーティリティー入力ステートメント
を調べて、メッセージに示された表が抜けている理由を
判別してください。 入力ステートメントを訂正して抜
けている表が含まれるようにしたうえで、ジョブを実行
依頼し直してください。 CHECK DATA ユーティリテ
ィーの FOR EXCEPTION 文節および例外表の使用につ
いては、 DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書
を参照してください。

このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNUKINP
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
す。
DSNU733I

重大度:

重大度:

0 (通知)

システムの処置: 処理は続行されます。
DSNU731I

csect-name EXCEPTION LIMIT
REACHED

説明: CHECK ユーティリティー・ステートメントで指
定された EXCEPTION の上限に達しました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
了します。

CHECK ユーティリティーは処理を終

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: 検査保留操作の説明については、DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照してくださ
い。
csect-name DUPLICATE TABLESPACE
tsp PARTITION part NAMES EXIST IN
THE TABLESPACE LIST

説明: このメッセージは、重複する表スペース 'tsp' お
よび区画 'part' が表スペース・リスト内に見つかった場
合に、CHECK DATA ユーティリティーによって出され
ます。 区画が指定されている場合の表スペース・リス
ト内の項目は、区画が指定されなかった場合 (デフォル
トとして、区画に分割された表スペースのすべての区画
が使用される場合) に同じ表スペースについて別の項目
が見つかったときには、重複していると見なされます。
この場合は、区画が指定されていない表スペース・リス
ト項目が優先権をもち、区画が指定されている項目をス
キップします。 CHECK DATA ユーティリティーは処
理を続行し、重複項目はスキップされます。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。

ユーザーの処置: 必要な場合は、例外の上限を増やして
から、ジョブを実行依頼し直してください。
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csect-name ROW (RID=rrrrrr) HAS NO
PARENT FOR rel

4 (警告)

csect-name CHECKING TABLE tab

説明: このメッセージは、CHECK DATA ユーティリ
ティーが表の処理を開始するときに出されます。 検査
される表の名前は、'tab' です。

ユーティリティーの処理は継続されま

説明: このメッセージは、CHECK DATA ユーティリ
ティーが、従属表に親のない行を見つけた場合に出され
ます。 行 RID 'rrrrrr' が、'rel' という関係での親をもっ
ていません。 このメッセージの前には必ず、エラーの
ある表を示す DSNU730I メッセージが出されます。

DSNU735I
DSNU730I

NO TABLE TO BE CHECKED FOR
TABLESPACE tsp
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DSNU736I
DSNU736I

csect-name SCOPE PENDING IS
ACTIVE, BUT THE ENTIRE TABLE
SPACE tsp PARTITION part MUST BE
CHECKED

説明: このメッセージは、オプション SCOPE
PENDING を用いた検査のときに、 CHECK DATA ユ
ーティリティーによって出されます。表スペース 'tsp'
の区画 'part' は、検査保留状態にありますが、ユーティ
リティーはその表スペース区画にあるすべての行を検査
します。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
す。
DSNU737I

DSNU742I

処理は続行されます。

csect-name CHECK TABLE tab
COMPLETE, elapsed time=t1

説明: このメッセージは、CHECK DATA ユーティリ
ティーが表の処理を終了したときに出されます。表 'tab'
の検査に要した所要時間は、't1' です。
0 (通知)

DSNU740I

csect-name CHECKING TABLE tab
PARTITION part

説明: CHECK DATA ユーティリティーが、 1 つの区
画だけが指定されている区分表スペースの表の処理を開
始するときに、このメッセージが出ます。検査する表の
名前と区画の番号が、メッセージに示されます。
重大度:

重大度: 4 (警告)

0 (通知)

システムの処置:

処理は続行されます。

csect-name ROW (RID=rrrrrr) VIOLATES
CHECK CONSTRAINT constraint-name
ON TABLE table-name

説明: 表 'table-name' の RID=rrrrrr の行が、検査制約
'constraint-name' に違反していることを、CHECK DATA
ユーティリティーが見つけました。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理が続行されます。
ユーザーの処置: 検査保留操作の説明については、DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照してくださ
い。
DSNU743I

4 (警告)

DSNU739I

重大度:

説明: このメッセージは、DELETE YES オプションが
指定されている場合に、 CHECK DATA ユーティリテ
ィーから出されます。 TABLE tab から削除する行数
は、参照保全違反または検査制約違反を含む行、およ
び、それらの下層行の合計です。 TABLE tab から削除
する行数は、対応する例外表に挿入する行数と同じにな
ります。

ユーティリティー処理が続行されま

csect-name TABLESPACE tsp
PARTITION part IS NOT CHECK
PENDING

システムの処置:

csect-name nn ROWS DELETED FROM
TABLE tab

システムの処置: 処理は続行されます。

説明: このメッセージは、'CHECK DATA
TABLESPACE tsp PART part SCOPE PENDING' が指定
されたものの、CHECK DATA ユーティリティーによっ
てその表スペース区画が検査保留状態にないことが検出
された場合に出されます。 CHECK DATA ユーティリ
ティーは、表スペース 'tsp' の区画 'part' をスキップ
し、ほかに表スペースが指定されていれば、その処理を
続行します。検査保留状態の範囲を反映するカタログ・
フィールドが更新され、検査が不要であることが示され
るようになります。
重大度:

DSNU741I

csect-name - LOB WITH ROWID=rowid
VERSION=version IS INVALID

説明: CHECK LOB ユーティリティーが、
ROWID、rowid、VERSION、version を持つ LOB 列が
無効とマークされているのを検出しました。
システムの処置: LOB 表スペースは、Aux Warning に
セットされます。 ユーティリティーは完了コード 4 を
戻します。
プログラマーの応答: LOB 列を更新するか、SQL を使
用して LOB 列を含む行を削除して、無効の標識を取り
除いてください。
DSNU745I

csect-name - ROWID=rowid
VERSION=version RID=rid MISSING IN
LOB TABLE
SPACE=lob-table-space-name

説明: インデックスに ROWID が rowid で、
VERSION が、version であるインデックス・エントリ
ー・キーを、CHECK INDEX ユーティリティーが検出
しましたが、 lob-table-space-name の LOB 表スペース
にはありませんでした。
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DSNU747I
システムの処置: ユーティリティーは完了コード 4 を
戻します。インデックスは、Recover Pending にセット
されます。
プログラマーの応答: REBUILD INDEX または
RECOVER を使用して、補助表の索引を訂正してくださ
い。
DSNU747I

csect-name - ROWID=rowid
VERSION=version MISSING IN
INDEX=index-name

説明: CHECK INDEX ユーティリティーが、 ROWID
が rowid で、VERSION が version である LOB を
LOB 表スペースに検出しましたが、補助表の索引に
index-name がありませんでした。
システムの処置: ユーティリティーは 4 の完了コード
を戻します。インデックスは、Recover Pending にセッ
トされます。
プログラマーの応答: REBUILD INDEX を使用して補
助表の索引を訂正してください。
DSNU749I

csect-name CHECK DATA COMPLETE,
ELAPSED TIME=t1

説明: このメッセージは、CHECK DATA ユーティリ
ティーが完了すると出ます。 CHECK DATA ユーティ
リティーに要した時間は、't1' です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

| DSNU750I
|

処理は終了します。

csect-name CATMAINT operation PHASE
phase-number STARTED

| 説明: 示されている操作の CATMAINT ユーティリテ
| ィー・フェーズ phase-number の処理が開始しました。

| DSNU752I
|

| 説明: 示されている操作の CATMAINT ユーティリテ
| ィー・フェーズ phase-number の処理が完了しました。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: ユーティリティーの処理が正常に続行
されます。
DSNU756I

DSNU751I

重大度:

0 (通知)

システムの処置:
されます。
DSNU759I
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csect-name INCORRECT UNLOAD
DATASET HAS BEEN DETECTED

重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
す。

ユーティリティーの処理は終了しま

ユーザーの処置: このジョブの JCL を見直して、正し
いアンロード・データ・セットが指定されていることを
確認してください。 正しいレベルの DB2 が接続され
ていることを確認してください。
DSNU760I

csect-name SPECIFIED USER NOT
DEFINED WITH INSTALLATION
SYSADM AUTHORITY

説明: このユーティリティーは、SYSADM 権限が定義
されているユーザーしか実行できません。

csect-name CATALOG operation OF
TABLE - table-name

0 (通知)

システムの処置:
されます。

ユーティリティーの処理が正常に続行

説明: このメッセージは、アンロードされたカタログの
リリース・レベルと、 CATMAINT ユーティリティーを
実行している DB2 のリリースの間に矛盾があることを
示しています。

ユーティリティーの処理が正常に続行

説明: このメッセージは、指定の表に対して、初めてデ
ータの操作を行ったときに出ます。
重大度:

csect-name CATALOG TABLE IS
EMPTY - table-name

説明: このメッセージは、指定された表が空である場合
に出ます。

重大度: 0 (通知)
システムの処置:
されます。

csect-name CATMAINT operation PHASE
phase-number COMPLETED

重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
す。

ユーティリティーの処理は終了しま

ユーザーの処置: 適切な許可のもとに、このユーティリ
ティーを実行し直してください。

ユーティリティーの処理が正常に続行
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DSNU762I
DSNU762I

csect-name DUPLICATE RECORD
DETECTED FOR TABLENAME table-name SEQNO OF THE INPUT
RECORD IS - seqno FOLLOWING IS
UP TO 119 BYTES OFRECORD
BEING INSERTED

説明: ターゲット・カタログに作成されたオブジェクト
が、ソース・カタログからマイグレーションされたオブ
ジェクトと同じ名前になっています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

ユーティリティーは異常終了します。

ユーザーの処置: CATMAINT ユーティリティーを実行
する前に、ユーザー・データをターゲット・カタログに
入れないようにしてください。 ターゲット・カタログ
からオブジェクトを解放するか、除去するかして、
CATMAINT ユーティリティーを再実行してください。
DSNU764I

csect-name FOLLOWING IS UP TO
119 BYTES OF RECORDFOR TABLE
table-name, SEQNO seqno BEING
PROCESSED AT THE TIME OF
ERROR

説明: CATMAINT ユーティリティーを実行して、シー
ケンス番号 'seqno' の表 'table-name' を処理している途
中で、異常終了が発生しました。 この異常終了の原因
は、以下のいずれかです。
v レコードのシーケンス番号が無効であった。
v DSNUEXLO から予期しない戻りコードを受け取っ
た。
v この表の名前がロード表 (DSNUELTB) に見つからな
かった。
v 親レコードを位置づけることができなかった。
v 位置 OBID がゼロであった (DSNUELTB の値が正し
くなかった)。
v レコード処置コードが正しくなかった。

| DSNU765I
|
|
|
|
|
|

csect-name THE DB2 CATALOG IS NOT
AT THE REQUIRED LEVEL.CATALOG
NOT UPDATED

説明: カタログをマイグレーションするには、DB2 カ
タログが適切なカタログ・レベルではありません。 こ
のエラーは、以下の理由から発生する可能性がありま
す。

| v マイグレーションをサポートしていない DB2 のリリ
|
ースからカタログをマイグレーションする試み
| v DB2 ストアード・プロシージャーを、カタログをマ
|
イグレーションする前にマイグレーションする試み
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は終了しま
| す。
| ユーザーの処置: マイグレーションのエラーに応じて、
| 以下の必要なアクションを行ってください。
| v カタログがマイグレーション用の正しいレベルにない
|
場合は、直前のリリースにフォールバックする。マイ
|
グレーションをサポートする DB2 リリースからのみ
|
マイグレーションしてください。
| v ストアード・プロシージャーのマイグレーションを試
|
みる前に、DB2 カタログを現行リリースにマイグレ
|
ーションする。 DB2 カタログをマイグレーションす
|
れば、ストアード・プロシージャーをマイグレーショ
|
ンすることができます。
DSNU766I

csect-name THE CATALOG HAS
ALREADY BEEN MIGRATED.NO
ACTION WILL BE TAKEN

説明: カタログはすでに正常にマイグレーションされて
います。 カタログ・マイグレーション・ジョブを再実
行する理由は何もありません。 したがって、DB2 カタ
ログを更新するための処置はとられません。
重大度: 0 (通知)

このメッセージに続いて、問題のレコードのうちの最初
の 119 バイトが表示されます。

システムの処置: 処理は終了します。

重大度:

DSNU767I

8 (エラー)

システムの処置:

ユーティリティーは異常終了します。

ユーザーの処置: アンロードされたデータ・セットのレ
コードが正しいことを確認してください。

csect-name DB2 SYSTEM MUST BE
STARTED ACCESS(MAINT)

説明: ユーティリティーを実行するためには、DB2 サ
ブシステムが ACCESS(MAINT) で始動されていなけれ
ばなりません。 このメッセージは、サブシステムがこ
のようにして始動されていないことを示しています。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: -STOP DB2 を行った後、
ACCESS(MAINT) を指定して -START DB2 を行ってく
ださい。
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DSNU768I
DSNU768I
説明:
た。

csect-name CATMAINT CONVERT
COMPLETE FOR INDEX index-name

索引 'index-name' に関する変換が完了しまし

重大度:

DSNU769I

処理は次の索引へと続行されます。

csect-name THE BUILD PHASE FAILED
FOR INDEX index-name REASON reason

説明: 索引 'index-name' に関する CATMAINT
CONVERT 構築フェーズが失敗しました。このメッセー
ジとその他により、とるべき処置が示されます。
8 (エラー)

オペレーターの応答: 理由コードと索引名を書き留めて
ください。収集データの説明については、「問題の判
別」の項を参照してください。
システムの処置: ユーティリティー処理は次の索引に対
して継続され、戻りコード 8 で終了します。
ユーザーの処置: 理由コードが示す問題を訂正してくだ
さい。 CATMAINT CONVERT ジョブを実行依頼し直
すか、または失敗した索引をリカバリーしてください。
問題判別: 構築フェーズが失敗した理由は、理由コード
によって示され、理由コードについては、 859 ページ
の『第 4 部 DB2 コード』 に説明されています。
DSNU770I

csect-name - DBD type STARTED FOR
DATABASE database

説明: このメッセージは、REPAIR DBD タイプ・ユー
ティリティーが始動されたことを示しています。このメ
ッセージで、'type' は DIAGNOSE、REBUILD、または
TEST です。 REPAIR ステートメントで指定されたデ
ータベース名は、'database' です。
重大度:

DSNU772I

0 (通知)

システムの処置:

重大度:

システムの処置: ユーティリティーの処理が正常に続行
されます。

0 (通知)

システムの処置:
されます。

ユーティリティーの処理が正常に続行

説明: このメッセージは、示されたオブジェクトが、フ
ォールバックを行う前のリリースに依存しているため、
現行リリースでは作動しないことを示しています。
重大度:

csect-name - DBD type COMPLETE FOR
DATABASE database

説明: このメッセージは、REPAIR DBD タイプ・ユー
ティリティーが完了したことを示しています。 このメ
ッセージで、'type' は DIAGNOSE、REBUILD、または
TEST です。 REPAIR ステートメントで指定されたデ
ータベース名は、'database' です。
重大度:
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8 (エラー)

システムの処置: ユーティリティーの処理は終了しま
す。
ユーザーの処置: 指定されたオブジェクト・タイプに関
連するカタログ表の IBMREQD 列を調べてください。
カタログ表の値が、フォールバックを行う前の DB2 の
リリースのリリース依存マークである場合には、このユ
ーティリティーはターゲット・データベースの現行リリ
ースでは作動しません。
DSNU773I

csect-name - database IS A SYSTEM
DATABASE AND CANNOT BE
PROCESSED

説明: 示されたデータベースは、関係する REPAIR
DBD ユーティリティーのタイプでは処理できません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
す。

ユーティリティーの処理は終了しま

ユーザーの処置: ユーティリティー制御ステートメント
が、正しいデータベースを指定するようにしてくださ
い。
DSNU774I

csect-name - SPECIFIED DATABASE
database NOT FOUND

説明: ユーティリティー制御ステートメントが指定する
データベースが、カタログ表 SYSIBM.SYSDATABASE
に見つかりません。
重大度:

DSNU771I

csect-name - THE object-type
qualifier.object-name IS UNAVAILABLE
IN THIS RELEASE

8 (エラー)

システムの処置:
す。

ユーティリティーの処理は終了しま

ユーザーの処置: ユーティリティー制御ステートメント
が指定するデータベースが、 SYSIBM.SYSDATABASE
に存在するかどうかを確かめてください。

0 (通知)

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU775I
DSNU775I

csect-name - DROP OF DATABASE
dbname FAILED WITH SQLCODE =
sqlcode

説明: REPAIR DBD DROP ユーティリティーを使用し
て、DATABASE 'dbname' を削除しようとして、エラー
が発生しました。 SQL エラー・コードが、'sqlcode' で
示されています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
せん。

DATABASE 'dbname'は、削除されま

ユーザーの処置: 出された SQL エラー・コードの説明
については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』
を参照してください。
DSNU776I

|
|
|
|

csect-name CATMAINT operation ERROR
- error-text

説明: カタログに SYSCOLDIST および
SYSCOLDISTSTATS、またはそのいずれかのカタログ表
の視点が含まれているために、CATMAINT ユーティリ
ティーが停止しました。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

|
|
|
|
|

ユーティリティー処理は停止します。

ユーザーの処置: これらのカタログ表から視点を除去し
てください。次に失敗した CATMAINT operation を再
試行してください。 このメッセージの後に、abend04E
RC00E40601 が出ます。詳しくは、 RC00E40601 の問
題判別のテキストを参照してください。
DSNU777I

csect-name CATMAINT operation
STATUS status-msg

説明: CATMAINT ユーティリティーは CATMAINT
operation を処理しています。 status-msg は、
CATMAINT がどこで operation 処理をしていたかを示
します。
重大度:

ユーティリティーの異常終了が起こりました。 表示さ
れている message-tokens は、SQLCA の SQLERRMT
フィールドで見つかったものです。これは示されている
SQLCODE sql-code に対するものでコンマで区切られて
います。 問題の SQL ステートメント sql-statement も
表示されます。
重大度:

0 (情報)。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: このメッセージの後に、abend04E
RC00E40601 が出ます。このメッセージにリストされて
いる sql-code、message-tokens および sql-statement で、
多分、十分に問題を診断、訂正することができます。
詳しくは、 RC00E40601 の問題判別のテキストを参照
してください。
DSNU780I

csect-name DSNUTILB LEVEL rel1
INVALID WITH SUBSYSTEM LEVEL
rel2

説明: レベル 'rel2' の DB2 サブシステムに対して、レ
ベル 'rel1' の DSNUTILB を実行する JCL を実行依頼
しました。これらのレベルは、一致していなければなり
ません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: このユーティリティーは、戻りコード
8 で終了します。
ユーザーの処置: 実行の対象となる DB2 サブシステム
を判別してください。対応する DSNUTILB ロード・モ
ジュールを含む STEPLIB データ・セットを判別してく
ださい。 JCL を訂正して、STEPLIB DD ステートメン
トに正しいデータ・セットを指定し、かつ EXEC ステ
ートメントに正しい DB2 サブシステムを指定してジョ
ブを再度サブミットしてください。
DSNU781I

csect-name RESTART OF LEVEL rel1
UTILITY AT LEVEL rel2 INVALID

0 (通知)

システムの処置:
されます。
DSNU778I

ユーティリティーの処理が正常に続行

csect-name - ERROR PROCESSING
SQL STATEMENT - SQL CODE IS:
sql-code SQL MESSAGE TOKENS:
message-token(s) THE FOLLOWING IS
THE PROBLEM SQL STATEMENT:
sql-statement

説明: DB2 データベース・サービスのアドレス・スペ
ース (ssnmDBM1) で、 CATMAINT UPDATE 処理中に

説明: 停止しているユーティリティーを RESTART さ
せる JCL がサブミットされました。 このユーティリテ
ィーは、レベル 'rel1' で処理を開始したため、レベル
'rel2' で再始動させることはできません。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは、理由コ
ード X'00E40018' で異常終了します。
ユーザーの処置: 開始したレベルでこのユーティリティ
ーを再始動させるか、あるいは、TERM コマンドを出し
て、このユーティリティーを終了させてから、新しいレ
ベルで実行依頼するかしてください。 TERM コマンド
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DSNU782I
の特別な考慮事項については、DB2 コマンド解説書 を
参照してください。
DSNU782I

DSNU785I

説明: CHECK LOB ユーティリティーがページ番号、
page-number のついた LOB 表スペース のページが、
reason-code のために無効であることを検出しました。
reason-code のフォームは、reason1、reason2 の形にな
ります。この理由コードは、保守の目的だけのために知
らされます。

csect-name UNABLE TO RECOVER
DUE TO ACTIVITY AT ANOTHER
SYSTEM LEVEL

説明: RECOVER ユーティリティーは、指定された表
スペースをリカバリーさせることができません。 別の
システム・レベルでの活動で、この表スペースのすべて
のイメージ・コピーが DB2 LOG と矛盾した状態に置
かれています。
重大度:

システムの処置: ユーティリティーは完了コード 4 を
戻します。 LOB 表スペース は check pending 状態に
なります。

8 (エラー)

プログラマーの応答:
てください。

システムの処置: このユーティリティーは、戻りコード
8 で終了します。
ユーザーの処置: この表スペースは、全体としてリカバ
リーさせることはできません。 個々のデータ・セット
は、DSNUM() キーワードを使用すると、リカバリーさ
せることができます。
DSNU783I

csect-name INDEXES DSNSCT02,
DSNLUX01, DSNLUX02 and
DSNLLX02 HAVE SUBPAGES VALUE
GREATER THAN 1 AND CANNOT
BECOME GROUP BUFFER POOL
DEPENDENT.

説明: CATMAINT CONVERT TO TYPE 1
DIRECTORY は、索引 DSNSCT02、 DSNLUX01、
DSNLUX02、および DSNLLX02 を、複数のサブページ
をもつタイプ 1 に変更します。 データ共用環境では、
サブページ (グループ・バッファー・プール従属 になる
ことはできない) を複数もつタイプ 1 索引上には DB2
間の読み書きインタレストはありません。 つまり、こ
れらのディレクトリー索引に DB2 間読み書きインタレ
ストを与える読み出し要求または更新要求は、すべて '
リソース利用不能' 条件で拒否されます。
ディレクトリー索引の場合、タイプ 2 索引しか、デー
タ共用メンバー間で完全に読み書きを共用することはで
きません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: ごく例外的ですが、DB2 データ共用
グループに複数のメンバーが存在する場合は、ディレク
トリー上の索引が DB2 間読み書きインタレストを持つ
場合があります。 複数の DB2 メンバーを持つことを
プランしている場合は、 CATMAINT CONVERT TO
TYPE 2 DIRECTORY を使用して索引をタイプ 2 に変
換してください。
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csect-name - PAGE=page-number IS
INVALID FOR REASON=reason-code

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: IBM サービス技術員
に連絡してください。メッセージ番号、理由コード、
LOB 表スペース ページのダンプを用意してください。

|
|
|
|
|

DSNU787I

csect-name - LOB WITH ROWID=rowid
VERSION=version PAGE=page IS IN
ERROR FOR REASON=reason-code
EXPECTED VALUE=expected-value
ACTUAL VALUE=actual-value

説明: CHECK LOB ユーティリティーが、ROWID が
rowID で、VERSION が version である LOB が
reason-code のためにエラー状態になっているのを検出
しました。エラーは、LOB 表スペースの page にあり
ます。この理由コードは、保守の目的だけのために知ら
されます。

|
|
|

EXPECTED VALUE は、CHECK LOG ユーティリティ
ーによって検査される条件の expected-value です。
ACTUAL VALUE は条件の actual-value です。
システムの処置: ユーティリティーは完了コード 4 を
戻します。 LOB 表スペース は check pending 状態に
なります。
プログラマーの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: IBM サービス技術員
に連絡してください。メッセージ番号、理由コードを用
意してください。
DSNU795I

csect-name - CHECKLOB PHASE
COMPLETE - ELAPSED TIME=time

説明: CHECK LOB ユーティリティーの CHECKLOB
フェーズが完了しました。経過時間は time です。
重大度:

0 (通知)

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU796I
システムの処置:
た。
DSNU796I

CHECKLOB フェーズは完了しまし

csect-name - REPRTLOB PHASE
COMPLETE - ELAPSED TIME=time

説明: CHECK LOB ユーティリティーの REPRTLOB
フェーズが完了しました。経過時間は time です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
た。
DSNU805I

REPRTLOB フェーズは完了しまし

csect-name - TABLE=table_name
COLUMN=column_name IS OUT OF
SYNCH ROWID=rowid VERSION=version

説明: CHECK DATA ユーティリティーが、table_name
のテーブルに、ROWID の rowid のある 基本表 行を検
出しました。基本表 の column_name の LOB 列 が、
LOB 表スペースと同期がとれていません。 version は
補助表の索引 のバージョンです。
システムの処置: AUXERROR REPORT を指定した場
合、このエラーは、報告されるだけです。基本表スペー
スは、補助検査保留 状態になります。
AUXERROR INVALIDATE を指定した場合、LOB 列
は、無効になります。基本表スペースは、補助警告 状
態になります。
ユーティリティーは完了コード 4 を戻します。
プログラマーの応答: CHECK DATA は LOB 表スペ
ースの情報と補助索引の情報が正しいことが基になりま
す。 CHECK DATA を実行する前に、まず CHECK
LOB を実行し、次に REBUILD INDEX または CHECK
INDEX を実行してください。 CHECK LOB は LOB
表スペースの妥当性を検査します。 REBUILD INDEX
または CHECK INDEX は、補助索引の妥当性を検査し
ます。
AUXERROR REPORT が指定されていた場合は、
CHECK DATA ユーティリティーを AUXERROR
INVALIDATE で指定して実行し、基本表の列を無効に
してください。
AUXERROR INVALIDATE が指定されていた場合は、
SQL を使用して、 LOB 列を更新するか、基本表の行
を削除してください。 CHECK DATA ユーティリティ
ーを AUXERROR INVALIDATE を指定して、再実行し
てください。 Auxiliary Column Check のエラーをすべ
て訂正すると、補助警告 はリセットされます。
REPAIR ユーティリティーを使用すると、補助警告 の
状態をリセットすることができます。

DSNU806I

csect-name - TABLE=table_name
COLUMN=column_name WAS SET
INVALID ROWID=rowid
VERSION=version

説明: CHECK DATA ユーティリティーを
AUXERROR INVALIDATE を指定して実行すると、
LOB 列、column_name が無効になります。 LOB 列
は、表名 table_name の ROWID、rowid にありまし
た。 LOB 列 のバージョンは version でした。
システムの処置: ユーティリティーは完了コード 4 を
戻します。基本表スペースは、補助警告 状態になりま
す
プログラマーの応答: 不要。
SQL を使用して、LOB 列を更新するか、基本表の行を
削除してください。 CHECK DATA ユーティリティー
を AUXERROR INVALIDATE を指定して、再実行して
ください。補助列検査 のエラーをすべて訂正すると、
補助警告 はリセットされます。
REPAIR ユーティリティーを使用すると、補助警告 の
状態をリセットすることができます。
DSNU809I

csect-name - TABLE=table_name
COLUMN=column_name IS MISSING IN
INDEX index-name ROWID=rowid
VERSION=version

説明: CHECK DATA ユーティリティーが、
ROWID、rowid にある表名、 table-name にレコードを
検出しました。 column-name の列は、補助索引、
index-name に索引項目を持っていません。 LOB 列 の
バージョンは version でした。
システムの処置: AUXERROR REPORT を指定した場
合、このエラーは、報告されるだけです。基本表スペー
スは、補助検査保留 状態になります
AUXERROR INVALIDATE を指定した場合、LOB 列
は、無効になります。基本表スペースは、補助警告 状
態になります。
ユーティリティーは完了コード 4 を戻します。
プログラマーの応答: CHECK DATA は LOB 表スペ
ースの情報と補助索引の情報が正しいことが基になりま
す。 CHECK DATA を実行する前に、まず CHECK
LOB を実行し、次に REBUILD INDEX または CHECK
INDEX を実行してください。 CHECK LOB は LOB
表スペースの妥当性を検査します。 REBUILD INDEX
または CHECK INDEX は、補助索引の妥当性を検査し
ます。
AUXERROR REPORT が指定されていた場合は、
CHECK DATA ユーティリティーを AUXERROR
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DSNU811I
INVALIDATE で指定して実行し、基本表の列を無効に
してください。
AUXERROR INVALIDATE が指定されていた場合は、
SQL を使用して、 LOB 列を更新するか、基本表の行
を削除してください。 CHECK DATA ユーティリティ
ーを AUXERROR INVALIDATE を指定して、再実行し
てください。 Auxiliary Column Check のエラーをすべ
て訂正すると、補助警告 はリセットされます。
REPAIR ユーティリティーを使用すると、補助警告 の
状態をリセットすることができます。
DSNU811I

システムの処置: ユーティリティーは 4 の完了コード
を戻します。基本表スペースは、補助警告 状態になり
ます。
プログラマーの応答: AUXERROR INVALIDATE が指
定されていた場合は、SQL を使用して、 LOB 列を更
新するか、基本表の行を削除してください。 CHECK
DATA ユーティリティーを AUXERROR INVALIDATE
を指定して、再実行してください。 Auxiliary Column
Check のエラーをすべて訂正すると、補助警告 はリセ
ットされます。
REPAIR ユーティリティーを使用すると、補助警告 の
状態をリセットすることができます。
csect-name - LOB IN TABLE
SPACE=lob_table_space_name WITH
ROWID=rowid AND VERSION=version
HAS NO BASE TABLE ROW

説明: CHECK DATA ユーティリティーが、LOB 表ス
ペース、 lob_table_space_name に LOB を検出しました
が、この LOB に対する基本表の行が見つかりません。
この LOB の ROWID は rowid でバージョンは version
です。
システムの処置: ユーティリティーは完了コード 4 を
戻します。
プログラマーの応答: CHECK DATA は、補助表の索
引と LOB 表スペースの情報が正しいことが基になって
機能します。 CHECK DATA を実行する前に、まず
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REPAIR ユーティリティーを使用すると、LOB を削除
することができます。 LOCATE ROWID VERSION
DELETE と指定してください。
DSNU814I

csect-name - TABLE=table_name
COLUMN=column_name IS INVALID
ROWID=rowid VERSION=version

説明: CHECK DATA ユーティリティーが、
ROWID、rowid にあるテーブル、 table-name にレコー
ドを検出しました。 この前に AUXERROR
INVALIDATE を指定して、CHECK DATA ユーティリ
ティーを実行したため、 列名、column-name が無効と
マークされました。 LOB 列 のバージョンは version
でした。

DSNU813I

CHECK LOB を実行し、次に REBUILD INDEX または
CHECK INDEX を実行してください。 CHECK LOB
は LOB 表スペースの妥当性を検査します。 REBUILD
INDEX または CHECK INDEX は、補助索引の妥当性
を検査します。

csect-name - TABLE=table_name
COLUMN=column_name IS ZERO OR
NULL BUT ENTRY IN INDEX
index-name FOUND ROWID=rowid
VERSION=version

説明: CHECK DATA ユーティリティーが、
ROWID、rowid にある表名、 table-name にレコードを
検出しました。列名、column-name の長さが、ヌルまた
はゼロであると示されていますが、同じ ROWID を持
つ索引項目が、補助表の索引、index-name に見つかりま
した。 LOB 列 のバージョンは version でした。
システムの処置: これは通知メッセージにすぎません。
LOB 列がヌルまたはヌル長であるとマークされてい
て、 LOB 列の項目が、補助表の索引に存在していて
も、LOB 列の処理は、妨げられません。
AUXERROR INVALIDATE が指定されていた場合、こ
のエラーが原因で、LOB 列が無効になることはありま
せん。
ユーティリティーは完了コード 4 を戻します。
プログラマーの応答: CHECK DATA は、補助表の索
引と LOB 表スペースの情報が正しいことが基になって
機能します。 LOB 表スペースの妥当性を検査する
CHECK LOB と、補助表の索引の妥当性を検査する
RECOVER INDEX または CHECK INDEX を必ず事前
に実行してから、補助索引検査を伴う CHECK DATA
を実行してください。
REPAIR LOCATE TABLESPACE ROWID DELETE
を使用すると、 LOB 表スペースから LOB を削除する
ことができます。
DSNU815I

csect-name - TABLESPACE
table-space-name IS IN AUX CHECK
PENDING STATE

説明: CHECK DATA ユーティリティーが、auxiliary
check エラーを検出しました。 AUXERROR REPORT が
指定されていたので、エラーは検出されたままになりま
す。
Auxiliary check pending は禁止状態です。
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DSNU816I
前のエラー・メッセージに、検出したエラーが報告され
ています。
システムの処置:
戻します。

ユーティリティーは完了コード 8 を

プログラマーの応答: CHECK DATA を AUXERROR
INVALIDATE を指定して使用してください。このように
すると、auxiliary check エラーを変更することができる
ので、エラーが訂正され、表スペースの状態を auxiliary
warning にセットできます。
CHECK DATA を AUXERROR INVALIDATE を指定し
て実行した後、SQL を使用して、 LOB 列 を更新する
か、基本表 の行を削除してください。 AUXERROR
INVALIDATE を指定して、CHECK DATA ユーティリテ
ィーを再実行してください。 auxiliary check のエラー
を訂正すると、auxiliary warning がリセットされます。
auxiliary check pending の状態は、REPAIR を SET
NOAUXCHKP を指定して使用しても、リセットするこ
とができます。 auxiliary check pending を REPAIR で
リセットすると、予期しない結果になります。
DSNU816I

csect-name - TABLESPACE
table-space-name IS IN AUX WARNING
STATE

説明: CHECK DATA ユーティリティーが、 auxiliary
check エラーを検出しました。 AUXERROR
INVALIDATE が指定されていたので、エラーのある
LOB 列が無効とマークされました。
Auxiliary warning は禁止状態ではありません。 SQL を
使用して、LOB 列を更新したり、LOB 列を含む行を削
除することは、許されています。 有効な LOB にアク
セスすることはできますが、変更されて無効な LOB 列
を SQL でリトリーブしようとすると、-904 の戻りコー
ドを受け取る結果になります。
前のエラー・メッセージに、検出したエラーが報告され
ています。

|

重大度:

|

システムの処置:

0 (通知)
処理は続行されます。

DSNU830I

csect-name - INDEX= index-name IS IN
REBUILD PENDING STATE

説明: RECOVER ユーティリティーが、このメッセー
ジを出した場合、この索引に対応する表スペースは、キ
ーワード TOCOPY、TOLOGPOINT、または TORBA で
指定された時点までリカバリーされています。 したが
って、この索引は再作成保留状態に置かれています。
REBUILD INDEX ユーティリティーがこのメッセージ
を出した場合は、索引は、再作成保留状態にあります。
REBUILD INDEX の BUILD フェーズ時に、重複する
索引項目が存在していたか、またはクラスター索引の区
画に属していない無効な KEY/RID が、検出されまし
た。重複する索引項目または無効な KEY/RID 項目を解
決した後で、 REBUILD INDEX ユーティリティーを再
実行して、索引をリカバリーし、索引を再作成保留状態
から外す必要があります。
SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE (あるいは
-TERM UTILITY) を指定した REORG ユーティリティ
ーがこのメッセージを出した場合は、索引が再作成保留
状況になっています。 REORG 中にデータ・セットの
名前を変更している間は、ソース名が付いているデー
タ・セットがまだ存在していないか、あるいは、ターゲ
ット名が付いているデータ・セットがすでに存在してい
るかのいずれかです。
重大度:

4 (警告) または 8 (エラー)

ユーザーの処置: RECOVER または REORG ユーティ
リティー (あるいは -TERM UTILITY) がこのメッセー
ジを出した場合は、REBUILD INDEX ユーティリティ
ーを使用して、この索引を再作成してください。
REBUILD INDEX ユーティリティーがこのメッセージ
を出した場合は、重複する索引項目または無効なキーを
解決した上で、 REBUILD INDEX ユーティリティーを
再実行してください。
DSNU831I

csect-name ALL INDEXES OF
TABLESPACE= table space-name ARE
IN REBUILD PENDING

プログラマーの応答: SQL を使用して、エラーのある
LOB 列を更新または、削除してください。 CHECK
DATA を AUXERROR INVALIDATE を指定して使用
すると、訂正されたエラーをすべて検査することがで
き、auxiliary warning の状態をリセットすることができ
ます。

説明: RECOVER TORBA、TOLOGPOINT、または
TOCOPY ユーティリティーがこのメッセージを出し
て、リカバリーされた表スペースに属するすべての索引
の状態をユーザーに通知します。 データと索引の不整
合の問題が生じないように、すべての索引は再作成保留
状態に置かれます。 すべての索引は、使用する前に再
作成しなければなりません。

auxiliary warning の状態は、REPAIR を SET
NOAUXWARN を指定して使用しても、リセットするこ
とができます。

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは正常
に完了しました。
重大度: 4 (警告)
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DSNU832I
と整合性がとれなくなっています。

ユーザーの処置: ALL のオプションで REBUILD ユー
ティリティーを使用して、リカバリーした表スペースに
対する索引を再作成してください。
DSNU832I

重大度:

ユーザーの処置: REBUILD INDEX ユーティリティー
を使用して、表スペースから索引を再作成してくださ
い。

csect-name - INDEX= creator.index-name
PART= partition number IS IN REBUILD
PENDING STATE

DSNU834I

説明: RECOVER ユーティリティーがこのメッセージ
を出した場合、区分表スペースの 1 つの区画が、キー
ワード TOCOPY、TOLOGPOINT、または TORBA で指
定された時点までリカバリーされます。 その区画に対
応する索引は、再作成保留状態に置かれています。

重大度:

DSNU860I

DSNU833I

csect-name - UNABLE TO RECOVER
object_type object_name DUE TO ALTER
COLUMN

説明: RECOVER ユーティリティーは、要求された索
引スペースまたは索引をリカバリーすることができませ
ん。ALTER COLUMN VARCHAR が実行されたからで
す。 現在の列定義は、要求されたリカバリーを実行す
るために使用する、イメージ・コピーとログ・レコード
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csect-name DIAGNOSE UTILITY
COMPLETE

説明: このメッセージは、DIAGNOSE ユーティリティ
ーの正常終了の応答として出されます。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: このメッセージは、DIAGNOSE ユー
ティリティーが正常に完了したことを示しています。
このユーティリティー・ジョブ・ステップに次のユーテ
ィリティー・ステートメントがあれば、その処理が続行
されます。

4 (警告) または 8 (エラー)

REBUILD INDEX ユーティリティーがこのメッセージ
を出した場合は、重複する索引項目または無効なキーを
解決した上で、 REBUILD INDEX ユーティリティーを
再実行してください。

8 (エラー)

ユーザーの処置: REBUILD INDEX ユーティリティー
を使用して、表スペースから索引区画を再作成してくだ
さい。

SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE (あるいは
-TERM UTILITY) を指定した REORG ユーティリティ
ーがこのメッセージを出した場合は、区画に分割された
索引の区画の 1 つが再作成保留状況になっています。
REORG 中にデータ・セットの名前を変更している間
は、ソース名が付いているデータ・セットがまだ存在し
ていないか、あるいは、ターゲット名が付いているデー
タ・セットがすでに存在しているかのいずれかです。

ユーザーの処置: RECOVER または REORG ユーティ
リティー (もしくは -TERM UTILITY) がこのメッセー
ジを出した場合は、REBUILD INDEX ユーティリティ
ーでこの索引を再作成してください。

csect-name - UNABLE TO RECOVER
object_type object_name DSNUM dsnum
DUE TO ALTER COLUMN

説明: RECOVER ユーティリティーは、要求された索
引スペース区画または索引をリカバリーすることができ
ません。ALTER COLUMN VARCHAR が実行されたか
らです。 現在の列定義は、要求されたリカバリーを実
行するために使用する、イメージ・コピーとログ・レコ
ードと整合性がとれなくなっています。

REBUILD INDEX ユーティリティーがこのメッセージ
を出した場合は、索引またはクラスター索引の区画が、
再作成保留状態にあります。 REBUILD INDEX または
INDEX PART の BUILD フェーズ中に、存在していた
重複索引項目があるか、またはクラスター索引の区画に
属していない無効な KEY/RID が、検出されました。重
複する索引項目または無効な KEY/RID 項目を解決した
後で、 REBUILD INDEX ユーティリティーを再実行し
て、索引をリカバリーし、索引を再作成保留状態から外
す必要があります。

重大度:

8 (エラー)

# DSNU861I
#
#
#
#

DISPLAY MEPL FOR SYSTEM name

説明: これは、DIAGNOSE DISPLAY MEPL 機能の出
力のヘッダー・メッセージです。サブシステム name に
対する MEPL の内容は、SYSPRINT にダンプ出力され
ます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、DIAGNOSE
DISPLAY MEPL 処理の開始を示しています。

|
|

DSNU862I

|
|
|
|

説明: このメッセージは、DIAGNOSE DISPLAY
AVAILABLE 制御ステートメントの最終結果です。この
メッセージは、このサブシステムで使用可能なユーティ
リティーを表示します。メッセージには、機械可読のビ
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DISPLAY AVAILABLE UTILITIES.MAP:
bit-map

DSNU863I
|
|
|
|
|
|
|

ットマップが含まれていて、ユーティリティー名の表の
前に表示されます。この名前は、同じ情報の 2 通りの
表現です。使用可能なユーティリティーは、表に表示さ
れたユーティリティー名と、ビットマップの対応するビ
ット位置の「1」で表されます。使用できないユーティ
リティーは、ブランクの表項目と、ビットマップの対応
するビット位置の「0」で表されます。

|
|
|
|

個別価格フィーチャーの JDB771K または JDB771M
(あるいはその両方) が未インストールであるかインスト
ールが不適切である場合は、ユーティリティーが使用で
きない場合があります。

|
|
|
|
|
|
|

表位置およびビット位置は、所定のすべてのユーティリ
ティーでは固定されていて、保守の場合もこれを変更す
ることはできません。表の読み取りを、行の上部から始
めて、左から右に行うと、ビット位置は表項目に対応し
ています。たとえば、ビット 1 は CATMAINT、ビット
2 は CHECK、そしてビット 9 は OPTIONS に対応し
ます。

| 以下の例で、このメッセージの出力の一部を示します。
| スペースの制約から、サンプルでは切り捨てを行ってい
| ます。実際の表には、一致名が 8 列入っています。
|
|
|
|
|
|
|
|

DSNU862I DSNUDIAG - DISPLAY AVAILABLE UTILITIES.
MAP: 11111111111111111110000000000000
--------------------------------------------|CATMAINT |CHECK
|COPY
|DIAGNOSE |...
|OPTIONS |QUIESCE |REBUILD |RECOVER |...
|STOSPACE |TEMPLATE |UNLOAD
|
|...
|
|
|
|
|
---------------------------------------------

| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: DIANGOSE DISPLAY AVAILABLE
| ユーティリティー制御ステートメントは、正常に完了し
| ました。
DSNU863I

csect-name DISPLAY OBD dbname.tsname

説明: このメッセージは、DIAGNOSE DISPLAY OBD
出力の見出しページです。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、DIAGNOSE
DISPLAY OBD 機能の出力の開始を示しています。
DSNU864I

csect-name DISPLAY OBD, DBID=nn
OBID=nn OBD TYPE=type

説明: このメッセージは、表示される obd の見出しペ
ージです。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
を識別します。

このメッセージは、表示される OBD

DSNU865I

csect-name DISPLAY OBD dbname.tsname
COMPLETE

説明: このメッセージは、DISPLAY OBD 処理の正常
終了の応答として出されます。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: このメッセージは、DISPLAY OBD
処理の終了を示しています。
DSNU866I

csect-name DISPLAY SYSUTIL JOB
INFORMATION

説明: このメッセージは、DIAGNOSE DISPLAY
SYSUTIL 出力の SYSUTIL JOB INFORMATION セク
ションのヘッダー・メッセージです。 このセクション
は、SYSUTIL レコードのジョブ情報域を表示するもの
で、 SYSUTIL レコードが参照しているユーティリティ
ーを示す情報が含まれています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、DIAGNOSE
DISPLAY SYSUTIL 出力の SYSUTIL JOB
INFORMATION セクションを示します。
DSNU867I

csect-name DISPLAY SYSUTIL
CHECKPOINT/RESTART
INFORMATION

説明: このメッセージは、DIAGNOSE DISPLAY
SYSUTIL 出力の SYSUTIL UTILITY
CHECKPOINT/RESTART INFORMATION セクションの
ヘッダー・メッセージです。このセクションは、
SYSUTIL レコードのユーティリティー・チェックポイ
ント / 再始動域を表示し、ユーティリティーの再始動に
必要なユーティリティー処理に関する情報を含んでいま
す。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、DIAGNOSE
DISPLAY SYSUTIL 出力の SYSUTIL UTILITY
CHECKPOINT/RESTART INFORMATION セクションを
示します。
DSNU868I

csect-name DISPLAY SYSUTIL UTILITY
DEPENDENT AREA

説明: このメッセージは、DIAGNOSE DISPLAY
SYSUTIL 出力の SYSUTIL UTILITY DEPENDENT
INFORMATION セクションのヘッダー・メッセージで
す。 このセクションは、SYSUTIL レコードのユーティ
リティー依存域を表示するもので、SYSUTIL レコード
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DSNU869I
が参照しているユーティリティーに関する情報が含まれ
ています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、DIAGNOSE
DISPLAY SYSUTIL 出力の SYSUTIL UTILITY
DEPENDENT INFORMATION セクションを示します。
DSNU869I

csect-name DISPLAY SYSUTIL
COMPLETE

説明: このメッセージは、DISPLAY SYSUTIL 処理の
正常終了の応答として出ます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: このメッセージは、DISPLAY
SYSUTIL 処理の終了を示しています。
DSNU870I

csect-name NO SYSUTIL RECORD
FOUND

説明: このメッセージは、DISPLAY SYSUTIL が指定
されていて、SYSUTIL レコードが見つからない場合に
出されます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: このメッセージは、DISPLAY
SYSUTIL 処理の終了を示しています。
DSNU871I

csectname DISPLAY DBET DATABASE
dbname

説明: このメッセージは、データベース 'dbname' に関
連するデータベース例外表 (DBET) 項目の出力表示用の
見出しです。
重大度:

0 (通知)

DSNU873I

csectname DISPLAY DBET INDEX
index-name

説明: このメッセージは、索引 'index-name' と関連す
るデータベース例外表 (DBET) 項目の表示出力の見出し
です。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: DIAGNOSE DISPLAY DBET 処理が
示された索引について開始されました。
DSNU874I

csectname NO DBET ENTRY FOUND
FOR THE SPECIFIED OBJECT

説明: 指定されたオブジェクトに関連するデータベース
例外表 (DBET) 項目がありません。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNU875I

csectname DIAGNOSE WAIT AT
MESSAGE=msgno INSTANCE=nn CORR
ID=id1 CONN ID=id2 REPLY TO CONT

説明: 指定のメッセージ 'msgno' を nn 回検出するま
で待機するために、 DIAGNOSE WAIT 機能が呼び出さ
れました。 CORR ID は、待機中のアプリケーションに
関連するスレッドの相関 ID です。 CONN ID は、ス
レッドの接続 ID です。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: ユーザーがこのメッセージに応答する
まで、処理は停止されます。
ユーザーの処置:
ださい。

「オペレーターの応答」を参照してく

システムの処置: DIAGNOSE DISPLAY DBET 処理が
所定のデータベースについて開始されました。

オペレーターの応答: 実行中の診断手順が完了したあと
で、このメッセージに応答して実行を継続してくださ
い。 どのような応答でも有効です。

DSNU872I

DSNU876I

csectname DISPLAY DBET TABLE
SPACE tsname

説明: このメッセージは、表スペース 'tsname' と関連
するデータベース例外表 (DBET) 項目の表示出力の見出
しです。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: DIAGNOSE DISPLAY DBET 処理が
示された表スペースについて開始されました。

csectname DIAGNOSE WAIT AT
TRACEID=X'trcid' INSTANCE=nn CORR
ID=id1 CONN ID=id2 REPLY TO CONT

説明: DIAGNOSE WAIT 機能が呼び出されました。指
定のトレース ID 'trcid' が検出されるのを nn 回目まで
待機します。 CORR ID は、待機中のアプリケーション
に関連するスレッドの相関 ID です。 CONN ID は、
スレッドの接続 ID です。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: ユーザーがこのメッセージに応答する
まで、処理は停止されます。
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DSNU877I
ユーザーの処置:
ださい。

「オペレーターの応答」を参照してく

オペレーターの応答: 実行中の診断手順が完了したあ
と、このメッセージに応答して実行を継続してくださ
い。 どのような応答でも有効です。
DSNU877I

event modulename+offset

説明: モジュール ’modulename’ プラス ’offset’ で、イ
ベント ’event’ が発生しました。 DIAGNOSE ユーティ
リティーが、このメッセージを出してユーティリティー
の問題の診断をサポートします。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU900I

csect-name - DBD X'xxxx'
COMPARISON STARTING

システムの処置: DBD の検査は正常に続行されます。
DSNU901I

csect-name - OBD X'xxxx' obd-type HAS
THE FOLLOWING DIFFERENCES

説明: このメッセージは、REPAIR DBD TEST または
REPAIR DBD DIAGNOSE ユーティリティーの DBD
比較が開始されたことを示しています。このメッセージ
は、OBD 間に相違が検出されたときに表示されます。
DB2 カタログに対して比較の対象となる OBD の
OBID は、'xxxx' です。表示される OBD のタイプは、
'obd-type' です。
重大度:

重大度: 0 (通知)
システムの処置: DBD の検査は正常に続行されます。

0 (通知)

システムの処置: DBD の検査は正常に続行されます。

csect-name - EXISTING VALUE X'xx..xx'

説明: このメッセージは、DSNDB01.DBD01 ページ・
セットに存在する OBD のフィールドの値である 16 進
ストリングを示しています。この 16 進のストリング
は、'xx..xx' です。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: DBD の検査は正常に続行されます。
DSNU905I

0 (通知)

csect-name - REBUILT OBD AT
OFFSET X'xxxxxxxx' IN REBUILT
DBD

説明: このメッセージの後に、DB2 カタログから作成
し直した OBD の 16 進ダンプが続きます。 このメッ
セージの 'xxxxxxxx' は REPAIR DBD DIAGNOSE 出力
の後の方で表示される、作成し直された DBD の先頭か
らの 16 進数オフセットです。

DSNU904I
処理は正常に続行されます。

説明: このメッセージは、REPAIR DBD TEST または
REPAIR DBD DIAGNOSE ユーティリティーでの DBD
比較が開始されたことを示しています。 DB2 カタログ
に対して比較される DBD の DBID は、'xxxx' です。
重大度:

DSNU903I

csect-name - REBUILT VALUE X'xx..xx'

説明: このメッセージは、DB2 カタログから作成し直
した OBD 内のフィールドの 16 進のストリングの値を
示しています。この 16 進のストリングは、'xx..xx' で
す。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: DBD の検査は正常に続行されます。
DSNU906I

csect-name - EXISTING VALUE 'cc..cc'

説明: このメッセージは、DSNDB01.DBD01 ページ・
セットに存在する OBD のフィールドの値である、文字
ストリングを示しています。文字ストリングは、'cc..cc'
です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU902I

csect-name - EXISTING OBD AT
OFFSET X'xxxxxxxx' IN EXISTING
DBD

説明: このメッセージの後に、DSNDB01.DBD01 ペー
ジ・セットに存在する OBD の 16 進ダンプが続きま
す。 このメッセージで、'xxxxxxxx' は、既存の DBD
の先頭からの 16 進数オフセットで、 REPAIR DBD
DIAGNOSE 出力の後の方で表示されます。
重大度:

DSNU907I

DBD の検査は正常に続行されます。

csect-name - REBUILT VALUE 'cc..cc'

説明: このメッセージは、DB2 カタログから作成し直
した OBD のフィールドの値である、文字ストリングを
示しています。文字ストリングは、'cc..cc' です。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: DBD の検査は正常に続行されます。

0 (通知)

システムの処置:

DBD の検査は正常に続行されます。
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DSNU908I

説明: このメッセージは、DSNDB01.DBD01 ページ・
セットに存在する OBD の、OBD タイプを示していま
す。

合には、このメッセージは表示されません。 DB2 カタ
ログに対して比較の対象となる OBD の OBID は、
'xxxx' です。この OBD のエラーの数は、'nn'です。通知
メッセージと警告メッセージは、エラーのカウントには
入りません。

重大度:

重大度: 0 (通知)

DSNU908I

csect-name - EXISTING OBD IS obd-type

0 (通知)

システムの処置:
DSNU909I

DBD の検査は正常に続行されます。

csect-name - REBUILT OBD IS obd-type

システムの処置: DBD の検査は正常に続行されます。
DSNU914I

説明: このメッセージは、DB2 カタログから作成し直
した OBD の、OBD タイプを示しています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU910I

DBD の検査は正常に続行されます。

csect-name - EXISTING DBD

csect-name - DBD X'xxxx'
COMPARISON COMPLETE -- nn
ERRORS WERE FOUND

説明: このメッセージは、REPAIR DBD TEST または
REPAIR DBD DIAGNOSE ユーティリティーでの DBD
比較が終了したことを示します。 DB2 カタログに対し
て比較される DBD の DBID は、'xxxx' です。この
DBD で見つかったエラーの合計数は、'nn' です。

説明: このメッセージの後に、DSNDB01.DBD01 ペー
ジ・セットに存在する DBD の 16 進ダンプが続きま
す。

重大度: 0 (通知)

重大度:

DSNU915I

0 (通知)

システムの処置: DBD の検査は完了しました。

システムの処置: DBD の検査は正常に続行されます。
DSNU911I

csect-name - REBUILT DBD

説明: このメッセージに続いて、DB2 カタログから作
成し直した DBD の 16 進ダンプが表示されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: DBD の検査は正常に続行されます。
DSNU912I

csect-name - phase-completion-message -nn ERRORS WERE FOUND

説明: このメッセージは、REPAIR DBD TEST または
REPAIR DBD DIAGNOSE ユーティリティーで DBD
比較の処理フェーズが終了したことを示しています。こ
のメッセージで、'nn' は、処理中に検出したエラーの数
を示しています。通知メッセージと警告メッセージは、
エラーのカウントには入りません。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU913I

DBD の検査は正常に続行されます。

csect-name - OBD X'xxxx'
COMPARISON COMPLETE -- nn
ERRORS WERE FOUND

説明: このメッセージは、REPAIR DBD TEST または
REPAIR DBD DIAGNOSE ユーティリティーで OBD
比較が終了したことを示しています。相違を検出した場
合だけ、このメッセージが表示されます。相違がない場
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csect-name - OBD X'obid' E-X'xxxxxxxx'
R-X'yyyyyyyy' obd-description

説明: このメッセージは、REPAIR DBD DIAGNOSE
ユーティリティーで、OBD をリストするときに使用さ
れます。リストされる OBD の OBID は、'obid' です。
EXISTING DBD の OBD へのオフセット、'xxxxxxxx'
が、この出力の後の方で表示されます。この出力の後の
方で表示される REBUILT DBD の OBD へのオフセッ
トは、'yyyyyyyy' です。 OBD の状態についての簡略記
述は、'obd-description' です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSNU916I

DBD の検査は完了しました。

csect-name - OBDS DIFFER AT
OFFSET X'xxxxxxxx' field-name INFORMATION NOT IN DB2
CATALOG

説明: このメッセージは、DSNDB01.DBD01 ページ・
セットに存在する DBD および DB2 カタログから作成
し直した DBD とは異なる、OBD 内のフィールドの値
を示しています。この情報は、DB2 カタログに保管さ
れていません。これは許される相違であり、OBD が損
傷していることを示すものではありません。 OBD の先
頭からの 16 進数オフセットは、'xxxxxxxx' です。フィ
ールドの名前は、'field-name' です。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DBD の検査は正常に続行されます。

DSNU917I
DSNU917I

csect-name - DBDS DIFFER AT
OFFSET X'xxxxxxxx' field-name INFORMATION NOT IN DB2
CATALOG

説明: このメッセージは、DBD 内のフィールドの値
が、DSNDB01.DBD01 ページ・セットに存在する DBD
と DB2 カタログから作成し直した DBD とは異なる値
であることを示しています。 この情報は、DB2 カタロ
グに保管されていません。これは許される相違であり、
DBD が損傷していることを示すものではありません。
DBD の先頭からの 16 進数オフセットは、'xxxxxxxx'
です。フィールドの名前は、'field-name' です。
重大度:

DSNU919I

説明: このメッセージは、示されている OBD につい
ての詳しい情報を提供するものです。 DBD の DBID
は、'xxxx' です。 OBD の OBID は、'yyyy' です。 エ
ラーの説明は、'details' です。
0 (通知)

システムの処置:
DSNU920I

DBD の検査は正常に続行されます。

csect-name - OBDS DIFFER AT
OFFSET X'xxxxxxxx' field-name

説明: このメッセージは、OBD 内のフィールドの値
が、DSNDB01.DBD01 ページ・セットに存在する DBD
および DB2 カタログから作成し直した DBD とは異な
ることを示しています。 DB2 カタログと DBD/OBD
は、矛盾しています。 OBD の先頭からの 16 進数オフ
セットは、'xxxxxxxx' です。フィールドの名前は、
'field-name' です。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
DSNU921I

DBD の検査は正常に続行されます。

csect-name - OBD X'xxxx' MISSING IN
EXISTING DBD

説明: このメッセージは、DB2 カタログから作成し直
した OBD が、 DSNDB01.DBD01 ページ・セットにあ
る DBD に存在しないことを示しています。 DB2 カタ
ログと DBD/OBD が、矛盾しています。抜けている
OBD の OBID は、'xxxx' です。
重大度:

重大度: 4 (警告)
システムの処置: DBD の検査は正常に続行されます。
DSNU923I

DBD の検査は正常に続行されます。

csect-name - DBD X'xxxx' OBD X'yyyy'
- details

csect-name - OBD X'xxxx' MISSING IN
REBUILT DBD

説明: このメッセージは、DSNDB01.DBD01 ページ・
セットにある DBD の 1 つの OBD が、 DB2 カタロ
グから作成し直した DBD に存在しないことを示してい
ます。 DB2 カタログと DBD/OBD が、矛盾していま
す。抜けている OBD の OBID は、'xxxx' です。

0 (通知)

システムの処置:

重大度:

DSNU922I

csect-name—OBDTYPE FOR OBD
X'xxxx' DOES NOT MATCH —NO
FURTHER CHECKING DONE FOR
THIS OBD

説明: DSNDB01.DBD01 ページ・セットにあるオブジ
ェクト記述子 (OBD) が、DB2 カタログから作成し直し
た OBD のタイプと異なっています。 1 つの OBD タ
イプのフィールドが他の OBD タイプのフィールドと異
なっているため、これ以上の処理を行うことはできませ
ん。 DB2 カタログとデータベース記述子 (DBD)/OBD
が、矛盾しています。矛盾している OBD のオブジェク
ト ID (OBID) は、'xxxx' です。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: OBD X'xxxx' に対する検査は停止し
ます。 DBD の検査は引き続き正常に実行されます。
DSNU924I

csect-name—DBDS DIFFER AT OFFSET
X'xxxxxxxx' field-name

説明: データベース記述子 (DBD) にあるフィールドの
値が、DSNDB01.DBD01 ページ・セットにある DBD
内の対応するフィールドの値と異なっており、さらに、
DB2 カタログから作成し直した DBD 内の対応するフ
ィールドの値とも異なっています。
xxxxxxxx
DBD の先頭からの 16 進数オフセット。
field-name
フィールドの名前。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: DBD の検査は引き続き正常に実行さ
れます。

4 (警告)

システムの処置:

DBD の検査は正常に続行されます。
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DSNU925I
DSNU925I

csect-name—OBDDFILE AT OFFSET
X'xxxxxxxx' IN EXISTING DBD HAS
OBID X'nnnn' WHICH IS NOT A FILE
OBD

説明: DSNDB01.DBD01 ページ・セットに存在するデ
ータベース記述子 (DBD) 内の最初の FILE OBD
(OBDDFILE) を指すフィールドが、FILE OBD を指して
いません。 DB2 カタログと DBD/OBD (オブジェクト
記述子) が、矛盾しています。
xxxxxxxx
既存の DBD の先頭からの 16 進数オフセッ
ト。
nnnn
FILE OBD であるべき OBD のオブジェクト
ID (OBID)。
重大度:

DSNU926I

DBD の検査は引き続き正常に実行さ

csect-name—OBDDFILE AT OFFSET
X'xxxxxxxx' IN REBUILT DBD HAS
OBID X'nnnn' WHICH IS NOT A FILE
OBD

説明: DB2 カタログから作成し直したデータベース記
述子 (DBD) の最初の FILE OBD (OBDDFILE) を指す
フィールドが、FILE OBD を指していません。 DB2 カ
タログと DBD/OBD (オブジェクト記述子) が、矛盾し
ています。
xxxxxxxx
作成し直された DBD の先頭からの 16 進数オ
フセット。
nnnn
FILE OBD である OBD のオブジェクト ID
(OBID)。
4 (警告)

システムの処置:
れます。
DSNU927I

DBD の検査は引き続き正常に実行さ

csect-name—OBD X'xxxx' IS A HOLE
IN EXISTING DBD

説明: DSNDB01.DBD01 ページ・セットに存在するオ
ブジェクト記述子 (OBD) が、論理的に削除されていま
す (OBDHOLE = '1'B)。 DB2 カタログとデータベース
記述子 (DBD)/OBD が、矛盾しています。空きになって
いる OBD のオブジェクト ID (OBID) は、'xxxx' で
す。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:
れます。
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csect-name—OBD X'xxxx' IS A HOLE
IN REBUILT DBD

説明: DB2 カタログから作成し直したオブジェクト記
述子 (OBD) が、論理的に削除されています
(OBDHOLE = '1'B)。 DB2 カタログとデータベース記
述子 (DBD)/OBD が、矛盾しています。空きになってい
る OBD のオブジェクト ID (OBID) は、'xxxx' です。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: DBD の検査は引き続き正常に実行さ
れます。
DSNU929I

4 (警告)

システムの処置:
れます。

重大度:

DSNU928I

csect-name—OBD FIELD field-name HAS
VALUE OUT OF RANGE AT OFFSET
X'xxxxxxxx' IN OBD X'nnnn'

説明: オブジェクト記述子 (OBD) のフィールド
'field-name' が、予期しない値をもっています。 DB2 カ
タログとデータベース記述子 (DBD)/OBD が、矛盾して
います。
field-name
OBD 内のフィールドの名前。
xxxxxxxx
OBD の先頭からの 16 進数オフセット。
nnnn
OBD のオブジェクト ID (OBID)。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: DBD の検査は引き続き正常に実行さ
れます。
DSNU930I

csect-name— INDEX index-name (OBD
X'xxxx') MUST BE REBUILT

説明: 索引 'index-name' をリカバリーするか、あるい
はいったん除去して再作成するかして、索引が INDEX
FANSET OBD の記述と矛盾しないようにする必要があ
ります。 オブジェクト記述子 (OBD) は損傷を受けてい
ません。 しかし、索引がリカバリーできないか、除去
して再作成できない場合には、その索引をアクセス経路
に使用すると、誤った出力が生成される可能性がありま
す。
index-name
SYSIBM.SYSINDEXES で見つかった索引の名
前。
xxxx
OBD のオブジェクト ID (OBID)。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: DBD の検査は引き続き正常に実行さ
れます。

DBD の検査は引き続き正常に実行さ
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DSNU931I
DSNU931I

csect-name - OBDDMAX FIELD OF DBD
IS TOO LARGE

説明: OBDDMAX フィールド (DBD 内の最大 ID 番
号) が、大きすぎます。 すなわち、DBD サイズに基づ
いて可能な最大値 ID より大きな値になっています。
重大度:

DSNU935I

csect-name DATABASE database-name IS
NOT STARTED FOR UTILITY
PROCESSING ONLY

説明: このメッセージが出されるのは、DBD オプショ
ンを指定した REPAIR ユーティリティーが、ユーティ
リティー処理のみに開始されないデータベースに対して
実行されるときです。

システムの処置:
れます。
DSNU939I

DBD の検査は引き続き正常に実行さ

csect-name—DBD HEADER HAD
DIFFERENCES WHICH WERE NOT IN
A NAMED FIELD

説明: DSNDB01.DBD01 ページ・セットに存在する
DBD の DBD ヘッダーと、DB2 カタログから作成し直
した DBD ヘッダーが、異なっています。この違いは、
示されたフィールドにはありません。このため、フィー
ルド名を使用した詳細な検索では、この相違を見つける
ことができません。 DB2 カタログとデータベース記述
子 (DBD) / オブジェクト記述子 (OBD) が、矛盾してい
ます。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: DBD の検査は引き続き正常に実行さ
れます。

8

システムの処置: REPAIR DBD は終了しました。
ユーザーの処置: データベースを停止します。データベ
ースを ACCESS(UT) オプションを指定して開始しま
す。 REPAIR DBD ジョブを再実行依頼してください。
DSNU936I

csect-name DATABASE database-name IS
IN USE

説明: このメッセージが出されるのは、DBD オプショ
ンを指定した REPAIR ユーティリティーが、他のユー
ザーが使用中のデータベースに対して実行されるときで
す。
重大度:

4 (警告)

8

システムの処置: DBD の検査は続行されますが、無効
な OBDDMAX の代わりに、可能な最大 ID が使用され
ます。

重大度:

重大度:

DSNU940I

csect-name AUTHID OR LUNAME NOT
BLANK FOR FOLLOWING
SYSPROCEDURES ROW:

説明: A SYSPROCEDURES 行に AUTHID または
LUNAME の値があります。 AUTHID と LUNAME の
属性は、DB2 バージョン 6 ストアード・プロシージャ
ーではサポートされていません。 DSNU944I のメッセ
ージが続き、SYSPROCEDURES 行の内容が表示されま
す。
システムの処置: SYSPROCEDURES 行はマイグレーシ
ョンされません。 SYSPROCEDURES のマイグレーシ
ョンは、次の行から続行されます。

8

ユーザーの処置: すべてのユーザーが終了するまで待っ
てから、REPAIR DBD ジョブを再実行依頼してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: CREATE
PROCEDURE ステートメントを実行して、ストアー
ド・プロシージャーの定義を追加してください。スキー
マの名前が、AUTHID と LUNAME の代わりにストア
ード・プロシージャー定義に指定されます。

DSNU938I

DSNU941I

システムの処置: REPAIR DBD は終了しました。

csect-name—OBD X'xxxx' HAD
DIFFERENCES WHICH WERE NOT IN
A NAMED FIELD

説明: DSNDB01.DBD01 ページ・セットのデータベー
ス記述子 (DBD) 内のオブジェクト記述子 (OBD) と、
DB2 カタログから作成し直した DBD が、異なってい
ます。この違いは、示されたフィールドにはありませ
ん。このため、フィールド名を使用した詳細な検索で
は、この相違を見つけることができません。 DB2 カタ
ログと DBD/OBD が、矛盾しています。エラーのある
OBD のオブジェクト ID (OBID) は、'xxxx' です。

csect-name CREATE PROCEDURE
FAILED WITH SQLCODE=sqlcode
SQLSTATE=sqlstate

説明: SYSPROCEDURES 行のマイグレーションが失敗
しました。 SQLCODE と SQLSTATE の値が、エラー
のタイプを示しています。
システムの処置: SYSPROCEDURES 行はマイグレーシ
ョンされません。 SYSPROCEDURES のマイグレーシ
ョンは、次の行から続行されます。
システム・プログラマーの応答:

このメッセージの後に
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DSNU942I
出る DSNU942I にリストされているストアード・プロ
シージャーの属性とパラメーターをチェックしてくださ
い。
正しい属性とパラメーターを使用して、CREATE
PROCEDURE ステートメントを実行し、ストアード・
プロシージャーの定義を追加してください。
DSNU942I

csect-name create_procedure_statement

説明: SYSPROCEDURES 行のマイグレーションが失敗
すると、このメッセージに続いて DSNU941I が出ま
す。 このメッセージには、DB2 が SYSPROCEDURES
行のマイグレーションに使用した CREATE
PROCEDURE ステートメントが示されています。
システムの処置: SYSPROCEDURES 行はマイグレーシ
ョンされません。 SYSPROCEDURES のマイグレーシ
ョンは、次の行から続行されます。
システム・プログラマーの応答: メッセージ
DSNU941I に示されている CREATE PROCEDURE ス
テートメント、 SQLCODE と SQLSTATE の情報を使
用して、エラーを診断してください。
DSNU944I

システムの処置: SYSPROCEDURES 行はマイグレーシ
ョンされません。 SYSPROCEDURES のマイグレーシ
ョンは、次の行から続行されます。
csect-name CREATE SUCCESSFUL FOR
PROCEDURE procedure_name

説明: PROCEDURE の列に procedure_name の値を持
つ SYSPROCEDURES 行は、正常にマイグレーション
されました。
システムの処置: SYSPROCEDURES のマイグレーショ
ンは、続行されます。
DSNU971I

|
|
説明:

csect-name TABLESPACE dbname.tsname
IS CHECK PENDING OR AUX CHECK
PENDING CORRELATION-ID id1
CONNECTION-ID id2 LUW-ID id3

このメッセージは、TABLESPACE tsname が

| CHECK 保留状態か、補助 CHECK 保留状態に設定され
ているときに、コンソールに送られます。

| CORRELATION-ID id1 は、 CHECK 保留状態または補
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す。 '0nn' で始まる相関 ID (nn は 01〜28) は、システ
ム・エージェントを示します。 CONNECTION-ID id2
は、スレッドの相関 ID です。 LUW-ID id3 は、スレ
ッドの作業論理単位 ID です。 LUW-ID が '*' になっ
ている場合には、スレッドに LUW-ID がないことを示
しています。 LUW-ID が '*' でない場合、その値は、
スレッドに割り当てられた作業論理単位 ID で、後ろに
'=' 符号とトークン値が続きます。このトークン値は、
DB2 コマンドで入力として、作業論理単位 ID の代わ
りに使用すると、作業論理単位 ID として受け入れられ
ます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: 検査保留操作の説明については、DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照してくださ
い。
DSNU972I

csect-name sysprocedures_column_name sysprocedures_column_value

説明: このメッセージは、マイグレーションできなかっ
た SYSPROCEDURES 行の列値をリストしています。
このメッセージは、メッセージ DSNU940I に続いて出
されます。

DSNU945I

| 助 CHECK 保留状態を要求するスレッドの相関 ID で

csect-name CATALOG UPDATING
FAILURE WHILE SETTING OR
RESETTING CHECK PENDING
CORRELATION-ID id1 CONNECTION-ID
id2

説明: 検査保留状態がオンまたはオフにセットされる
と、カタログ表 (SYSTABLESPACE、SYSTABLES、お
よび SYSTABLEPART) の更新は失敗します。
CORRELATION-ID 'id1' は、スレッドの相関 ID で、検
査保留状態をオンまたはオフにセットするように要求す
るアプリケーションに関連づけられています。
CONNECTION-ID 'id2' は、アプリケーションの相関 ID
です。 '0nn' で始まる相関 ID ('nn' は 01〜28) は、シ
ステム・エージェントを示します。
重大度: 0 (通知) または 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。
問題判別: 処理中のユーティリティーが、検査保留をオ
ンまたはオフのいずれかにセットするように要求しまし
た。 SYSTABLESPACE の STATUS 列の更新、
SYSTABLES および SYSTABLEPART の CHECKFLAG
列と CHECKRID 列の更新が、失敗しました。処理は正
常に続行されます。しかし、更新する行のこれらの列に
は現在、無効な値が入っています。その後のユーティリ
ティー処理は、これらの値を無視します。その表スペー
スの検査保留状態を次にセットまたはリセットすると、
次のいずれかの方法で、エラーが訂正されます。
v その表スペースが検査保留になっているときに、カタ
ログ・フィールドにエラーがあると、カタログ内の検
査保留の有効範囲が拡大します。 (SYSTABLESPACE
の STATUS 列は、'P' にセットされ、 SYSTABLES
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DSNU973I
および SYSTABLEPART の CHECKFLAG および
CHECKRID 列は、'C' および 2 進ゼロにセットされ
ます。)
v その表スペースが検査保留にセットされているとき
に、カタログ・フィールドにエラーがあると、検査保
留の有効範囲は、カタログ内でオフにセットされま
す。 (SYSTABLES の STATUS 列は、'A' にセット
され、 SYSTABLES および SYSTABLEPART の
CHECKFLAG および CHECKRID 列は、ブランクに
セットされます。)
カタログ・フィールドが訂正されると、検査保留のセッ
トまたはリセットが、指定に応じて続けられます。
通常は、エラーの原因が「リソース利用不能」であるた
め、メッセージ DSNT500I または DSNT501I も出ま
す。障害の理由が「リソース利用不能」でなかった場合
は、 SVC ダンプが要求され、正常に処理が続行されま
す。障害の原因を判別するには、ダンプ・リストおよび
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を参照してください。 1、 5、 32。

| DSNU973I
|
|

|
|
|
|
|

csect-name CHECK PENDING, AUX
CHECK PENDING OR BOTH HAS
BEEN RESET FOR TABLESPACE
dbname.tsname CORRELATION-ID id1
CONNECTION-ID id2 LUW-ID id3

説明: このメッセージは、TABLESPACE tsname の場
合に、CHECK 保留状態、補助 CHECK 保留状態、ある
いは両方の状態がリセットされたときに、コンソールに
送られます。 CORRELATION-ID id1 は、CHECK 保留
状態、補助 CHECK 保留状態、あるいは両方の状態の
リセットを要求するスレッドの相関 ID です。 '0nn' で
始まる相関 ID (nn は 01〜28) は、システム・エージェ
ントを示します。 CONNECTION-ID id2 は、スレッド
の相関 ID です。 LUW-ID id3 は、スレッドの作業論
理単位 ID です。 LUW-ID が '*' になっている場合に
は、スレッドに LUW-ID がないことを示しています。
LUW-ID が '*'でない場合、その値は、スレッドに割り
当てられた作業論理単位 ID で、後ろに '=' 符号とトー
クン値が続きます。このトークン値は、DB2 コマンド
で入力として作業論理単位 ID の代わりに使用すると、
作業論理単位 ID として受け入れられます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

処理は続行されます。

| ユーザーの処置: CHECK 保留状況のクリアについて
は、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版およ
び z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照し
てください。

DSNU993I

csect-name IMAGE COPY RESTORE
TERMINATED

説明: カタログとディレクトリーの初期設定 (イメー
ジ・コピー復元) が正常終了しませんでした。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: このジョブに関連するその他のエラ
ー・メッセージを調べてください。
DSNU994I

csect-name IMAGE COPY RESTORE
COMPLETED SUCCESSFULLY

説明: カタログとディレクトリーの初期設定 (イメー
ジ・コピー復元) が正常終了しました。
重大度:

0 (通知)

DSNU995I

csect-name VSAM PUT
ERROR,RPLERREG = return-code,
RPLERRCD = reason-code

説明: VSAM PUT が失敗し、示された return-code と
reason-code が返されました。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 標準の VSAM 診断手
順に従ってください。 「DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets」を参照してください。VSAM
プロシージャーについては、 MVS/DFP V3R3 Diagnosis
Guide を参照してください。
DSNU996I

csect-name VSAM OPEN ERROR,
ACBERRFLG = error-code

説明: 示された ACB error-code を出して VSAM
OPEN が失敗しました。
重大度: エラー・コードが 128 以上のときは、8 (エラ
ー)。それ以外のときは、4 (警告)。
システムの処置: エラー・コードが 128 以上のとき
は、処理は終了します。それ以外の場合、処理は正常に
続行されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 標準の VSAM 診断手
順に従ってください。 「DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets」を参照してください。VSAM
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DSNU997I • DSNU1003I
プロシージャーについては、 MVS/DFP V3R3 Diagnosis
Guide を参照してください。
DSNU997I
説明:
す。

示された data-set-name が、出力に使用されま

重大度:

0 (通知)

DSNU998I
説明:
す。

csect-name OUTPUT DATA SET NAME
= data-set-name

csect-name INPUT DATA SET NAME =
data-set-name

示された data-set-name が、入力に使用されま

重大度:

0 (通知)

DSNU999I

csect-name START OF IMAGE
COPYRESTORE FOR JOB job-name
step-name

説明: カタログとディレクトリーの初期設定 (イメー
ジ・コピー復元) が開始されました。
重大度:

0 (通知)

| DSNU1000I csect-name - PROCESSING CONTROL
STATEMENTS IN PREVIEW MODE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: PREVIEW オプションが、OPTIONS 制御ステー
トメント上か、JCL パラメーターとして指定されていま
す。制御ステートメントは、この TEMPLATE および
LISTDEF 使用の実行でプレビューされますが、ユーテ
ィリティー制御ステートメントは実行されません。 JCL
パラメーターによる PREVIEW は、ジョブ・ステップ
の終わりまで継続します。 OPTIONS PREVIEW による
PREVIEW は、このジョブ・ステップまたは別の
OPTIONS 制御ステートメントの終わりまで継続しま
す。

| 重大度: 0 (通知)

| て、制御ステートメントを実行します。
| DSNU1001I csect-name - LISTDEF list-name CLAUSE
|
IDENTIFIES NO NEW OBJECTS:
|
clause-type object-type qualifier.name
#
#
#
#
#
#
#
#
#

説明: LISTDEF 制御ステートメントの INCLUDE また
は EXCLUDE 文節が、新規オブジェクトを戻しません
でした。つまり、INCLUDE 文節または EXCLUDE 文
節の評価結果としてオブジェクトが得られなかったか、
文節が戻したすべてのオブジェクトが、前の INCLUDE
文節または EXCLUDE 文節によってすでに組み込みま
たは除外済みでした。どちらの場合も、この文節の評価
結果として、LISTDEF の対象であるオブジェクトの合
計数は変化しませんでした。

| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は継続されま
| す。
| ユーザーの処置: エラーの文節を訂正すると、将来この
| メッセージは出されません。
| DSNU1002I csect-name - INVALID KEYWORD
SPECIFIED ON CLAUSE: clause-type
|
object-type qualifier.name
|
| 説明: LISTDEF 制御ステートメントの INCLUDE また
| は EXCLUDE 文節に、無効なキーワードが指定されて
| います。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

カタログおよびディレクトリー・オブジェクトは、その
TABLESPACE または INDEXSPACE 名によってのみ指
定することができます。 DATABASE、TABLE および
INDEX は指定することができません。カタログおよび
ディレクトリー・オブジェクト名には、パターン・マッ
チング文字を含めることはできません。これらの組み込
みまたは除外は、その完全名を用いて明示的に行う必要
があります。これらの組み込み文節または除外文節に
は、キーワード RI、BASS、LOB、ALL を含めること
はできません。

| システムの処置: ユーティリティー制御ステートメント
| は、プレビューされますが、実行されません。

| 重大度: 8 (エラー)

|
|
|
|

ユーザーの処置: 戻りコードが 8 の場合は、PREVIEW
が訂正を要するエラーを検出しました。戻りコードが 4
の場合は、PREVIEW が問題の可能性を検出しました
が、プレビューされたステートメントは有効です。

| ユーザーの処置: 無効な LISTDEF 文節を訂正して、ユ
| ーティリティーを再実行してください。

|
|
|
|
|

通知メッセージ DSNU1010I、 DSNU1020I、
DSNU1021I、 DSNU1022I、 DSNU1023I、DSNU1025I、
およびその他のエラー・メッセージに示されているプレ
ビュー出力を調べてください。エラーのあるステートメ
ントがあれば訂正し、PREVIEW オプションを除去し
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| システムの処置: ユーティリティー処理は停止します。

| DSNU1003I csect-name - INVALID LIST FOR
utility-name UTILITY
|
| 説明: この制御ステートメントで参照されたリスト名
| が、示されているユーティリティーでは無効です。リス
| トに、オブジェクトが入っていないか、あるいはこのユ
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DSNU1004I
| ーティリティーが処理できないオブジェクトが入ってい
| ます。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
| せん。
|
|
|
|

ユーザーの処置: エラーのある LISTDEF を訂正して、
ユーティリティー・ジョブを再実行依頼してください。
正しいオプション指定については、DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

| DSNU1004I csect-name - DUPLICATE object-type
object-name FOUND IN SYSIN dd-name
|
| 説明: SYSIN、listdef、またはテンプレート・データ・
| セットで、重複した LISTDEF または TEMPLATE ステ
| ートメント (重複名) が検出されました。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
| せん。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 重複した LISTDEF または
TEMPLATE 名を除去して、ユーティリティー・ジョブ
を再実行依頼してください。正しいオプション指定につ
いては、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書
を参照してください。

| DSNU1005I csect-name - UTILITY name NOT
ALLOWED IN dd-type DD dd-name
|
|
|
|
|

説明: ユーティリティー・パーサーが、SYSTEMPL デ
ータ・セットで TEMPLATE、または SYSLISTD デー
タ・セットで LISTDEF 以外の制御ステートメントを検
出しました。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
| せん。
|
|
|
|

ユーザーの処置: 無効な制御ステートメントを除去し
て、ユーティリティー・ジョブを再実行依頼してくださ
い。正しいオプション指定については、DB2 ユーティリ
ティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

| DSNU1006I csect-name - object-type object-name NOT
FOUND
|
|
|
|
|
|
|

説明: ユーティリティー制御ステートメントが、
SYSIN にも、SYSTEMPL または SYSLISTD データ・
セットにもない LIST または TEMPLATE を使用しまし
た。 これらの DD 名は、OPTIONS LISTDEFDD また
は OPTIONS TEMPLATEDD が指定された場合は、異
なります。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
| せん。
|
|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: SYSIN 内の欠落した LISTDEF また
は TEMPLATE 定義を、その使用前に指定して、ユーテ
ィリティー・ジョブを再実行依頼してください。定義ユ
ーティリティーが別のデータ・セット内にある場合は、
データ・セットに SYSTEMPL または SYSLISTD DD
カードを指定します。正しいオプション指定について
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。

| DSNU1007I csect-name - DATE/TIME VALUES MAY
CHANGE BEFORE EXECUTION
|
|
|
|
|

説明: PREVIEW 処理で、使用中の TEMPLATE 制御
ステートメントに DSN 日時変数を検出しました。これ
らの値は、実際のユーティリティーの実行前に変わり、
別のデータ・セット名になっている可能性があります。

| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: プレビュー処理は正常に継続します。
| DSNU1008I csect-name - LISTDEF name CONTAINS
NO OBJECTS
|
| 説明: 示された LISTDEF リスト定義が拡張し、オブジ
| ェクトを含んでいません。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
| せん。
|
|
|
|

ユーザーの処置: LISTDEF 定義を訂正して、ユーティ
リティー・ジョブを再実行依頼してください。正しいオ
プション指定については、DB2 ユーティリティー・ガイ
ドおよび解説書 を参照してください。

| DSNU1009I csect-name - TEMPLATE name DSN=
dataset-name
|
|
|
|
|
|

説明: PREVIEW 処理が、参照された TEMPLATE デ
ータ・セット名を表示された値に拡張しました。デー
タ・セット名に日時変数が入っている場合は、その日時
値は、実際のユーティリティーの実行前に変わることが
あります。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: PREVIEW 処理は継続します。
|
|
|
|

ユーザーの処置: 示されたデータ・セット名が受け入れ
可能でない場合は、 TEMPLATE 制御ステートメントを
訂正して、ユーティリティー・ジョブを再実行依頼して
ください。正しいオプション指定については、DB2 ユー
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DSNU1010I
| ティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくださ
| い。
| DSNU1010I csect-name - LISTDEF name EXPANDS
TO THE FOLLOWING OBJECTS:
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: このメッセージの後には、すべてのパターン・マ
ッチング文字を取り外し、すべての INCLUDE および
EXCLUDE 文節を評価した、同等の LISTDEF 制御ステ
ートメントが続きます。静的アプリケーションの場合
は、この拡張された LISTDEF がデータ・セットに保管
され、再利用されて、リスト拡張のオーバーヘッドを回
避することができます。

| 重大度: 0 (通知)

| DSNU1013I csect-name - dd-type DD CARD dd-name
|
NOT FOUND
| 説明: OPTIONS 制御ステートメントが、JCL には存在
| しない DD 名 'dd-name' を指定しています。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
| せん。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: OPTIONS ステートメントの DD 名
を訂正するか、欠落している JCL DD カードを組み込
んで、ユーティリティー・ジョブを再実行依頼してくだ
さい。正しいオプション指定については、DB2 ユーティ
リティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

| システムの処置: PREVIEW 処理は継続します。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: リストを調べ、必要があれば
LISTDEF を訂正して、ユーティリティー・ジョブを再
実行依頼してください。正しいオプション指定について
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。

| DSNU1011I WORKFILE NOT ALLOWED IN
LISTDEF
|
| 説明: ユーティリティーによって処理されないため、
| LISTDEF 内の作業ファイル・データベースを使用でき
| ません。
| 重大度: 8 (エラー)

| DSNU1014I csect-name - INDEXSPACE name NOT
FOUND
|
| 説明: 指定された INDEXSPACE が存在しません。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
| せん。
|
|
|
|

ユーザーの処置: エラーのオペランドを訂正して、ユー
ティリティー・ジョブを再実行依頼してください。 正
しいオプション指定については、DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

| システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
| せん。

| DSNU1015I csect-name - ERROR ALLOCATING
DATA SET DSN=name
|
CODE=X'reason-code'
|

|
|
|
|

|
|
|
|

ユーザーの処置: エラーのある LISTDEF を訂正して、
ユーティリティー・ジョブを再実行依頼してください。
正しいオプション指定については、DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

説明: TEMPLATE データ・セット動的割り振りの際
に、SVC 99 によってエラーが戻されました。このメッ
セージの後に、示されている理由コードを説明するテキ
ストが続きます。

| 重大度: 8 (エラー)
| DSNU1012I csect-name - LISTDEF MUST BEGIN
WITH AN INCLUDE CLAUSE
|
| 説明: LISTDEF 制御ステートメントが、EXCLUDE 文
| 節で始まっています。 LISTDEF 制御ステートメント
| は、INCLUDE 文節で始まらなければなりません。
|

重大度:

|
|

システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
せん。

8 (エラー)

| ユーザーの処置: エラーの LISTDEF を訂正して、ユー
| ティリティー・ジョブを再実行依頼してください。正し
| いオプション指定については、DB2 ユーティリティー・
| ガイドおよび解説書 を参照してください。
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|
|
|
|
|

システムの処置: 現行オブジェクトのユーティリティー
処理が停止します。リストが処理される場合、次のオブ
ジェクトのユーティリティー処理は、OPTIONS
ITEMERROR 制御ステートメントに基づいて進むか、停
止します。デフォルトでは、実行は HALT します。

|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 動的割り振りを妨げているエラーを訂
正して、ユーティリティー・ジョブを再実行依頼してく
ださい。場合によっては、TEMPLATE 動的割り振りが
不可能になり、JCL DD カードが必要になる場合もあり
ます。制限については、DYNALLOC (SVC 99) のテキ
スト単位の資料を参照してください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNU1016I
| DSNU1016I csect-name - TEMPLATE DSN
|
VARIABLE var-name HAS NO VALUE

| DSNU1019I csect-name - INVALID TEMPLATE
|
NAME template-name

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

説明: ユーティリティーが、DSN 変数を指定した
TEMPLATE に基づいて、データ・セット名の作成を試
みました。この特定の使用の場合は、示された変数に値
はありません。たとえば、オブジェクトが区画に分割さ
れていない場合は PART、イメージ・コピーが割り当て
られない場合は ICTYPE。

説明: TEMPLATE 制御ステートメントが、無効な
TEMPLATE 名を指定しています。
UTPRINT、SORTLIB という名前、および SORTWK ま
たは SYS で始まる名前は使用することができません。

| 重大度: 8 (エラー)

| 重大度: 8 (エラー)

| システムの処置: ユーティリティーの処理は終了しま
| す。

|
|
|
|
|

システムの処置: 現行オブジェクトのユーティリティー
処理が停止します。リストが処理される場合、次のオブ
ジェクトのユーティリティー処理は、 OPTIONS
ITEMERROR 制御ステートメントに基づいて進むか停止
します。デフォルトでは、実行は HALT します。

|
|
|
|

|
|
|
|
|

ユーザーの処置: TEMPLATE DSN 指定を訂正して、
無効な変数を除去するか、別の TEMPLATE を使用し
て、ユーティリティー・ジョブを再実行依頼してくださ
い。正しいオプション指定については、DB2 ユーティリ
ティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

ユーザーの処置: エラーの TEMPLATE 名を訂正し
て、ユーティリティー・ジョブを再実行依頼してくださ
い。正しいオプション指定については、DB2 ユーティリ
ティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

| DSNU1020I csect-name - EXPANDING LISTDEF
list-name
|
| 説明: PREVIEW 処理が、指定された LISTDEF の拡張
| に必要なカタログ・ルックアップを実行しています。
| 重大度: 0 (通知)

| DSNU1017I csect-name - TEMPLATE DSN
VARIABLE var-name TRUNCATED TO
|
value
|
| 説明: TEMPLATE データ・セットの動的割り振りを行
| っているときに、示されている DSN 変数が、示されて
| いる値に切り捨てられました。
|

重大度:

|
|

システムの処置:
す。

4 (警告)
ユーティリティーの処理は継続されま

| システムの処置: PREVIEW 処理は継続します。
| DSNU1021I csect-name - PROCESSING clause-type
CLAUSE object-type qualifier.name
|
|
|
|
|
|

説明: PREVIEW 処理が、LISTDEF の指定された文節
を拡張します。 DSNU1022I メッセージがこのメッセー
ジの後に続いて、INCLUDE または EXCLUDE 文節ご
とに識別されたオブジェクトの数を示し、 DSNU1023I
メッセージが最終拡張リストを示します。

| 重大度: 0 (通知)
| DSNU1018I csect-name - USER user-id NOT
AUTHORIZED TO ACCESS CATALOG
|
TABLE qualifier.name
|
|
|
|
|

説明: ユーティリティーを実行するユーザーに、示され
たカタログ表へのアクセスに必要な権限がありません。
このアクセスは、使用されている LISTDEF 制御ステー
トメントを拡張するのに必要です。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は開始されま
| せん。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: ユーティリティーを実行するユーザー
に、DB2 カタログへのアクセスに必要な権限を認可し
ます。有効な権限については、DB2 ユーティリティー・
ガイドおよび解説書 の LISTDEF セクションを参照し
てください。

| システムの処置: PREVIEW 処理は継続します。
| DSNU1022I csect-name - CLAUSE IDENTIFIES n
OBJECTS
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: PREVIEW 処理が、LISTDEF 制御ステートメン
トの 1 つの INCLUDE または EXCLUDE 文節を拡張
しました。文節は、示されているオブジェクトの数 n
に拡張しました。 INCLUDE、EXCLUDE およびリスト
のオーバーラップのため、 DSNU1022I メッセージに示
された値の合計が、DSNU1023I に示された数量と一致
しない場合があります。

| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: PREVIEW 処理は継続します。
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DSNU1023I
| DSNU1023I csect-name - LISTDEF name CONTAINS
|
n OBJECTS

| DD カードの参照が正しければ、アクションは不要で
| す。正しいオプション指定については、DB2 ユーティリ
| ティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

|
|
|
|
|

| DSNU1026I csect-name - LIST using-list REUSES
LIST used-list
|

説明: PREVIEW 処理が、LISTDEF の拡張を終了しま
した。最終リストには、示されたオブジェクト数が入っ
ています。示された値は、INCLUDE、EXCLUDE およ
びリスト・オーバーラップのため、直前の DSNU1022I
数量の合計と一致しない場合があります。

| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: PREVIEW 処理は継続します。
| DSNU1024I csect-name - OPTIONS EVENT
WARNING HAS SET RETURN CODE
|
|
TO return-code

| 説明: LISTDEF リストが、すでにこの文節の拡張に使
| 用されている別のリストを、INCLUDING (組み込む) ま
| たは EXCLUDING (除外) しています。この「循環参
| 照」は行えません。たとえば、次のような指定は行えま
| せん。 LISTDEF A INCLUDE LIST B LISTDEF B
| INCLUDE LIST A
|

重大度:

|
|

システムの処置:
ん。

| 重大度: 0 (通知) または 8 (警告)

|
|
|
|
|

ユーザーの処置: １つ以上の LISTDEF 制御ステートメ
ントを訂正して、循環参照を除去し、ユーティリティ
ー・ジョブを再実行依頼してください。正しいオプショ
ン指定については、DB2 ユーティリティー・ガイドおよ
び解説書 を参照してください。

| システムの処置: ユーティリティー処理は、WARNING
| RC8 が指定された場合は停止し、WARNING RC0 が指
| 定された場合は継続します。

| DSNU1027I csect-name - PROCESSING CONTINUES
DUE TO OPTIONS ITEMERROR SKIP
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
|

説明: ユーティリティー処理が、WARNING メッセー
ジおよび戻りコード 4 で終了しました。しかし、直前
の OPTIONS EVENT WARNING 制御ステートメントの
ため、戻りコードは、示されている戻りコードに変更さ
れました。

ユーザーの処置: WARNING メッセージが予想され、
受け入れ可能な場合は、OPTIONS WARNING RC0
は、反復ユーティリティーの実行に対してのみ使用して
ください。

8 (エラー)
ユーティリティー処理が開始されませ

説明: ユーティリティー処理の際に、直前のエラー・メ
ッセージによって示されているエラーが発生しました。
しかし、OPTIONS ITEMERROR SKIP 制御ステートメ
ントが有効なため、処理は継続します。

| 重大度: 8 (エラー)
| DSNU1025I csect-name - name IS A DD NAME
|
|
|
|
|
|

説明: PREVIEW 処理が、TEMPLATE 動的割り振りの
現行ユーティリティー制御ステートメントを検査し、指
定された名前が、テンプレートではなく JCL DD カー
ドを参照していることを検出しました。すべての場合、
DD カードの存在は、同じ名前のすべての TEMPLATE
に優先します。

| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: PREVIEW 処理は継続します。
| ユーザーの処置: TEMPLATE と DD カードの名前が
| 同じである場合は、常に DD カードが優先します。示
| された名前が DD カードを参照してはならない場合
| は、以下のいずれかのアクションを行ってください。
| v DD カードを除去する。
| v TEMPLATE 制御ステートメントの TEMPLATE 名
と、 TEMPLATE 名を参照するユーティリティー制御
|
ステートメントを変更する。
|
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|
|
|
|

システムの処置: ユーティリティー処理が継続するの
は、現行のユーティリティー制御ステートメントにおい
てのみです。同じジョブ・ステップの、後続のユーティ
リティー制御ステートメントは処理されません。

|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 直前のエラーを訂正して、エラーのオ
ブジェクトのユーティリティーを再実行依頼してくださ
い。エラーが発生したユーティリティーが QUIESCE で
あって、リスト全体に単一の静止点が必要な場合は、リ
スト全体を再実行依頼してください。

| DSNU1028I csect-name - INVALID KEYWORD
kkkkkkkk FOR DASD TEMPLATE
|
| 説明: DASD TEMPLATE 制御ステートメントに、テー
| プ TEMPLATE キーワード kkkkkkkk を組み込むことは
| できません。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー処理が開始されませ
| ん。
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DSNU1029I
| ユーザーの処置: DB2 は UNIT オペランドを使用し
| て、データ・セット・タイプを判別します。テープ・キ
| ーワードを TEMPLATE 制御ステートメントから除去す
| るか、UNIT オペランドを、磁気テープ装置を参照する
| ように訂正してください。正しいオプション指定につい
| ては、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を
| 参照してください。

|
|

| DSNU1029I csect-name - INVALID KEYWORD
kkkkkkkk FOR TAPE TEMPLATE
|

| DSNU1032I csect-name - INVALID QUALIFIER
qualifier IN TEMPLATE name
|

| 説明: テープ TEMPLATE 制御ステートメントが、
| DASD TEMPLATE キーワード kkkkkkkk を組み込むこ
| とはできません。

| 説明: TEMPLATE DSN 修飾子が、無効文字を含んで
| いるか、英文字で始まっていません。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー処理が開始されませ
| ん。
|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: DB2 は UNIT オペランドを使用し
て、データ・セット・タイプを判別します。 DASD キ
ーワードを TEMPLATE 制御ステートメントから除去す
るか、UNIT オペランドを、DASD 装置を参照するよう
に訂正してください。正しいオプション指定について
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。

| DSNU1030I csect-name - QUALIFIER qqqqqqqq TOO
LONG
|
| 説明: TEMPLATE DSN 修飾子 'qqqqqqqq' の大きさが
| 8 文字を超えています。

ITEMERROR 制御ステートメントに基づいて進むか、停
止します。デフォルトでは、実行は HALT します。

| ユーザーの処置: エラーの TEMPLATE DSN オペラン
| ドを訂正して、ユーティリティー・ジョブを再実行依頼
| してください。正しいオプション指定については、DB2
| ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してく
| ださい。

| 重大度: 8 (エラー)
|
|
|
|
|

システムの処置: 現行オブジェクトのユーティリティー
処理が停止します。リストが処理される場合、次のオブ
ジェクトのユーティリティー処理は、OPTIONS
ITEMERROR 制御ステートメントに基づいて進むか、停
止します。デフォルトでは、実行は HALT します。

|
|
|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: エラーのある TEMPLATE DSN オペ
ランドを訂正して、ユーティリティー・ジョブを再実行
依頼してください。このエラー・メッセージの共通する
原因は、TEMPLATE DSN 変数名に末尾ピリオドが付い
ていないことです。すべての TEMPLATE DSN 変数名
のフォームは &xyz. であって、末尾ピリオドを含んで
いなければなりません。正しいオプション指定について
は、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参
照してください。

| 重大度: 8 (エラー)

| DSNU1033I csect-name - PROCESSING LIST ITEM:
object-type qualifier.name
|

|
|
|
|
|

システムの処置: 現行オブジェクトのユーティリティー
処理が停止します。リストが処理される場合、次のオブ
ジェクトのユーティリティー処理は、 OPTIONS
ITEMERROR 制御ステートメントに基づいて進むか停止
します。 デフォルトでは、実行は HALT します。

| 説明: LISTDEF リストを処理する間に、示されている
| オブジェクトに対してユーティリティー処理が始まりま
| した。

|
|
|
|

ユーザーの処置: TEMPLATE DSN 式を訂正して、ユ
ーティリティー・ジョブを再実行依頼してください。正
しいオプション指定については、DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

| DSNU1031I csect-name - DSN name TOO LONG
| 説明: TEMPLATE DSN オペランドの使用で、デー
| タ・セット名 'name' が、割り当てられるデータ・セッ
| トのタイプに長すぎます。
|

重大度:

|
|
|

システムの処置: 現行オブジェクトのユーティリティー
処理が停止します。リストが処理される場合、次のオブ
ジェクトのユーティリティー処理は、OPTIONS

8 (エラー)

| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は継続されま
| す。
| DSNU1034I csect-name - primary-secondary SPACE
units quantity TOO LARGE FOR DATA
|
SET name
|
|
|
|
|

説明: 示された TEMPLATE PRIMARY または
SECONDARY SPACE の容量が大きすぎます。 16 777
215 単位を超えるデータ・セットを、動的に割り当てる
ことはできません。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: 現行オブジェクトのユーティリティー
| 処理が停止します。リストが処理される場合、次のオブ
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DSNU1035I
| ジェクトのユーティリティー処理は、OPTIONS
| ITEMERROR 制御ステートメントに基づいて進むか、停
| 止します。デフォルトでは、実行は HALT します。

| ユーティリティー処理は、OPTIONS ITEMERROR 制御
| ステートメントに基づいて、進行または停止します。デ
| フォルトでは、処理は HALT します。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: DB2 計算の必須スペースが大きすぎ
て、示された単位で動的に割り当てることができませ
ん。 1 次割り振りが大きすぎる場合は、PCTPRIME キ
ーワードを用いて、1 次割り振りを減らし、2 次割り振
りを増やします。 2 次割り振りが大きすぎる場合は、
NBRSECND キーワードを用いて、2 次割り振り数を増
やします。 16×(16 777 215) MB を超えるデータ・セッ
トに、TEMPLATE 動的割り振りを使用することはでき
ません。オブジェクトにこのサイズのデータ・セットが
必要な場合は、テンプレートではなく、DD カードを使
用して個別に処理する必要があります。

| DSNU1035I csect-name - statement-type STATEMENT
PROCESSED SUCCESSFULLY
|
|
|
|

説明: DB2 は、OPTIONS、LISTDEF、または
TEMPLATE ユーティリティー制御ステートメントの正
常な実行に続いて、このメッセージを発行します。

|

重大度:

|
|
|
|

システムの処置: DB2 は、制御ステートメントで指定
されたオプションまたは定義を、後続のユーティリティ
ー制御ステートメントで使用するために処理し、保存し
ました。

0 (通知)

| DSNU1036I csect-name - UNABLE TO ESTIMATE
SPACE REQUIREMENTS FOR
|
dataset-use
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: SPACE キーワードを組み込んでいない
TEMPLATE 制御ステートメントを処理する間に、DB2
はデフォルトのデータ・セット・サイズを計算できませ
んでした。 DB2 は、デフォルトの計算を、既存のデー
タ・セットのサイズを基に行います。この状態で、DB2
は既存のデータ・セットのサイズを判別することはでき
ませんでした。この理由は、これらの既存のデータ・セ
ットのうち 1 つ以上が次のいずれかの状態であるため
です。

| v インストリーム・データ・セットである
| v 区分データ・セットのメンバーである
| v テープ上にある
# v EXEC SQL ユーティリティー・ステートメントを使
用して実行された DECLARE CURSOR によって生成
#
された結果セットである
#
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: DB2 は、現行オブジェクトのユーテ
| ィリティー処理を停止します。ユーティリティーがオブ
| ジェクトのリストを処理する場合、次のオブジェクトの
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ユーザーの処置: エラーの TEMPLATE 制御ステート
メントに SPACE キーワードとそのオペランドを追加し
て、ユーティリティーを再実行してください。ユーティ
リティーが LOAD ユーティリティーの場合は、入力デ
ータ・セットを除く、LOAD で参照されたすべての
TEMPLATE 制御ステートメントに SPACE キーワード
を追加する必要があります。

| DSNU1037I csect-name - PREVIEW PROCESSING
CONTINUES DUE TO JCL
|
PARAMETER
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: OPTIONS ユーティリティー制御ステートメント
が、PREVIEW 処理をオフにしようとしました。
PREVIEW JCL パラメーターが指定されているため、
PREVIEW 処理は継続します。このパラメーターはジョ
ブ・ステップ全体に適用されていて、OPTIONS 制御ス
テートメントによってオーバーライドすることはできま
せん。

| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: ユーティリティー処理は PREVIEW
| モードで継続します。
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
の途中で PREVIEW 処理をオフにする必要がある場合
は、PREVIEW JCL パラメーターを除去してください。
PREVIEW 処理を活動化または非活動化する場合は、
PREVIEW JCL パラメーターではなく OPTIONS ユーテ
ィリティー制御ステートメントを使用します。

| DSNU1038I csect-name - DATASET
ALLOCATED.TEMPLATE=template-name
|
DDNAME=dd-name DSN=ds-name
|
| 説明: 示されたデータ・セットが、TEMPLATE 制御ス
| テートメントに基づいて、正常に割り当てられていま
| す。
| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は継続されま
| す。
| DSNU1040I csect-name - UNABLE TO LOCATE
DSN dsname ON RESTART
|
|
|
|
|

説明: ユーティリティーの再始動時に、DB2 はデー
タ・セット dsname を見付けることができませんでし
た。再始動を継続するにはこのデータ・セットが必要で
す。
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| システムの処置: ユーティリティー・ステップは異常終
| 了します。このユーティリティー・ジョブ・ステップ
| は、停止状態に置かれます。
| ユーザーの処置: 詳細については、DB2 異常終了コー
| ド x’00E400C3’ を参照してください。
| DSNU1041I csect-name - UNABLE TO CREATE
GDG BASE name reason
|
|
|
|
|

説明: TEMPLATE によって世代別データ・グループ
(GDG) データ・セットを割り振ることができませんでし
たが、ベース GDG は存在しません。このユーティリテ
ィーは、GDG ベースを定義できませんでした。

| 重大度: 8 (エラー)
|
|
|
|
|
|

システムの処置: 現行オブジェクトに対するユーティリ
ティー処理が停止します。リストが処理中である場合、
次のオブジェクトのユーティリティー処理を継続するか
停止するかは、OPTIONS ITEMERROR 制御ステートメ
ントに基づいて決められます。デフォルトでは、実行は
HALT します。

| ユーザーの処置: 理由コード値を検討して、GDG ベー
| スが定義できなかった原因を判断してください。以下の
| 理由が考えられ、推奨する処置は下記のとおりです。
| v UNABLE TO LOAD IDCAMS PROGRAM。ユーティ
リティーが IDCAMS プログラムを呼び出せることを
|
確認してくださいユーティリティーが IDCAMS プロ
|
グラムを呼び出せることを確認してください
|
| v IDCAMS ABEND xxx。IDCAMS プログラムから戻さ
れた異常終了コード xxx を使用して、IDCAMS プロ
|
グラムが異常終了した原因を判断してください。
|
| v ERROR IN IDCAMS。メッセージ DSNU1042I と
DSNU1043I の間でリストされる IDCAMS メッセー
|
ジ出力を検討して、GDG ベースが定義できなかった
|
原因を判断してください。
|
| DSNU1042I csect-name - START OF IDCAMS
MESSAGES
|
| 説明: このメッセージは IDCAMS メッセージの初めを
| 示し、DSNU1043I はその終わりを示します。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: アクションは不要ですが、後続の
IDCAMS メッセージでアクションを要求される場合が
あります。詳しくは、「OS/390 MVS システム・メッセ
ージ」、またはその他の該当する資料を参照してくださ
い。

| DSNU1043I csect-name - END OF IDCAMS
|
MESSAGES
| 説明: このメッセージは IDCAMS メッセージの終わり
| を示し、DSNU1042I は初めを示します。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: アクションは不要ですが、先行の
IDCAMS メッセージでアクションを要求される場合が
あります。詳しくは、「OS/390 MVS システム・メッセ
ージ」、またはその他の該当する資料を参照してくださ
い。

# DSNU1050I csect-name - INVALID SUBSTRING
NOTATION IN EXPRESSION string ON
#
TEMPLATE template name
#
#
#
#
#

説明: 無効なサブストリング表記が TEMPLATE DSN
オペランド上で検出されました。エラーのある DSN オ
ペランドの部分、およびエラーが発生した対象の
TEMPLATE 名が表示されます。

# 重大度: 8 (エラー)
# システムの処置: ユーティリティー処理は終了します。
#
#
#
#
#

ユーザーの処置: エラーのある TEMPLATE 制御ステ
ートメントを訂正してください。このエラーのよくある
原因は、(s,l) 文節の構文の誤り、および実行時点で
「s」または「l」の値が可変値の範囲外にあることで
す。

| DSNU1100I csect-name RECORD 'n' FOR
PARTITION m WILL BE DISCARDED
|
DUE TO field-name CONVERSION
|
ERROR FOR table-name
|
|
|
|
|
|

説明: ロード・ユーティリティーが、フィールドに提供
された入力データが誤っていることを発見しました。区
画 m に指定された入力データ・セットからの対応する
入力データ・セット・レコード 'n' は、DISCARDS デー
タ・セットに入れられます。

| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|

システムの処置: 入力データ・セット・レコードは注記
を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット内の後
続のレコードの処理を続行します。

|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了した後、区画 m の DISCARDS データ・セ
ット内のレコードを調べてください。破棄された入力デ
ータのエラーを訂正してください。 そして、
DISCARDS データ・セットを入力データ・セットとし
て、 RESUME(YES) LOAD 呼び出しを実行依頼してく
ださい。 LOAD 入力フィールドの列指定の定義につい
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| ては、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を
| 参照してください。
DSNU1101I csect-name RECORD 'n' FOR
PARTITION m WILL BE DISCARDED
DUE TO INVALID field-name COLUMN
SPECIFICATION
説明: ロード・ユーティリティーが、提供されたフィー
ルド指定、および入力データ・セット・レコード内に入
っている VARCHAR 長さフィールドを用いて、入力デ
ータ値のロケーションを計算しました。 計算されたフ
ィールドの位置が、誤っていると判別されました。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 入力データ・セットのレコード番号は
注記を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット内の後
続のレコードの処理を続行します。
ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了した後、区画 m の DISCARDS データ・セ
ット内のレコードを調べてください。廃棄された入力デ
ータにエラーがあれば、それを訂正してください。 エ
ラーがなければ、入力フィールドの指定内容を訂正して
ください。 そして、DISCARDS データ・セット、およ
び検査済みの LOAD ユーティリティー・ステートメン
トとフィールドの指定内容を用いて、RESUME(YES)
LOAD 呼び出しを実行依頼してください。 LOAD 入力
フィールドの列指定の定義については、DB2 ユーティリ
ティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

| DSNU1102I csect-name RECORD 'n' FOR
PARTITION m WILL BE DISCARDED
|
DUE TO ERROR = X'reason-code'
|
FROM EXIT ROUTINE procedure-name
|
FOR table-name
|
|
|
|
|

説明: ご使用のシステム提供の出口ルーチンが、示され
た表への区画 m のレコード 'n' のロードを妨げまし
た。理由コードは、出口ルーチンによってセットされて
います。

| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|
|

システムの処置: 入力データ・セットのレコード番号は
注記を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
エラーのレコードは、DISCARDS データ・セットに入
れられます。 LOAD ユーティリティーは、入力デー
タ・セット内の後続のレコードの処理を続行します。

|
|
|
|

ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了した後、区画 m の DISCARDS データ・セ
ット内のレコードを調べてください。廃棄された入力デ
ータにエラーがあれば、それを訂正してください。 提

688

|
|
|
|
|
|
|

供された出口ルーチンが正しいものであることを確認し
てください。 そして、DISCARDS データ・セット、お
よび検査済みの LOAD ユーティリティー・ステートメ
ントとフィールドの指定内容を用いて、RESUME(YES)
LOAD 呼び出しを実行依頼してください。 LOAD 入力
フィールドの列指定の定義については、DB2 ユーティリ
ティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

| システム・プログラマーの応答: 検査ルーチンが正しい
| ものであるか確かめてください。
| DSNU1103I csect-name RECORD 'n' FOR
PARTITION m WILL BE DISCARDED
|
DUE TO PART OR HIGH KEY
|
VALUESPECIFICATION(S)
|
|
|
|
|

説明: 廃棄されるレコードは、ロードされる区画 m に
属していません。 LARGE 表スペースの場合、これは、
最後の区画に指定されたキー上限値よりもキー値が高い
ことが原因であると考えられます。

| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|

システムの処置: 入力データ・セット・レコード番号は
注記を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット内の後
続のレコードの処理を続行します。

|
|
|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了した後、区画 m の DISCARDS データ・セ
ット内のレコードを調べてください。廃棄された入力デ
ータにエラーがあれば、それを訂正してください。 そ
して、DISCARDS データ・セットを入力データ・セッ
トとして、 RESUME(YES) LOAD 呼び出しを実行依頼
してください。 LOAD 入力フィールドの列指定の定義
については、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説
書 の第 2 部を参照してください。

| システム・プログラマーの応答: 検査ルーチンが正しい
| ものであるか確かめてください。
| DSNU1104I csect-name RECORD 'n' FOR
PARTITION m WILL BE DISCARDED
|
DUE TO WHEN SPECIFICATION(S)
|
| 説明: 廃棄されるレコードは、区画 m に指定された
| WHEN 選択式を満たしていません。
| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|

システムの処置: 入力データ・セット・レコードは注記
を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット内の後
続のレコードの処理を続行します。

| ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
| 出しが完了した後、区画 m の DISCARDS データ・セ
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ット内のレコードを調べてください。廃棄された入力デ
ータにエラーがあれば、それを訂正してください。 そ
して、DISCARDS データ・セットを入力データ・セッ
トとして、 RESUME(YES) LOAD 呼び出しを実行依頼
してください。 LOAD 入力フィールドの列指定の定義
については、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説
書 を参照してください。 ロード・ステートメントで
FORMAT UNLOAD が指定されていた場合、 WHEN
指定は内部で組み立てられます。 これは、行が、アン
ロードされた元の同じオブジェクトにロードされるよう
にするためです。 LOAD の FORMAT UNLOAD オプ
ションについては、DB2 ユーティリティー・ガイドおよ
び解説書 を参照してください。

| DSNU1105I csect-name RECORD 'n' FOR
PARTITION m WILL BE DISCARDED
|
DUE TO UNEXPECTED ERROR
|
| 説明: 区画 m の入力データ・セット・レコード番号
| 'n' の LOAD が試みられましたが、予期しないエラーの
| ため正常に行われませんでした。
|

重大度:

|
|
|

システムの処置: リソースが使用可能でなかったために
エラーが起こった場合には、DSNT500I メッセージが出
されます。

8 (エラー)

| このユーティリティー・ステップは、システム X'04E'
| および異常終了理由コード '00E40318' によって、異常
| 終了します。 DSNT500I メッセージが出されない場合
| には、SVC ダンプが要求されます。 また、バッチ・ス
| トレージの SYSABEND ダンプも要求されます。
|
|
|
|

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが出された場合
には、このメッセージ番号の説明を参照してください。
使用不能なリソースが使用可能になれば、ユーティリテ
ィー・ステップを再始動させることができます。

| DSNT500I メッセージが出ない場合には、予期されなか
| った内部エラーが起こっています。この場合には、シス
| テム・プログラマーに相談してください。
| オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
| ーは、必要であれば、TERM UTIL を出して、保持され
| ているリソースを解放することができます。
| システム・プログラマーの応答: TERM UTIL コマン
| ドについては、DB2 コマンド解説書 を参照してくださ
| い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
| と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
| and Reference」の第 2 部を参照してください。

| DSNU1106I csect-name RECORD 'n' FOR
|
PARTITION m WILL BE DISCARDED
|
DUE TO INVALID field-name COLUMN
|
SPECIFICATION FOR table-name
|
|
|
|
|
|

説明: ロード・ユーティリティーが、提供されたフィー
ルド指定、および区画 m の入力データ・セット・レコ
ード 'n' 内にある VARCHAR 長さフィールドを使用し
て、入力データ値のロケーションを計算しました。この
フィールドの計算された位置は誤りであることが判明し
ました。

| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|

システムの処置: 入力データ・セットのレコード番号は
注記を付けられ、DISCARD フェーズで破棄されます。
LOAD ユーティリティーは、入力データ・セット内の後
続のレコードの処理を続行します。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 現行の LOAD ユーティリティー呼び
出しが完了した後、区画 m の DISCARDS データ・セ
ット内のレコードを調べてください。廃棄された入力デ
ータにエラーがあれば、それを訂正してください。 エ
ラーがなければ、入力フィールドの指定内容を訂正して
ください。 そして、DISCARDS データ・セット、およ
び検査済みの LOAD ユーティリティー・ステートメン
トとフィールドの指定内容を用いて、RESUME(YES)
LOAD 呼び出しを実行依頼してください。 LOAD 入力
フィールドの列指定の定義については、DB2 ユーティリ
ティー・ガイドおよび解説書 を参照してください。

| DSNU1107I csect-name - UNIQUE INDEX KEY
DUPLICATES KEY OF INDEXED ROW
|
AT RID rrrr INDEX = index-name
|
TABLE = table-name RECNO =
|
input-dataset-record-number FOR PART =
|
m RID = duprid
|
|
|
|
|
|

説明: 指示された入力データ・セット・レコードが、
RID 'duprid' で、表 'table-name'、区画 m にロードされ
ましたが、索引 'index-name' の固有索引違反を起こして
います。 RID 'rrrr' で、すでに表の中にあるレコードの
キー値と重複しています。

| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: 処理は続行されます。RID 'duprid'
| で、このレコードの索引項目は作成されません。このレ
| コードは、処理の後続フェーズで削除されます。
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DSNU1108I
|
| DSNU1108I csect-name UNIQUE INDEX KEY
|
DUPLICATES KEY FROM INPUT
|
DATASET RECORD iiii FOR PART m
|
LOADED AT RID rrrr INDEX =
|
index-name TABLE = table-name RECNO
= recno RID = duprid
|
|
|
|
|
|
|

説明: 入力データ・セット・レコード 'recno' が、RID
'duprid' で、表 'table-name' 区画 m にロードされました
が、索引 'index-name' の固有索引違反を起こしていま
す。ロード・ジョブの別のレコードのキー値と重複して
います。そのレコードは、入力データ・セット・レコー
ド 'iiii' から RID'rrrr' でロードされたものです。

| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: 処理は続行されます。両方のレコード
| とも、索引項目は作成されません。両方のレコードは、
| 処理の後続のフェーズで削除されます。
| DSNU1109I csect-name RECORD 'n' FOR
PARTITION m WILL BE DISCARDED
|
DUE TO CHECK CONSTRAINT
|
constraint-name VIOLATION ON TABLE
|
table-name
|
|
|
|
|

説明: 破棄レコードが、表 'table-name' で定義している
'constraint-name' という名前の検査制約に違反していま
す。 そのレコードは、ロードされておらず、DISCARD
フェーズ中に破棄されました。

| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: LOAD ユーティリティーは、入力デ
| ータ・セット内の後続のレコードの処理を続行します。
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: LOAD ユーティリティーの完了後、
区画 m の DISCARDS データ・セット内のレコードを
調べてください。破棄された入力データのエラーを訂正
してください。 入力データ・セットとして DISCARD
データ・セットを使って RESUME(YES) LOAD ジョブ
を実行依頼してください。

| DSNU1110I csect-name RECORD 'n' FOR
PARTITION m VIOLATES CHECK
|
CONSTRAINT constraint-name ON
|
TABLE table-name
|
|
|
|
|

説明: LOAD ユーティリティーが、レコード n を表
table-name 区画 m にロードできません。理由は、検査
制約 constraint-name に違反しているためです。レコー
ドはロードされません。

| れて、エラー状態の訂正後に、LOAD ユーティリティー
| を再始動できます。
| ユーザーの処置: 区画 m の入力データ・セット内の障
| 害レコードを見つけ、検査制約違反の原因となった状態
| を訂正して、LOAD ユーティリティーを再始動してくだ
| さい。
| DSNU1111I csect-name FOREIGN KEY HAS NO
PRIMARY KEY FOR
|
|
RELATIONSHIP=r1 INPUT RECORD
|
NUMBER=nnnn, PART m, RID=X'rrrr'
| 説明: 区画 m の入力レコード 'nnnn' によって、RID
| 'rrrr' で、表 'table' に行がロードされましたが、名前 'r1'
| との関係を示す 1 次キーが付いていません。
| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: 処理は続行されます。
| ユーザーの処置: 不要。記述された制約違反は、後に処
| 理の後の方で訂正されます。
| DSNU1112I csect-name DISCARD PHASE
STATISTICS - nnn INPUT DATA SET
|
RECORDS DISCARDED FOR
|
PARTITION m
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: 入力データ・セット・レコードが、1 つまたはい
くつかの理由で、 LOAD ユーティリティーによって拒
否されました。 拒否されたレコードは、破棄データ・
セット内に収められています。 区画 m で拒否されたレ
コード数は 'nnn' です。メッセージ DSNU399I に、レ
コードが拒否される原因となったエラーが要約されてい
ます。

| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: 処理は続行されます。
|
|
|
|

ユーザーの処置: LOAD エラー要約を調べて、破棄さ
れたレコードがあれば、そのうちのどのレコードを訂正
して表スペースに入れなければならないかを決めてくだ
さい。
DSNU1113I csect-name - LOAD UTILITY ERROR
SUMMARY REPORT
説明: このメッセージは、ロード・ジョブの実行中に生
じたエラーを要約しています。 691 ページの図 2 は、
この報告書の形式を示しています。 これは、固有索引
違反または参照制約違反が検出された場合にだけ出され
ます。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: 処理は終了します。異常終了が要求さ
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DSNU1114I
ERROR
SEVERITY
sev
.
.

INPUT PART
RECORD
idsrn pno
.
.
.
.

告されたエラー・タイプに関連がある場合)。そ
れ以外の場合、name1 はブランクです。 この
フィールドは、以下のエラー・タイプの場合に
は、非ブランクの値となります。
Conversion (変換)
Validation (妥当性検査)
Column specification (列指定)
Referential integrity (primary) (参照保全 (1
次))
Check constraint (検査制約)

Discard ERROR TABLE FIELD/FANSET RELATED
Heading TYPE NAME
NAME
ERROR
ddsrn
.
.

type
.
.

name1
.
.

name2
.
.

idsrn2
.
.

図 2. ロード・ユーティリティー・エラー要約報告書
報告書では、検出されたエラーのそれぞれについて 1
行が割り当てられます。 エラーは、まずエラーの重大
度の順序に並べられ、その中でさらに idsrn の順に並べ
られます。

重大度

エラーの
タイプ

説明

この行で報告されたエラーに関連するフィール
ドまたはファン・セットの名前 (この情報が、
報告されたエラー・タイプに関連している場
合)。 それ以外の場合、name2 はブランクで
す。 このフィールドには、以下のエラー・タ
イプについてのフィールド名が入ります。
Conversion (変換)
Field specification (フィールド指定)
Column specification (列指定)

1

1 次

1 次参照保全エラーおよびすべて
の非参照保全エラー。

1 次参照保全エラーの場合は、name2 は関係名
になります。 検査制約エラーの場合は、name2
は検査制約名になります。

2

2 次

2 次参照保全エラー (すなわち、
親元の 1 次参照保全エラーから
生じるエラー)。

name2
Discard Heading は、破棄処理が有効であるかどうかに
よって、 DISCARD RECORD またはブランクのいずれ
かです。
報告書のフィールドは以下の意味をもっています。
sev

この行で報告されているエラーの重大度です。

idsrn

この行で報告されているエラーの原因になって
いるレコードの、入力データ・セット内の相対
レコード番号 (pno で識別される区画の)。

pno

この行で報告されているエラーの原因になって
いるレコードの、入力データ・セットの区画番
号。

ddsrn

type

name1

破棄処理が有効な場合、この行で報告されてい
るエラーの原因になっているレコードの、入力
データ・セット内の相対レコード番号。 それ
以外の場合、ddsrn はブランクです。
この行で報告されているエラーのタイプの説明
で、以下のとおり。
Conversion (変換)
Field specification (フィールド指定)
Validation (妥当性検査)
Part Specification (PART 指定)
Unexpected (予期しない)
Column specification (列指定)
Referential integrity (参照保全)
Check constraint (検査制約)
Duplicate key (重複キー)
エラーの原因になっているレコードがターゲッ
トとされた表の名前 (この情報が、この行で報

idsrn2

関連したエラーの入力データ・セットのレコー
ド番号。 重複キー・エラーの場合、キーが重
複しているレコードの入力データ・セットのレ
コード番号を示します。 2 次参照保全エラー
の場合、これは、1 次参照保全エラーがこの 2
次エラーを生じさせることになったレコード
の、入力データ・セットのレコード番号を示し
ています。 他のタイプのエラーの場合は、こ
のフィールドは使用されません。

重大度: 4 (警告)
システムの処置:

処理は続行されます。

| DSNU1114I csect-name (RE)LOAD PHASE
STATISTICS NUMBER OF RECORDS
|
LOADED = nnnn FOR TABLE
|
table-name
|
| 説明: SHRLEVEL CHANGE オプションが選択されて
| いるときは、DB2 は、LOAD ユーティリティーの
| (RE)LOAD フェーズが正常に完了すると、このメッセー
| ジを発行します。これは、ソース・レコード・データ・
| セット (すなわち、 LOAD の INDDN オプションで指
| 定される JCL DD ステートメントによって指定される
| データ・セット) から TABLE table-name にロードされ
| たレコード数を示します。このメッセージは、現行の
| LOAD ユーティリティー・ステートメントによって
| TABLE がロードされるたびに、繰り返し表示されま
| す。
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DSNU1115I
| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: RELOAD フェーズの処理は継続しま
| す。

| DSNU1118I csect-name (RE)LOAD PHASE
|
STATISTICS - nnnn DUPLICATE KEY
|
ERRORS ENCOUNTERED

|
|
|
|
|

|
|
|
|

ユーザーの処置: 報告されたレコードのロード数が予定
と矛盾していないか確かめてください。たとえば、4 つ
のレコードが処理された場合、ユーザーは NUMBER
OF RECORD LOADED = 4 になると予想するはずで
す。

| DSNU1115I csect-name nnnn RESTART PHASE NOT
ALLOWED IN THE (RE)LOAD PHASE,
|
|
PHASE CHANGED TO CURRENT
| 説明: このメッセージは、LOAD SHRLEVEL
| CHANGE ユーティリティーに RESTART PHASE が要
| 求されたときに発行されます。 RESTART PHASE は、
| LOAD SHRLEVEL CHANGE には使用できません。
| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: RELOAD フェーズの処理は継続しま
| す。
| ユーザーの処置: アクションは不要です。別の
| RESTART が必要な場合は、RESTART PHASE ではな
| く RESTART オプションを使用してください。
| DSNU1116I csect-name FOREIGN KEY HAS NO
PRIMARY KEY FOR
|
RELATIONSHIP=r1 INPUT RECORD
|
NUMBER=nnnn
|
| 説明: 入力レコード nnnn に、名前 r1 との関係を示す
| 1 次キーがありません。行はロードされません。
|

重大度:

|

システムの処置:

処理は続行されます。

|

ユーザーの処置:

不要。

4 (警告)

| DSNU1117I csect-name - UNIQUE INDEX KEY
DUPLICATES KEY OF INDEXED
|
RECORD AT RID rrrr INDEX =
|
index-name TABLE = table-name RECNO
|
= input-dataset-record-number
|
|
|
|
|
|

説明: 入力データ・セット・レコードが、RID duprid
で表 table-name にロードされましたが、索引
index-name の固有索引違反を引き起こしています。
RID rrrr で、すでに表の中にあるレコードのキー値と重
複しています。

| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: 処理は続行されます。RID duprid
| で、このレコードの索引項目は作成されません。
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説明: このメッセージは、SHRLEVEL CHANGE オプ
ションが使用されているときに、LOAD ユーティリティ
ーの (RE)LOAD フェーズによって発行されます。処理
の間に検出された複写キー・エラー数は nnnn です。

| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: 処理は続行されます。
| DSNU1120I AUX TABLE NOT DEFINED FOR LOB
TABLE SPACE dbname.tsname
|
| 説明: LOB 表スペース dbname.tsname が作成されまし
| たが、その中に、補助表が作成されていません。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー操作は、戻りコード
| 8 で終了します。
| ユーザーの処置: LOB 表スペースの定義を完了してか
| ら、ユーティリティーを再実行依頼してください。
| DSNU1121I csect-name (RE)LOAD PHASE
STATISTICS - NUMBER OF RECORDS
|
LOADED = nnnn FOR TABLE
|
table-name PART m
|
| 説明: SHRLEVEL CHANGE オプションが選択されて
| いるときは、DB2 は、LOAD ユーティリティーの
| (RE)LOAD フェーズが正常に完了すると、このメッセー
| ジを発行します。これは、ソース・レコード・データ・
| セットから表 table-name の区画 m にロードされたレコ
| ードの数を示しています。このメッセージは、LOAD ユ
| ーティリティー・ステートメントの INTO TABLE
| PART 文節ごとに繰り返されます。
|

重大度:

|

システムの処置:

|
|

ユーザーの処置: 報告されたレコードのロード数が予定
と矛盾していないか確かめてください。

0 (通知)
処理は続行されます。

| DSNU1122I JOB job-name PERFORMING util-type
WITH UTILID util-id UNABLE TO
|
DRAIN object-name.RETRY n OF m
|
WILL BE ATTEMPTED IN s SECONDS
|
|
|
|
|

説明: RETRY オプションを指定したユーティリティー
が、表スペース、表スペース区画または索引をドレーン
できませんでした。ユーティリティーは、少し遅らせた
後、もう一度ドレーンの獲得を試みます。
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DSNU1123I
| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは継続しま
| す。
|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: ユーティリティー・ジョブは、参照さ
れたオブジェクトへの制限付きアクセス権の獲得を試
み、成功しなかった場合は再試行します。オプション
で、ユーザーは、CLAIMERS オプションを指定した
-DIS DATABASE コマンドによって、オブジェクトにだ
れが権利を持つかを判別し、そのスレッドを取り消しま
たは終了することができます。

| DSNU1125I csect-name FOREIGN KEY HAS NO
|
PRIMARY KEY FOR
|
RELATIONSHIP=r1 INPUT RECORD
|
NUMBER=nnnn,FOR PART m
| 説明: 表 table の区画 m の入力レコード nnnn に、名
| 前 r1 との関係を示す 1 次キーがありません。行はロ
| ードされません。
| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: 処理は続行されます。
| ユーザーの処置: 不要。

DSNU1123I LOGICAL PARTITIONS WILL BE
LOADED IN PARALLEL, NUMBER OF
TASKS = nnnn
説明: このメッセージは、REORG ユーティリティーの
BUILD2 フェーズによって発行されます。このメッセー
ジは、REORG ユーティリティーが論理区画を並列に更
新できることを示します。論理区画の更新に使用される
ユーティリティー・タスクの数は、nnnn で示されま
す。このメッセージは、CSECT DSNURBD2 によって
出されます。
重大度:

0

システムの処置:
す。

#
#
#
#
#

説明: INTO TABLE PART 文節に続く INDDN または
INCURSOR によって、LOAD の区画並列処理が要求さ
れました。ただし、複数の INTO TABLE PART 文節に
同じ区画が指定されています。この場合、区画並列処理
はサポートされません。

# 重大度: 8 (エラー)
BUILD2 フェーズの処理は継続しま

プログラマーの応答: 報告されたタスク数が予想した数
と矛盾していないか確かめることができます。たとえ
ば、4 つの論理区画が更新される場合、タスク数は 4
になると予想できます。

| DSNU1124I csect-name - UNIQUE INDEX KEY
DUPLICATES KEY OF INDEXED
|
RECORD AT RID rrrr INDEX =
|
index-name TABLE = table-name RECNO
|
= input-dataset-record-number FOR PART
|
= m
|
|
|
|
|
|

# DSNU1126I csect-name PARTITION n IS SPECIFIED
IN MORE THAN ONE INTO TABLE
#
PART CLAUSE, PARTITION
#
PARALLELISM IS DISALLOWED
#

説明: 表 table-name の区画 m について指示された入
力データ・セット・レコードが、索引 index-name の固
有索引違反を起こしています。 RID rrrr で、すでに表
の中にあるレコードのキー値と重複しています。レコー
ドはロードされませんでした。

| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: 処理は続行されます。

# システムの処置: ユーティリティー操作は、戻りコード
# 8 で終了します。
# ユーザーの処置: 次のいずれかの方法で、LOAD ステ
# ートメントを訂正してください。
# v それぞれの INTO TABLE PART 文節に対して、別々
の区画番号を指定する。
#
# v INDDN または INCURSOR のキーワードを INTO
TABLE PART 文節から除去して、並列処理を行わな
#
い。
#
# DSNU1178I csect-name - SUM OF INPUT COLUMN
LENGTHS FOR CURSOR cursor-name
#
IS TOO LARGE
#
# 説明: カーソル cursor-name に対してロードされるレ
# コードのサイズが、32767 バイトを超えています。
# 重大度: 8 (エラー)
# システムの処置: 処理は終了します。
#
#
#
#

ユーザーの処置: 列数、または個々の列の長さを減らし
て、列の長さの合計 (それぞれの NULL 可能列ごとに
2 バイトを含む) が 32767 を超えないようにしてくださ
い。

第 18 章 DB2 メッセージ

693

DSNU1201I
| DSNU1201I csect-name - PARTITIONS WILL BE
|
UNLOADED IN PARALLEL, NUMBER
|
OF TASKS = nnnn
|
|
|
|

説明: このメッセージは、UNLOAD ユーティリティー
が区画を並列にアンロードできることを示します。区画
のアンロードに使用されるユーティリティー・タスクの
数は、nnnn で示されます。

| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: UNLOAD フェーズの処理は継続しま
| す。

|

ットとして識別されませんでした。

|

重大度: 8 (エラー)

|
|

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
す。

|
|
|
|

ユーザーの処置: 正しいイメージ・コピー・データ・セ
ット名を、FROMCOPY オプション、または
FROMCOPYDDN オプションによって参照された DD
名に指定してください。

| DSNU1212I csect-name - INVALID FIELD NAME
field-name FOR TABLE table-name
|

| DSNU1202I csect-name - SAMPLING LIMIT HAS
BEEN REACHED FOR TABLE
|
table-name
|

| 説明: UNLOAD ユーティリティーのフィールド指定リ
| スト内の指定されたフィールド名は、以下の通りです。

| 説明: UNLOAD ステートメントで、表 table-name に
| LIMIT オプションが指定され、表からのアンロードされ
| た行の数が、指定された LIMIT 値に達しました。

| v あるいは、CONSTANT オプションの既存の列名で
す。
|

| 重大度: 0 (通知)

| 重大度: 8 (エラー)

| システムの処置: 表からアンロードする行はなくなりま
| したが、これまでにアンロードされた表が存在する場合
| は、アンロード操作は継続します。

| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。

| DSNU1203I csect-name - GENERATION OF LOAD
STATEMENT IS BYPASSED FOR
|
TABLE table-name
|
| 説明: 区画並行処理が活動化されたときに、UNLOAD
| ステートメントで PUNCHDDN 指定が省略されまし
| た。指示された表に、LOAD ステートメントは生成され
| ません。
|

重大度:

|

システムの処置: UNLOAD ジョブは継続します。

0 (通知)

| v 指定された表の列名ではない、

| このフィールド名は無効です。

|
|
|
|

ユーザーの処置: CONSTANT フィールドには、まだ存
在しないフィールド名を指定してください。そうでない
場合は、フィールド名を、指示された表の列名として指
定してください。

| DSNU1213I csect-name - INVALID FIELD TYPE FOR
FIELD field-name FOR TABLE
|
table-name
|
| 説明: UNLOAD ユーティリティーのフィールド指定リ
| スト内の指定されたフィールド・タイプが、表の対応す
| る列の基本タイプと互換性がありません。
| 重大度: 8 (エラー)

# DSNU1204I DUPLICATE ROWS MIGHT HAVE
BEEN UNLOADED
#

| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。

# 説明: イメージ・コピーに重複するページが含まれてい
# ます。重複するページからの行はすべてアンロードされ
# ます。

| ユーザーの処置: フィールド指定リストには、アンロー
| ド操作に使用できる互換タイプのみを指定してくださ
| い。

# 重大度: 4 (警告)
# システムの処置: 処理は続行されます。
| DSNU1211I csect-name - INPUT DATA SET IS NOT
AN IMAGE COPY
|
| 説明: UNLOAD ユーティリティーの FROMCOPY ま
| たは FROMCOPYDDN オプションによって指定された
| 入力データ・セットが、イメージ・コピー・データ・セ
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| DSNU1214I csect-name - INVALID FIELD POSITION
SPECIFICATION FOR FIELD field-name,
|
TABLE table-name
|
| 説明: UNLOAD ステートメントにおいて、指定された
| フィールド位置が、指示された表のフィールド指定リス
| トで、昇順になっていません。
| 重大度: 8 (エラー)
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DSNU1217I
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: フィールド指定リストで、フィールド
位置を昇順に指定してください。特定順序の出力フィー
ルドを希望する場合は、リスト内のフィールドの順序
を、フィールド位置が昇順になるように変更してくださ
い。

| DSNU1217I csect-name - CONFLICTING FIELD
POSITION AND/OR LENGTH
|
SPECIFICATION FOR FIELD field-name,
|
TABLE table-name
|
|
|
|
|

説明: UNLOAD ステートメントにおいて、指示された
フィールドの指定フィールド位置で、前のフィールドと
の矛盾が発生しました。この原因は、次のどちらかで
す。

| v フィールドに指定された位置の値が小さすぎる。
| v 前のフィールドの長さ指定が大きすぎる。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。
| ユーザーの処置: フィールド指定リストに正しい位置ま
| たは長さパラメーターを指定して、出力フィールドのス
| ペースが十分になるようにしてください。
| DSNU1218I csect-name - LOGICAL RECORD
LENGTH OF OUTPUT RECORD
|
EXCEEDED THE LIMIT FOR TABLE
|
table-name
|
| 説明: 出力レコードの最大長が、UNLOAD ユーティリ
| ティーの物理的限界を超過しました。

| 上記のオプションを適用できない場合は、表からデータ
| をアンロードするアプリケーションを使用する必要があ
| ります。
| DSNU1219I csect-name - THE NUMBER OF
RECORDS IN ERROR REACHED THE
|
LIMIT nnnn
|
| 説明: UNLOAD ユーティリティーにおいて、エラーの
| あるレコード数が、指定された MAXERR 限界に達しま
| した。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

問題判別: この問題は、出力レコードのフォーマットに
おけるエラー (UNLOAD ユーティリティーが検出する
データ変換エラーなど) の数が、MAXERR オプション
で指定された限界に達したときに発生します。エラーの
レコードごとに、対応するメッセージが出されていま
す。エラーのレコードは、出力データ・セットにアンロ
ードされません。このメッセージは、個々のエラー・メ
ッセージ数が指定された MAXERR 値を超える状態にな
った場合でも、1 度しか出されません。この状態が発生
するのは、UNLOAD ユーティリティーが区画並列モー
ドで稼働し、複数のタスクが並行して MAXERR 値に達
したときに限られます。

|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 個々のエラー・メッセージを調べて、
エラーの原因を判別してください。訂正アクションは、
エラーのタイプによって異なります。状態によっては、
これが予定の状態の場合もあります。この場合、ジョブ
が終了する前にアンロードされた合計レコード数は、
MAXERR オプション値を変更して調整することができ
ます。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。
| 問題判別: この問題は、BLOB、CLOB、または
| DBCLOB 列が、アンロードする表から選択された場合
| に、最もよく起こります。

| DSNU1220I csect-name - UNLOADING LOB
COLUMNS FROM IMAGE COPY IS
|
NOT SUPPORTED FOR TABLE
|
table-name
|

| ユーザーの処置: 可能ならば、以下のオプションを 1
| つ以上使用して、出力レコードの長さを減らすことを考
| 慮してください。

|
|
|
|
|

| v NOPAD オプションを使用する。

| 重大度: 8 (エラー)

| v フィールド指定オプションを使用して、必要なフィー
ルドのみをアンロードする。
|

| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。

| v 適用可能なフィールドに、TRUNCATE または STRIP
(あるいはその両方) のオプションを指定した
|
LENGTH オプションを指定する。
|

説明: UNLOAD ユーティリティーにおいて、ソース・
オブジェクトがイメージ・コピー・データ・セットのと
きに、指示された表で 1 つ以上の BLOB、 CLOB、ま
たは DBCLOB (あるいはそのすべて) の列が選択されま
した。

| 問題判別: UNLOAD ユーティリティーのソース・オブ
| ジェクトがイメージ・コピーのとき、LOB 列の選択は
| サポートされません。
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DSNU1221I
| ユーザーの処置: 指示された表にある BLOB、CLOB、
| または DBCLOB 列を含まないフィールド選択リストを
| 指定してください。
| DSNU1221I csect-name - UNLDDN IS NOT
SPECIFIED OR SPECIFIED TEMPLATE
|
template-name IS INVALID FOR
|
MULTIPLE TABLE SPACES
|
|
|
|

説明: UNLOAD ユーティリティーの場合、ソース・オ
ブジェクトが複数の表スペースから構成されていると、
出力データ・セット指定は無効です。

|

重大度:

|
|

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
す。

|
|
|
|

問題判別: UNLOAD ユーティリティーのソース・オブ
ジェクトが複数の表スペースから構成されているとき
は、表スペースごとに対応する出力データ・セットが必
要です。

|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 表スペース名が変数として入っている
アンロード・ジョブ・ステップに、該当する
TEMPLATE ステートメントを組み込んでください。表
スペースがさまざまなデータベースから選択されている
場合は、そのデータベース名も変数として組み込む必要
があります。テンプレート名を UNLDDN オプションに
指定します。

8 (エラー)

| DSNU1222I csect-name - TEMPLATE template-name
SPECIFIED FOR PUNCHDDN IS
|
INVALID FOR MULTIPLE TABLE
|
SPACES
|

|
|

ンに指定します。 TEMPLATE は、UNLDDNに使用す
るものと異なっていなければなりません。

| DSNU1223I csect-name - TABLESPACE
SPECIFICATION IS MISSING FOR
|
FROMCOPY OR FROMCOPYDDN
|
|
|
|
|

説明: UNLOAD ユーティリティーに対し、
FROMCOPY オプションまたは FROMCOPYDDN オプ
ションが使用されましたが、TEMPLATE の指定が欠落
しています。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。
|
|
|
|

問題判別: UNLOAD ユーティリティーのソース・オブ
ジェクトがイメージ・コピーのときは、TABLESPACE
オプションを使用して、イメージ・コピーの表スペース
名を指定する必要があります。

| ユーザーの処置: UNLOAD ステートメントに
| TABLESPACE オプションを追加して、イメージ・コピ
| ーの表スペース名を指定してください。
| DSNU1224I csect-name - TABLE table-name IS NOT
IN THE TABLE SPACE table-space-name
|
| 説明: 示された table-name が FROM TABLE オプシ
| ョン内で指定されていますが、TABLESPACE オプショ
| ンに指定された表スペース内にありません。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。

|
|
|
|

説明: UNLOAD ユーティリティーの場合、ソース・オ
ブジェクトが複数の表スペースから構成されていると
き、生成された LOAD ステートメントを保管する出力
データ・セットの指定が無効です。

|
|
|
|

問題判別: TABLESPACE と FROM TABLE の指定に
不一致があるか、指定した表が除去されました。除去さ
れた表は、UNLOAD ユーティリティーによってサポー
トされません。

|

重大度:

|
|

システムの処置:
す。

|
|
|
|

問題判別: UNLOAD ユーティリティーのソース・オブ
ジェクトが複数の表スペースから構成されているとき
は、表スペースごとに対応する出力データ・セットが必
要です。

|
|
|
|

ユーザーの処置: TABLESPACE または FROM TABLE
の指定を訂正して、指定された表スペース内の表を選択
してください。表が除去された場合は、除去された表の
FROM TABLE オプションを削除してください。

|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 表スペース名が変数として入っている
アンロード・ジョブ・ステップに、該当する
TEMPLATE ステートメントを組み込んでください。表
スペースがさまざまなデータベースから選択されている
場合は、そのデータベース名も変数として組み込む必要
があります。テンプレート名を PUNCHDDN オプショ
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8 (エラー)
ユーティリティー・ジョブは終了しま

| DSNU1225I csect-name - TABLESPACE KEYWORD
IS NOT SPECIFIED. AT LEAST ONE
|
FROM TABLE SPECIFICATION IS
|
REQUIRED.
|
| 説明: UNLOAD ステートメントに、TABLESPACE ま
| たは FROM TABLE の指定がありません。アンロード
| するソース・オブジェクトを識別できません。
| 重大度: 8 (エラー)
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| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。
| ユーザーの処置: TABLESPACE の指定を省略した場合
| は、ソース・オブジェクトを識別するために少なくとも
| 1 つの FROM TABLE オプションを指定してくださ
| い。 LISTDEF ステートメントがオブジェクトのリスト
| を定義している場合は、TABLESPACE の指定の代わり
| に LIST オプションを使用できます。 LIST オプション
| を使用する場合、FROM TABLE オプションは指定でき
| ません。
| DSNU1226I csect-name - THE NUMBER OF
OBJECTS IS TOO LARGE
|
| 説明: UNLOAD ユーティリティーのソース・オブジェ
| クトの数が多すぎます。内部データ構造の一部にオーバ
| ーフローが発生しました。
| 重大度: 8 (エラー)
| 問題判別: この問題は、LIST オプションを使用してい
| るときに、対応する LISTDEF 定義が多数のオブジェク
| トに展開される場合に最もよく発生します。
|
|

システムの処置:
す。

|
|
|
|

ユーザーの処置: UNLOAD ジョブ・ステップを複数の
ジョブ・ステップに分割し、各ジョブ・ステップ内で
は、より少数のオブジェクトに展開される LISTDEF を
使用してください。

ユーティリティー・ジョブは終了しま

| DSNU1228I csect-name - A ROWID COLUMN
|
column-name, TABLE table-name IS
|
SELECTED FOR UNLOAD BUT THE
|
PAGE SET HEADER PAGE IS
|
MISSING IN THE SPECIFIED IMAGE
|
COPY DATA SET
|
|
|
|
|
|

説明: UNLOAD ユーティリティーに対し、イメージ・
コピーからのアンロード対象として ROWID 列が選択
されましたが、指定されたイメージ・コピー・データ・
セットにページ・セット・ヘッダー・ページが含まれて
いないため、ROWID の構成に必要な情報を取り出すこ
とができません。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。
| 問題判別: この問題は、コピー・データ・セットの先頭
| ではない部分が FROMCOPY オプションに指定された
| ときに最もよく発生します。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: FROMCOPY の代わりに
FROMCOPYDDN を使用して、DD 名を指定してくださ
い。この DD 名は、ページ・セット・ヘッダー・ペー
ジを含むコピーの先頭部分が、ソースのイメージ・コピ
ー・データ・セットに連結されている箇所のものです。

| DSNU1229I csect-name - ERROR IN LOADING
DICTIONARY FOR TABLE SPACE
|
table-space
|

| DSNU1227I csect-name - THE CONTENT OF THE
IMAGE COPY DATA SET IS
|
INCONSISTENT WITH TABLE SPACE
|
table-space
|

| 説明: UNLOAD ユーティリティーに対し、イメージ・
| コピー・データ・セットを読み取るときに解凍用辞書の
| ロード中にエラーが検出されました。

|
|
|
|

| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。

説明: UNLOAD ユーティリティーに対し、
FROMCOPY オプションまたは FROMCOPYDDN オプ
ションによって指定されたデータ・セットが、表スペー
スに対応していません。

| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。
|
|
|
|

ユーザーの処置: 表スペースに対するイメージ・コピ
ー・データ・セット名を正しく指定するか、イメージ・
コピーに対する表スペース名を正しく指定してくださ
い。

| 重大度: 8 (エラー)

| 問題判別: イメージ・コピー・データ・セットは、破壊
| されている可能性があります。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: FROMCOPY または
FROMCOPYDDN に正しいイメージ・コピー・データ・
セットが指定されている場合は、COPY ユーティリティ
ーを実行するか他の代替方式を使用して、表スペースの
新しいイメージ・コピーを作成する必要があります。

| DSNU1230I csect-name - INCONSISTENT STRIP
CHAR LENGTH FOR FIELD field-name,
|
TABLE table-name
|
| 説明: 示された表のフィールドに、無効なストリップ文
| 字が指定されました。
第 18 章 DB2 メッセージ

697

DSNU1231I
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブは終了しま
| す。
| 問題判別: SBCS または MIXED のフィールドの場
| 合、ストリップ文字 (指定する場合) は SBCS 文字でな
| ければならず、DBCS フィールドの場合は DBCS 文字
| でなければなりません。
|
|

ユーザーの処置: フィールドに適用できる正しいストリ
ップ文字を指定してください。

| DSNU1231I csect-name - LENGTH OF OUTPUT
RECORD IS TOO LONG FOR TABLE
|
table-name
|
| 説明: 示されている表の出力レコードが、物理的限界を
| 超えました。
| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|
|

システムの処置: エラーのレコードは、出力データ・セ
ットにアンロードされません。 UNLOAD ユーティリテ
ィーは、エラーの合計レコード数が MAXERR オプショ
ンで指定された値に達するまで (デフォルトは 1) 継続
します。

| レコードの合計数が MAXERR 値に達すると、
| UNLOAD ユーティリティーは DSNU1219I メッセージ
| を出し、戻りコード 8 で終了します。
|
|
|
|
|
|
|

問題判別: このメッセージが出されるのは、UNLOAD
ステートメントで NOPAD オプションが指定されたと
きに限られ、多くの場合、表からのアンロードに
BLOB、 CLOB、または DBCLOB 列が選択されたとき
です。出力に指定されたエンコード・スキームのために
出力ストリングが拡張した場合に、一部の出力レコード
の全長が予定より長くなることもあり得ます。

| ユーザーの処置: 出力レコードのサイズを減らすため
| に、以下のオプションを考慮してください。
| v フィールド指定オプションを使用して、必要なフィー
ルドのみをアンロードする。
|
| v 適用可能なフィールドに、TRUNCATE または STRIP
(あるいはその両方) のオプションを指定した
|
LENGTH オプションを指定する。
|
| 上記のオプションを適用できない場合は、表からデータ
| をアンロードするアプリケーションを使用する必要があ
| ります。
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| DSNU1232I csect-name - COMPRESSED ROW IS
|
IGNORED BECAUSE THE
|
DICTIONARY IS NOT AVAILABLE
|
FOR TABLE table-name
|
|
|
|

説明: UNLOAD ユーティリティーが、イメージ・コピ
ー・データ・セットからデータをアンロードする際に圧
縮行を検出しましたが、表スペースには解凍のディクシ
ョナリーがロードされていません。

| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|
|
|
|

システムの処置: エラーのレコードは、出力データ・セ
ットにアンロードされません。 UNLOAD ユーティリテ
ィーは、エラーの合計レコード数が MAXERR オプショ
ンで指定された値に達するまで (デフォルトは 1) 継続
します。レコードの合計数が MAXERR 値に達すると、
UNLOAD ユーティリティーは DSNU1219I メッセージ
を出し、戻りコード 8 で終了します。

|
|
|
|

問題判別: このメッセージが出されるのは、圧縮表スペ
ースの部分 (最初の部分ではない) のコピーが、
UNLOAD ユーティリティーの FROMCOPY または
FROMCOPYDDN オプションで指定されたときです。

|
|
|
|

ユーザーの処置: 部分のコピーから圧縮行をアンロード
するには、圧縮ディクショナリーの入った部分の最初の
コピーが連結されたときの COPYDDN オプションを用
いて DD 名を指定します。

| DSNU1233I csect-name - DATA IS TOO LONG FOR
FIELD field-name, TABLE table-name
|
| 説明: 出力レコードのフィールドのスペースが十分でな
| く、指示された表内の行の対応する列からデータをアン
| ロードすることができません。
| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|
|

システムの処置: エラーのレコードは、出力データ・セ
ットにアンロードされません。 UNLOAD ユーティリテ
ィーは、エラーの合計レコード数が MAXERR オプショ
ンで指定された値に達するまで (デフォルトは 1) 継続
します。

| レコードの合計数が MAXERR 値に達すると、
| UNLOAD ユーティリティーは DSNU1219I メッセージ
| を出し、戻りコード 8 で終了します。
|
|
|
|

問題判別: このメッセージが出されるのは、出力レコー
ド内のフィールドのスペースが、フィールドの
LENGTH 指定か、次のフィールドの POSITION 指定に
よって、制限されているときです。

|
|
|
|

ユーザーの処置: フィールド指定リストの LENGTH パ
ラメーターまたは POSITION パラメーター (あるいは
その両方) に該当する値を適用して、出力レコードにデ
ータを収容します。あるいは、フィールドに
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DSNU1234I
|
|
|
|

TRUNCATE オプションを指定します (適用できる場
合)。 STRIP オプションを指定すると (適用できる場
合)、データに先行ブランクや末尾ブランクが入っている
場合はデータの長さを減らすことができます。

| DSNU1234I csect-name - NUMERIC CONVERSION
|
ERROR OCCURRED FOR FIELD
|
field-name, TABLE table-name
| 説明: UNLOAD ユーティリティーが、データの数値タ
| イプを別のタイプに変換しようとしたときに、エラーを
| 検出しました。
| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|
|

システムの処置: エラーのレコードは、出力データ・セ
ットにアンロードされません。 UNLOAD ユーティリテ
ィーは、エラーの合計レコード数が MAXERR オプショ
ンで指定された値に達するまで (デフォルトは 1) 継続
します。

| レコードの合計数が MAXERR 値に達すると、
| UNLOAD ユーティリティーは DSNU1219I メッセージ
| を出し、戻りコード 8 で終了します。
|
|
|
|
|

問題判別: このメッセージが出される可能性が最も高い
のは、データを 1 つの数値タイプから別のタイプに変
換する際に、オーバーフローが発生したときです。たと
えば、INTEGER 32768 を SMALL INT に変換しようと
すると、オーバーフローの原因になります。

|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 数値オーバーフロー・エラーを避ける
には、出力に、表内の列の基本タイプと同じ数値デー
タ・タイプを指定してください。数値タイプの変換は、
ソース・データの範囲が、出力用に指定された数値タイ
プの許容範囲に収まることが分かっているときだけ行い
ます。

| DSNU1235I csect-name - CCSID SUBSTITUTION IS
ATTEMPTED WITH NOSUBS OPTION
|
FOR FIELD field-name, TABLE
|
table-name
|
|
|
|
|

説明: UNLOAD ユーティリティーが NOSUBS オプシ
ョンを指定して実行している間に、示されているフィー
ルドの CCSID 変換処理で CCSID 置換が試みられまし
た。

| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|
|
|
|

システムの処置: エラーのレコードは、出力データ・セ
ットにアンロードされません。 UNLOAD ユーティリテ
ィーは、エラーの合計レコード数が MAXERR オプショ
ンで指定された値に達するまで (デフォルトは 1) 継続
します。レコードの合計数が MAXERR 値に達すると、
UNLOAD ユーティリティーは DSNU1219I メッセージ
を出し、戻りコード 8 で終了します。

|
|
|
|
|

ユーザーの処置: CCSID 置換を避ける必要がある場合
は、元の CCSID に対応する項目を持つ適切な CCSID
(使用可能な場合) を指定します。デフォルトの CCSID
置換を使用できるようにするには、NOSUBS オプショ
ンを除去します。

| DSNU1236I csect-name - POSITION SPECIFICATION
|
CAUSES FIELD OVERLAP FOR FIELD
|
field-name, TABLE table-name
| 説明: UNLOAD ユーティリティーの出力フィールドの
| スペースが、示されている POSITION パラメーターに
| 指定したフィールドとオーバーラップしています。
| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|
|
|
|

システムの処置: エラーのレコードは、出力データ・セ
ットにアンロードされません。 UNLOAD ユーティリテ
ィーは、エラーの合計レコード数が MAXERR オプショ
ンで指定された値に達するまで (デフォルトは 1) 継続
します。レコードの合計数が MAXERR 値に達すると、
UNLOAD ユーティリティーは DSNU1219I メッセージ
を出し、戻りコード 8 で終了します。

|
|
|
|
|

問題判別: このメッセージは、UNLOAD ステートメン
トに NOPAD オプションが指定された場合にのみ出さ
れます。フィールドの POSITION の指定が、前のフィ
ールドの位置または長さ (あるいはその両方) と競合し
ています。

| ユーザーの処置: この状態を解消するには、次のいずれ
| かのオプションを検討してください。
| v POSITION 指定をフィールド指定リストから除く。
| v フィールドの POSITION パラメーターを調整して、
直前のフィールドが十分なスペースを使用できるよう
|
にする。
|
| v 直前のフィールドの LENGTH (多くの場合、
TRUNCATE オプションを指定している) を調整する
|
(適用できる場合)。
|
| DSNU1237I csect-name - ERROR IN CCSID
CONVERSION FOR FIELD field-name,
|
TABLE table-name
|
| 説明: CCSID 変換処理で、UNLOAD ユーティリティ
| ーの実行中に、コード・ポイント例外またはフォーム例
| 外を検出しました。
| 重大度: 4 (警告)
|
|
|
|
|

システムの処置: エラーのレコードは、出力データ・セ
ットにアンロードされません。 UNLOAD ユーティリテ
ィーは、エラーの合計レコード数が MAXERR オプショ
ンで指定された値に達するまで (デフォルトは 1) 継続
します。レコードの合計数が MAXERR 値に達すると、
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DSNU1238I • DSNU1306I
| UNLOAD ユーティリティーは DSNU1219I メッセージ
| を出し、戻りコード 8 で終了します。
|
|
|
|

ユーザーの処置: 出力に指定された CCSID が誤りの場
合は、CCSID 指定を訂正します。指定した CCSID が
有効であれば、システム・プログラマーに通知してくだ
さい。

|
|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: SYSSTRINGS の内容
を検査してください。必要な場合は、変換用の
SYSSTRINGS に行を挿入してください。 SBCS 変換の
場合は、この行に、変換表またはユーザー提供の変換手
順の名前を指定しなければなりません。 DBCS 変換の
場合は、ユーザー提供の変換手順の名前をこの行に指定
しなければなりません。

# DSNU1238I TABLE table2 IS NOT IN SAME
TABLESPACE AS TABLE table1
#
# 説明: 単一の UNLOAD ユーティリティー・ステート
# メントのソース表は、すべて同じ表スペース内になけれ
# ばなりません。
# 重大度: 8 (エラー)
# システムの処置: ユーティリティーの処理は終了しま
# す。
#
#
#
#
#
#
#

ユーザーの処置: table2 を指定している FROM
TABLE 制御ステートメントを、現行の UNLOAD 要求
から除去してください。table2 の FROM TABLE 制御
ステートメントを含む別の UNLOAD ユーティリティ
ー・ステートメントを作成して、単一の UNLOAD 要求
のソース表はすべて同じ表スペースに属するものにして
ください。ジョブを再実行依頼してください。

| DSNU1302I csect-name n
|
SYSIBM.SYSCOLUMNS_HIST ROWS
|
WERE DELETED
|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、MODIFY STATISTICS ユー
ティリティーによって削除された
SYSIBM.SYSCOLUMNS_HIST の行数 n を表示しま
す。行は、ユーザーが指定した AGE 基準または DATE
基準に基づいて削除されました。

| 重大度: 0 (通知)
| DSNU1303I csect-name n
SYSIBM.SYSINDEXES_HIST ROWS
|
WERE DELETED
|
|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、MODIFY STATISTICS ユー
ティリティーによって削除された
SYSIBMS.SYSINDEXES の行数 n を表示します。行
は、ユーザーが指定した AGE 基準または DATE 基準
に基づいて削除されました。

| 重大度: 0 (通知)
| DSNU1304I csect-name n
SYSIBM.SYSINDEXPART_HIST ROWS
|
WERE DELETED
|
|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、MODIFY STATISTICS ユー
ティリティーによって削除された
SYSIBM.SYSINDEXPART_HIST の行数 n を表示しま
す。行は、ユーザーが指定した AGE 基準または DATE
基準によって削除されました。

| 重大度: 0 (通知)
| DSNU1300I csect-name MODIFY STATISTICS
COMPLETED SUCCESSFULLY
|
| 説明: このメッセージは、MODIFY STATISTICS ユー
| ティリティー操作が、正常に完了したことを報告してい
| ます。
| 重大度: 0 (通知)
| DSNU1301I csect-name n
SYSIBM.SYSCOLDIST_HIST ROWS
|
WERE DELETED
|
| 説明: このメッセージは、MODIFY STATISTICS ユー
| ティリティーによって削除された
| SYSIBM.SYSCOLDIST_HIST の行数 n を表示します。
| 重大度: 0 (通知)
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| DSNU1305I csect-name n
SYSIBM.SYSINDEXSTATS_HIST ROWS
|
WERE DELETED
|
|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、MODIFY STATISTICS ユー
ティリティーによって削除された
SYSIBM.SYSINDEXSTATS_HIST の行数 n を表示しま
す。行は、ユーザーが指定した AGE 基準または DATE
基準によって削除されました。

| 重大度: 0 (通知)
| DSNU1306I csect-name n
SYSIBM.SYSLOBSTATS_HIST ROWS
|
WERE DELETED
|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、MODIFY STATISTICS ユー
ティリティーによって削除された
SYSIBM.SYSLOBSTATS_HIST の行数 n を表示しま
す。行は、ユーザーが指定した AGE 基準または DATE
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DSNU1307I • DSNU1402I
| 基準によって削除されました。
| 重大度: 0 (通知)
| DSNU1307I csect-name n
SYSIBM.SYSTABLEPARTS_HIST
|
ROWS WERE DELETED
|
|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、MODIFY STATISTICS ユー
ティリティーによって削除された
SYSIBM.SYSTABLEPARTS_HISTの 行数 n を表示しま
す。行は、ユーザーが指定した AGE 基準または DATE
基準によって削除されました。

| 重大度: 0 (通知)
| DSNU1308I csect-name n SYSIBM.SYSTABLES_HIST
ROWS WERE DELETED
|
|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、MODIFY STATISTICS ユー
ティリティーによって削除された
SYSIBM.SYSTABLES_HIST の行数を表示します。行
は、ユーザーが指定した AGE 基準または DATE 基準
によって削除されました。

| 重大度: 0 (通知)

| OPTIONS 制御ステートメントが含まれていれば、
| COPYTOCOPY は、リスト内の次の項目を処理します。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: サポートされないオブジェクトが、説
明内にリストされている制限付きカタログまたはディレ
クトリーのオブジェクトである場合は、他の方法によっ
て、このオブジェクトのすべてのイメージ・コピーを作
成してください。

|
|
|
|
|
|
|

サポートされないオブジェクトが CONCURRENT オプ
ションを指定して作成されたイメージ・コピーである場
合は、CONCURRENT オプションを指定しないで
COPY ユーティリティーを実行して、1 次ローカル・イ
メージ・コピーを作成してください。COPYTOCOPY を
再実行して、追加のイメージ・コピーを作成してくださ
い。

| DSNU1401I csect-name - UNABLE TO LOCATE
IMAGE COPY FOR obj-type
|
obj-qual.obj-name DSNUM n
|
|
|
|
|

説明: COPYTOCOPY ユーティリティーが、参照され
ているオブジェクトから追加のイメージ・コピーを作成
しようとしましたが、SYSIBM.SYSCOPY にはこのオブ
ジェクトのレコードが含まれていません。

| 重大度: 8 (エラー)
| DSNU1309I csect-name n
SYSIBM.SYSTABSTATS_HIST ROWS
|
WERE DELETED
|

|
|
|
|
|

システムの処置: このオブジェクトに対する処理は停止
します。ユーティリティーのジョブ・ステップに
EVENT(ITEMERROR,SKIP) オプションが指定された
OPTIONS 制御ステートメントが含まれていれば、
COPYTOCOPY は、リスト内の次の項目を処理します。

| 重大度: 0 (通知)

|
|
|
|

ユーザーの処置: COPY ユーティリティーを実行し
て、1 次ローカル・イメージ・コピーを作成してから、
COPYTOCOPY を実行して、追加のイメージ・コピーを
作成してください。

| DSNU1400I csect-name - COPYTOCOPY UTILITY
NOT SUPPORTED FOR obj-type
|
obj-qual.obj-name DSNUM n
|

| DSNU1402I csect-name - copy-type FOR obj-type
obj-qual.obj-name DSNUM n WITH
|
START_RBA rba ALREADY EXISTS
|

| 説明: COPYTOCOPY は以下のコピーの作成はできま
| せん。

| 説明: COPYTOCOPY が、すでに存在するイメージ・
| コピーを作成しようとしました。

| v DSNDB01.SYSUTILX、DSNDB01.DBD01、または
DSNDB06.SYSCOPY 表スペース、あるいはそれらの
|
いずれかの索引
|

| 重大度: 4 (警告)

|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、MODIFY STATISTICS ユー
ティリティーによって削除された
SYSIBM.SYSTABSTATS_HIST の行数 n を表示しま
す。行は、ユーザーが指定した AGE 基準または DATE
基準によって削除されました。

| v CONCURRENT オプションを指定した COPY ユーテ
ィリティーを使用して作成されたイメージ・コピー
|
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: このオブジェクトに対する処理は停止
| します。ユーティリティーのジョブ・ステップに
| EVENT(ITEMERROR,SKIP) オプションが指定された

|
|
|
|
|
|

システムの処置: このユーティリティーは、指定されて
いるオブジェクト・タイプのイメージ・コピーを作成し
ません。COPYTOCOPY は、その他のタイプのイメー
ジ・コピーは作成します。コピーすべきオブジェクトの
リストがある場合、COPYTOCOPY は、そのリスト内の
次のオブジェクトを処理します。

| ユーザーの処置: REPORT ユーティリティーを実行し
| て、必要なイメージ・コピー・タイプを判断します。
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DSNU1403I
| COPYTOCOPY ジョブを変更して、必要に応じて再実行
| してください。
| DSNU1403I csect-name - copy-type DATA SET dsn
WITH START_RBA rba IS IN USE BY
|
COPYTOCOPY FOR obj-type
|
obj-qual.obj-name DSNUM n
|
| 説明: COPYTOCOPY ユーティリティーは、このメッ
| セージを出してから、イメージ・コピー・データ・セッ
| トをオープンし、コピー処理を開始します。
| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: 処理は続行されます。
| DSNU1404I csect-name - COPYTOCOPY
PROCESSING COMPLETED FOR
|
obj-type obj-qual.obj-name DSNUM n.
|
ELAPSED TIME = elapsed time.
|
NUMBER OF PAGES COPIED = n
|
| 説明: COPYTOCOPY は、オブジェクトが正常に完了
| したときに、このメッセージを出します。オブジェクト
| の処理の開始から完了までの所要時間は、hh 時間、mm
| 分、ss 秒 でした。
|

重大度:

|
|
|

システムの処置: COPYTOCOPY ユーティリティー
は、このオブジェクトの処理を正常に完了しました。処
理は続行されます。

0 (通知)

| DSNU1405I csect-name - site-type SITE PRIMARY
IMAGE COPY DOES NOT EXIST FOR
|
obj-type obj-qual.obj-name DSNUM n
|
|
|
|
|

説明: COPYTOCOPY ユーティリティーは、示されて
いるサイトのバックアップ・イメージ・コピーを作成し
ようとしましたが、1 次イメージ・コピーがありませ
ん。

|

重大度:

8 (エラー)

| システムの処置: ユーティリティーは、このサイトのバ
| ックアップ・コピーを作成できません。ユーティリティ
| ーのジョブに EVENT(ITEMERROR,SKIP) オプションが
| 指定された OPTIONS 制御ステートメントが含まれてい
| れば、COPYTOCOPY は、リスト内の次の項目を処理し
| ます。
| ユーザーの処置: COPYTOCOPY ジョブの COPYDDN
| または RECOVERYDDN オプションを、1 次コピーの
| DD 名を含むように変更してください。

702

| DSNU1406I csect-name - COPYTOCOPY
|
COMPLETED. ELAPSED TIME =
|
elapsed_time
|
|
|
|

説明: DB2 は、COPYTOCOPY ユーティリティーが正
常に完了したときに、このメッセージを出します。
COPYTOCOPY ユーティリティーの開始から完了までの
所要時間は、hh 時間、mm 分、ss 秒 でした。

| 重大度: 0 (通知)
|
|
|
|
|

システムの処置: このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップ内に次のユーティリティー・ステートメントがあれ
ば、その処理が続行されます。 ステートメントがない
場合、このユーティリティー・ジョブ・ステップが停止
し、その UTILID が再使用できるようになります。

| DSNU1407I csect-name - MISMATCH BETWEEN
THE NUMBER OF PAGES READ=count
|
AND THE NUMBER OF PAGES
|
ORIGINALLY COPIED=count FOR
|
INPUT DATA SET dsname OBJECT
|
NAME obj-type obj-qual.obj-name DSNUM
|
n
|
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: COPYTOCOPY または RECOVER ユーティリテ
ィーは、入力イメージ・コピーから読み取られたページ
数が、COPY ユーティリティーによって最初にコピーさ
れた数と一致しないことを検出したときにこのメッセー
ジを出します。このユーティリティーは、入力イメー
ジ・コピー・データ・セットの SYSIBM.SYSCOPY レ
コードの COPYPAGESF 列からコピーされた元のペー
ジ数を検索します。

| 重大度: 8 (エラー)
|
|
|
|
|
|
|
|

システムの処置: COPYTOCOPY ユーティリティー
は、このオブジェクトの処理を終了します。RECOVER
ユーティリティーは、前の全イメージ・コピーがあれ
ば、それにフォールバックすることによって、継続しよ
うとします。ユーティリティー・ジョブ・ステップに
EVENT(ITEMERROR,SKIP) オプションが指定された
OPTIONS 制御ステートメントが含まれていれば、
COPYTOCOPY は、リスト内の次の項目を処理します。

|
|
|
|
|

ユーザーの処置: IBM サポートに連絡してください。
COPYTOCOPY ジョブの出力、メッセージに示されてい
るデータ・セット、および、問題のオブジェクトに対し
てREPORT ユーティリティーを実行した結果の出力を用
意してください。
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DSNU1408I
| DSNU1408I csect-name - SOURCE DATA SET
|
dsname DOES NOT obj-type
|
obj-qual.obj-name DSNUM n
| 説明: このメッセージは、ソース・データ・セットの
| DBID または PSID が、コピーが作成される表スペース
| または索引スペースの DBID または PSID と一致しな
| い場合に、COPYTOCOPY または RECOVER ユーティ
| リティーから出されます。このエラーは、データ・セッ
| トが再利用されたときに起きる可能性があります。
|

重大度:

|
|
|

システムの処置: RECOVER ユーティリティーは、前
の全イメージ・コピーがあれば、それにフォールバック
することによって、処理を継続しようとします。

|
|
|
|
|
|
|

COPYTOCOPY は、DSNAME が SYSIBM.SYSCOPY
に登録されている START_RBA 値と同じ START_RBA
値を持つ、次に使用可能なイメージ・コピー・データ・
セットを検索します。COPYTOCOPY は、見付けたデー
タ・セットを使用します。見付からない場合、
COPYTOCOPY は、メッセージ DSNU1401I を出しま
す。

|
|

FROMCOPY が指定されていると、このオブジェクトの
処理は停止します。

|
|
|
|

ユーザーの処置: このデータ・セットが
SYSIBM.SYSCOPY に登録済みのイメージ・コピー・デ
ータ・セットとして再利用された原因を判別してくださ
い。

|
|
|
|
|

FROMCOPY が指定されている場合は、COPYTOCOPY
ユーティリティー制御ステートメントを訂正してくださ
い。追加のイメージ・コピーが必要な表スペースまたは
索引スペースのイメージ・コピーであるソース・デー
タ・セットを指定します。

4 (警告)

| DSNU1409I csect-name - ttttt ERRORS ON DATA
SET NAME=dsname obj-type
|
obj-qual.obj-name DSNUM n
|

|
|
|
|
|

ユーザーの処置: MVS コンソールの SYSLOG には、
発生した入出力エラーのタイプを示す IOS メッセージ
が表示されることがあります。 IOS メッセージが出さ
れた場合は、そのメッセージについての問題判別の指示
に従ってください。

| DSNU1410I csect-name - INCREMENTAL IMAGE
|
COPY DISALLOWED FOR obj-type
obj-qual.obj-name DSNUM n. FULL
|
IMAGE COPY WILL BE USED
|
|
|
|
|

説明: 示されているオブジェクト・タイプには増分イメ
ージ・コピーは許されません。ユーティリティーはこの
要求を無視し、可能であれば、全イメージ・コピーを作
成します。

| 重大度: 4 (警告)
| システムの処置: システムは、増分イメージ・コピーを
| とるための要求を、全イメージ・コピーをとるための要
| 求として扱います。
|
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: ターゲット・イメージ・コピーのデー
タ・セットの容量は、そのサイズが増分イメージ・コピ
ーを前提として設定されている場合には、十分でないか
もしれません。 このような状態が生じた場合は、ユー
ティリティーを停止し、適切なサイズにして、ジョブ・
ステップを再実行依頼してください。

| DSNU1411I csect-name - ut_name DOES NOT
SUPPORT RESTART(PHASE). PHASE
|
CHANGED TO CURRENT.
|
| 説明: このユーティリティーは、RESTART(PHASE) を
| サポートしません。
| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: ユーティリティーは
| RESTART(PHASE) を RESTART(CURRENT) に指定変
| 更します。

| 説明: DB2 は、指定されたオブジェクトで入出力エラ
| ーを検出しました。ttttt は、'READ' または 'WRITE' の
| いずれかです。

| DSNU1502I csect-name - RECOVER OF obj-type
obj-qual.objname dsnum n WILL
|
PROCEED TO LOG POINT X'rba/lrsn'
|

| 重大度: 4 (警告)

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

システムの処置: FROMCOPY が指定されている場合、
処理は終了します。それ以外の場合は、処理は継続しま
す。ユーティリティーは、エラーのあったデータ・セッ
トと同じ START_RBA を持つ COPYTOCOPY ジョブ
指定と一致する、次に使用可能なイメージ・コピー・デ
ータ・セットを使用しようとします。そのようなデー
タ・セットが見つからない場合、このオブジェクトの処
理は終了します。

説明: DB2 は、RECOVER ユーティリティー・ステー
トメントに TOLASTCOPY キーワードまたは
TOLASTFULLCOPY キーワードが入っていると、この
メッセージを発行します。このメッセージには、オブジ
ェクトがリカバリーされた時点に関する情報が入ってい
ます。データ共用の環境では、識別されたログ・ポイン
トは LRSN です。それ以外では、識別されたログ・ポ
イントは RBA です。

| 重大度: 0 (通知)
第 18 章 DB2 メッセージ
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DSNU3330I
| システムの処置: RECOVER ユーティリティー・ステ
| ートメントは処理を継続します。

| いる、オプショナル・ユーティリティー機能 (JDB771K
| または JDB771M) のいずれかを入手し、インストール
| してください。

| DSNU3330I csect-name - The utility-name UTILITY IS
PART OF A SEPARATELY LICENSED
|
FEATURE WHICH WAS NOT FOUND
|
ON THIS SYSTEM.
|
|
|
|
|

説明: DB2 は、実行依頼された JCL で指定されたロ
ード・ライブラリーの連結に、指定されたユーティリテ
ィーを見つけられませんでした。指定されたユーティリ
ティーは、DB2 のオプショナル機能の一部です。

|

重大度:

|
|

システムの処置:
ん。

|
|
|
|

ユーザーの処置: 実行したいユーティリティーが入って
いる、オプショナル・ユーティリティー機能 (JDB771K
または JDB771M) のいずれかを入手し、インストール
してください。

8 (エラー)
ユーティリティー処理が開始されませ

| DSNU3331I csect-name - THERE ARE n DAYS
REMAINING IN THE TRIAL PERIOD
|
FOR THE utility-name UTILITY
|
| 説明: 指定されたユーティリティーは、DB2 のオプシ
| ョナル機能の一部であり、90 日間の試用期間中、アク
| ティブになっています。このメッセージは、試用期間の
| 残された日数を示します。
| 重大度: 0 (通知)
| システムの処置: ユーティリティーの処理は継続されま
| す。
|
|
|
|
|

ユーザーの処置: 試用期間後もユーティリティーの実行
を継続するには、ユーティリティーが入っている、オプ
ショナル・ユーティリティー機能 (JDB771K または
JDB771M) のいずれかを入手し、インストールしてくだ
さい。

| DSNU3332I csect-name - THE EVALUATION
PERIOD FOR THE utility-name UTILITY
|
HAS EXPIRED
|
| 説明: 指定されたユーティリティーは、DB2 のオプシ
| ョナル機能の一部であり、90 日間の試用期間中、アク
| ティブになっています。 試用期間の有効期限が切れま
| した。
| 重大度: 8 (エラー)
| システムの処置: ユーティリティー処理が開始されませ
| ん。
| ユーザーの処置: 実行したいユーティリティーが入って
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DSNV029E

LOAD MODULE module-name DOES
NOT HAVE AMODE(31) ATTRIBUTE

DSNV086E

DB2 ABNORMAL TERMINATION
REASON=xxxxxxxx

説明: DB2 の始動時に、エージェント・サービスが、
制御アドレス・スペースとリソース・マネージャー・ア
ドレス・スペースのためのタスク構造を設定します。
作成されるサブタスクごとに、
DSNVEUS3、DSNVEUS4、および DSNVRCT の 3 つ
のロード・モジュールがロードされ、制御プログラムと
して接続されます。 3 つのロード・モジュールはすべ
て、 AMODE(31) と RMODE(ANY) の属性でリンク・
エディットされていなければなりません。 ロード時点
で、これらのモジュールのうちの少なくとも 1 つが、
31 ビット・アドレッシング属性をもっていませんでし
た。 エラー・メッセージの 'module-name' は、無効な
アドレッシング・モードをもつ最初のロード・モジュー
ルの別名です。

説明: 訂正不能なエラーが発生したために、DB2 サブ
システムが異常終了しようとしています。 このメッセ
ージは、DB2 の異常終了時に出されるもので、オペレ
ーター・コンソールから自動的に削除されることはあり
ません。 'REASON' は、サブシステム終了理由コード
です。 DB2 異常終了が複数回呼び出された場合、この
メッセージに示されるサブシステム終了理由コードは、
最初の呼び出しに関連する理由コードです。 詳しく
は、 859 ページの『第 4 部 DB2 コード』 の該当する
理由コードの項を参照してください。

システムの処置:

システム・プログラマーの応答: このメッセージに伴っ
て、1 つまたは複数のダンプがとられます。 DB2 が完
全に終了したあとで、SYS1.LOGREC のコピーをとって
ください。また SVC ダンプのコピーもとってくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
and Reference」の第 2 部を参照してください。

DB2 の始動は終了します。

システム・プログラマーの応答: これらのモジュールに
対するインストール活動および保守活動が、すべて
SMP を用いて実行されたものであること、SMP の
JCLIN に、適切な AMODE および RMODE 制御ステ
ートメントが含まれていること、および MVS 用のデー
タ機能プロダクト (DFP) から提供されるリンケージ・
エディターが、リンク・エディットのために SMP によ
って呼び出されたことを確認してください。 エラーの
原因となった手順または JCL を訂正して、必要な SMP
ジョブを実行し直してください。
オペレーターの応答:
通知してください。

システムの処置: 異常終了処理が続行されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5
DSNV400I

システム・プログラマーに障害を

問題判別: SYS1.DUMP データ・セットに対して、DB2
ダンプが要求されました。
ロード・モジュールの名前および別名は、次のとおりで
す。
ロード・モジュー

別名

DSNVEUS3

DSNVEU3I

DSNVEUS4

DSNVEU4I

DSNVRCT

DSNVRCTI

MVS の保守援助機能 AMBLIST により、LISTLOAD
機能出力の要約セクションに、リンケージ・エディタ
ー・モジュールの属性が示されます。

ARCHIVE LOG WITH MODE(QUIESCE)
CURRENTLY ACTIVE

説明: -ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE) コマンドが
現在、アクティブになっています。 このメッセージ
は、-DISPLAY THREAD コマンドの報告書の一部とし
て、 DSNV401I メッセージに続いて出ます。
システムの処置: これは通知のみのメッセージです。
このメッセージは、-ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE)
コマンドが完了していないので、 DB2 リソースに対す
る更新が一時的に延期されていることを示しています。
この結果、アクティブなスレッドが延期されて、静止期
間が終了するのを待機している可能性があります。それ
以外の点では、DB2 処理は正常に続行されます。
DSNV401I

DISPLAY THREAD REPORT
FOLLOWS -

説明: DISPLAY THREAD コマンド報告書出力の表題
として、このメッセージが常に生成されます。 この表
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DSNV402I
セスを使用するスレッドの場合、この変数
は、定数 SERVER を表示します。
v スレッドの状況が PT である場合、親タスク
のスレッドが同じ DB2 で実行されている場
合は、結合名はブランクになります。 これ
は、これらの並行タスクが上記の元のタスク
に関連していることを示すのに役立ちます。
並列タスクを親タスクと異なる DB2 上で実
行している場合は、接続名が示され、項目の
次に DSNV443I が示されます。

題は、このコマンドで生成される他のメッセージに先立
って表示されます。
システムの処置:
DSNV402I

処理は正常に続行されます。

ACTIVE THREADS-

説明: このメッセージは、アクティブなスレッドのリス
トの前に出されます。
-DISPLAY THREAD TYPE(ACTIVE) コマンドで、アク
ティブなスレッドについての状況報告が、要求されたと
き、DSNV402I から DSNV405I までの一連のメッセー
ジは定様式報告書で示されます。
LOCATION、LUWID、または DETAIL などのキーワー
ドを使用して -DISPLAY THREAD TYPE(ACTIVE) を
出すと、DSNV444I から DSNV448I までの一連のメッ
セージを、定様式の報告書に分散活動を追加して表示さ
せることができます。

スレッドの状況が D である場合、この接続名
は、接続アドレス・スペースの接続名または
DB2 サブシステム名のいずれかになります。
status

1 文字または 2 文字の接続状況コードで、以
下のいずれかの値です。
D

関連する接続タスクが終了した結果、
このスレッドが終了されている途中で
す。 このスレッドが、アドレス・ス
ペースの最後の (または唯一の) DB2
スレッドである場合、関連する接続タ
スクは待ち状態に置かれます。

DA

データベース・アクセス・スレッド・
スロットは、リモートとは接続されて
いません。タイプ 2 非アクティブ・
スレッドに割り当てることができる状
態です。

DI

スレッドは実行単位から切り離されま
す。 DB2 スレッドに関連する TCB
はありません。 この状態は
’connection name’=RRSAF 場合にのみ
有効です。

N

スレッドは、IDENTIFY または
SIGNON 状況になっています。

PT

並列タスク・スレッドが確立されまし
た (プランが割り振られました)。

QD

関連する接続タスクが終了した結果、
このスレッドは終了のためにキューに
入れられます。このスレッドが、アド
レス・スペースの最後の (または唯一
の) DB2 スレッドである場合、関連す
る接続タスクは待ち状態に置かれま
す。

QT

CREATE THREAD 要求がキューに入
れられました。関連する接続タスク
は、待ち状態になっています。

R2

この分散スレッドは、別のロケーショ
ンからの要求を処理するために、リモ
ート・アクセスを実行中です。 この

システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNV403I

NAME ST A REQ
ID AUTHID PLAN ASID

TOKEN

説明: このメッセージは、-DISPLAY THREAD
TYPE(ACTIVE) または -DISPLAY THREAD
TYPE(INACTIVE) コマンドが生成するスレッドのリス
トの列見出しです。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
システムの処置:
DSNV404I

処理は正常に続行されます。

name status act-ind req-ct corr-id auth-id
pname asid token

説明: このメッセージは、アクティブ・スレッドまたは
非アクティブ・スレッドについての状況情報を示してい
ます。このメッセージは、-DISPLAY THREAD コマン
ドの応答の一部として出されます。 表示される情報
は、次のとおりです。
name
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スレッドを確立するために使用した接続名を示
す 1〜8 文字の変数。 分散データベース・ア
クセス・スレッドの場合、このフィールドには
以下の情報が入れられます。
v システム指示アクセスを使用するスレッド、
および DB2 第 3 版またはそれ以降のリク
エスターからのアプリケーション指示アクセ
スを使用するスレッドの場合、この変数は、
要求ロケーションのスレッドの接続名を表示
します。
v DB2 以外のリクエスターまたは DB2 2.3 リ
クエスターからのアプリケーション指示アク
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DSNV404I
ジェント (DBAA) は、他の DBAA が
割り振り解除されるか非アクティブに
なって、スロットが使用可能になるま
で、キューに入れられます。スロット
が使用可能になると、DBAA は再開さ
れ、DBAA はキュー内で次の順番にな
ります。 別の方法としては、MAX
REMOTE ACTIVE 値を増やすことも
考えられます。

スレッドは、現在タイプ 2 非アクテ
ィブ・スレッドで、エージェントが処
理可能になるのを待機しています。
RA

この分散スレッドは、別のロケーショ
ンからの要求を処理するために、リモ
ート・アクセスを実行中です。

RK

この分散スレッドは、別のロケーショ
ンからの要求を処理するために、リモ
ート・アクセスを実行中です。 この
スレッドは、Kerberos サービスを呼び
出した操作を実行しています。この状
況は、Kerberos サービスが DB2 に制
御を戻すまで示されます。

RN

この分散スレッドは、別のロケーショ
ンからの要求を処理するために、リモ
ート・アクセスを実行中です。 この
要求はまだ実際には他の (DB2) ロケ
ーションにあるデータにアクセスして
います。 DB2 はまずパートナー・ロ
ケーションと接続する必要があるた
め、スレッドはサスペンドされていま
した。

SP

スレッドがストアード・プロシージャ
ーで実行されています。 この状況は
ストアード・プロシージャーが終了す
るまで表示され、それから制御を
DB2 に返します。

SW

スレッドは、ストアード・プロシージ
ャーがスケジュールされるのを待機し
ています。 この状況は、ストアー
ド・プロシージャーが開始するまで表
示されます。

T

接続非分散スレッドが確立されていま
す (プランが割り振られています)。

TN

接続スレッドが確立され、別の DB2
ロケーションのデータにアクセスする
ために分散されていますが、最初に
DB2 をパートナー・ロケーションに
接続 (パートナーとの DB2 システム
会話を確立) しなければならないため
に、延期されました。

システム指示アクセスを使用して、別
の DB2 システムに初めて接触すると
きは、DB2 が、パートナー・ロケー
ションとの DB2 システム会話を確立
しなければなりません。 要求は、シ
ステム会話を確立する DB2(DDF) サ
ービス・タスクに提示されます。要求
が処理されるまで、スレッドが中断さ
れます。 スレッドが長期間にわたっ
てこの状況のままになっている場合
は、システム会話を確立する DB2 サ
ービス・タスクが、他の要求を処理中
である可能性があります。 DB2
DISPLAY LOCATION コマンド
(’DISPLAY LOCATION(*) DETAIL’)
を使用すると、この DB2 システム会
話 (SYSCON-O) サービス・タスクの
会話活動を表示できます。
RQ

この分散スレッドは、別のロケーショ
ンからの要求を処理するために、リモ
ート・アクセスを実行中です。 この
スレッドは、(DB2 始動パラメーター
(通常は DSNZPARM) 内の
DSN6SYSP マクロの MAX REMOTE
ACTIVE 値で指定) アクティブなデー
タベース・アクセス・スレッドの最大
数に達したために、延期されていま
す。 データベース・アクセス・エー

システム指示アクセスを使用して、別
の DB2 システムに初めて接触すると
きは、DB2 が、パートナー・ロケー
ションとの DB2 システム会話を確立
しなければなりません。 要求は、シ
ステム会話を確立する DB2(DDF) サ
ービス・タスクに提示されます。要求
が処理されるまで、スレッドが中断さ
れます。 スレッドが長期間にわたっ
てこの状況のままになっている場合
は、システム会話を確立する DB2 サ
ービス・タスクが、他の要求を処理中
である可能性があります。 DB2
DISPLAY LOCATION コマンド
(’DISPLAY LOCATION(*) DETAIL’)
を使用すると、この DB2 システム会
話 (SYSCON-O) サービス・タスクの
会話活動を表示できます。
TR

接続スレッドが、別のロケーションの
データにアクセスするために分散され
ています。
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DSNV405I
act-ind

このスレッドが DB2 内でアクティブになって
いる場合は、1 つのアスタリスク、それ以外の
場合にはブランク。

req-ct

DB2 要求の数を示す循環カウンター。

corr-id

このスレッドに関連するリカバリーの '相関
ID' を表す 1〜12 文字の変数。

エスターからのアプリケーション指示アクセ
スを使用するスレッドの場合、この変数は、
要求ロケーションで実行されているプラン名
を表示します。
v 非 DB2 リクエスターまたは DB2 2.3 リク
エスターからのアプリケーション指示アクセ
スを使用するスレッドの場合、このフィール
ドは、定数 DISTSERV を表示します。

分散データベース・アクセス・スレッドの場
合、このフィールドには以下の情報が入れられ
ます。

接続時にプラン名を指定しなかった RRSAF 接
続スレッドの場合は、値 ?RRSAF が表示され
ます。 スレッドが確立されていない場合、こ
のフィールドはブランクになります。

v スレッドの作成中：
– ’028.DBAA nn’ (nn は、’01’〜’99’)。 こ
れは、DBAA が接続処理中である、つま
り、DBAA スレッドの確立、妥当性検
査、およびユーザー ID の検査を含む処
理を行っていることを示します。 実行さ
れる許可検査については DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 3 部 (第 1 巻)の
「DB2 サブシステムへのアクセスの制
御」を参照してください。
RACF 要求は、DB2 RACF サービス・タ
スクの 1 つに逐次化されるので、複数の
DBAA が並行して作成される場合は、妥
当性検査時間が増大する可能性がありま
す。
v スレッドの作成後:
– システム指示アクセスを使用するスレッ
ド、および DB2 リクエスターからのアプ
リケーション指示アクセスを使用するスレ
ッドの場合、この変数は、要求ロケーショ
ンのスレッドの相関 ID 名を表示しま
す。
– DB2 以外のリクエスターからのアプリケ
ーション指示アクセスを使用するスレッド
の場合、この変数は、SQL CONNECT の
一部として受け取った DDM EXCSAT コ
マンドの DDM 外部名 (EXTNAM) パラ
メーターの最初の 12 文字を表示します。
authorization ID
サインオンされた接続に関連する許可 ID。 サ
インオンされていない場合、このフィールドは
ブランクです。
pname

このスレッドに関連するプラン名を示す 1〜8
文字の変数。 分散データベース・アクセス・
スレッドの場合、このフィールドには以下の情
報が入れられます。
v システム指示アクセスを使用するスレッド、
および DB2 第 3 版またはそれ以降のリク
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このフィールドにシステム・プランを受け取っ
た場合は、メッセージ DSNT376I のシステ
ム・プランに関する情報を参照してください。
asid

# token
#
#

ホーム・アドレス・スペースの ASID を示す 1
〜4 文字の 16 進数。
スレッドに割り当てられたスレッド・トークン
を示す 1 〜 6 文字の数。スレッドの状況値が
’N’ である場合は、この値は 0 になります。

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
システム・プログラマーの応答: アクティブ・スレッド
の状況コードが QD または D である場合は、メッセー
ジ DSN3201I の情報を使用すると、起こる可能性のある
DB2 の問題を診断することができます。
DSNV405I

DISPLAY ACTIVE REPORT
COMPLETE

説明: このメッセージは、DSNV402I〜DSNV404I の一
連メッセージの後に出るもので、分散活動を示すために
LOCATION または DETAIL キーワード、またはその両
方を使用した場合に、DSNV444I 〜 DSNV448I の一連
のメッセージが追加されて出ます。 このメッセージ
は、-DISPLAY THREAD TYPE(ACTIVE) の報告が正常
に完了したことを示します。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNV406I

INDOUBT THREADS-

説明: このメッセージは、未確定スレッドのリストに先
行して出ます。
-DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) コマンドを使用
して、未確定スレッドの状況を要求したときには、
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DSNV407I
″port″ は 2 フェーズ・コミット再同期に
対する調整プログラムの TCP/IP ポート番
号です。
v スレッドが分散されている場合は、メッセー
ジ DSNV467I も表示されます。このメッセ
ージは、分散スレッドを示す作業論理単位
ID とローカル・トークンを示します。

DSNV406I から DSNV409I、 DSNV446I、 DSNV449I
から DSNV453I、 DSNV457I から DSNV464I、
DSNV466I、 DSNV467I の一連のメッセージで、定様式
報告書が示されます。
システムの処置:
DSNV407I

処理は正常に続行されます。

COORDINATOR STATUS RESET URID
AUTHID

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) コマンドで生成されるスレッドのリスト、
または DISPLAY THREAD TYPE(POSTPONED) または
DISPLAY THREAD TYPE(*) コマンドで生成される
Postponed Abort URs のリストの列見出しを表示しま
す。
このメッセージには、メッセージ番号およびサブシステ
ム認識文字は含まれていません。
システムの処置:
DSNV408I

処理は正常に続行されます。

coordinator status reset urid authid

説明: このメッセージは、未確定スレッドまたは
Postponed Abort UR の状況情報をリストします。
coordinator
2 フェーズ・コミット調整プログラムの名前。
v このスレッドが接続スレッドである場合は、
調整プログラム名は、IMS 接続名、CICS 接
続名、OS/390 RRS (RRSAF 接続機能 接続
スレッドの場合)、またはローカル DB2 のロ
ケーション名 (以上のいずれでもない場合)
のいずれかです。 調整プログラムが IMS
または CICS である場合は、DSNV449I が
表示されます。
v スレッドがデータベース・アクセス・スレッ
ドである場合、調整プログラム名は、以下の
4 つの形式のいずれかです。
– location:luname -- ″location″ は調整プログ
ラムのリレーショナル・データベース名
で、 ″luname″ は調整プログラムの SNA
LU 名です。
– location:port -- ″location″ は調整プログラ
ムのリレーショナル・データベース名で、
″port″ は 2 フェーズ・コミット再同期に
対する調整プログラムの TCP/IP ポート番
号です。
– <luname>:luname -- ″luname″ は調整プロ
グラムの SNA LU 名です。
– nnn.nnn.nnn.nnn:port -- ″nnn.nnn.nnn.nnn″
は調整プログラムの IP アドレスで、

status

スレッドの状況。
PN プロトコルを使用する参加プログラムが未
確定であると DB2 が判断しないかぎり、
ABORTED という状況は表示されません。 参
加プログラムの作業論理単位のスレッドの状況
が INDOUBT、COMMITTED-H、または
ABORTED-H で、調整プログラムが DB2 ロケ
ーションで、コールド・スタートしていない場
合、DISPLAY THREAD(INDOUBT) 報告書に
スレッドに関する情報が示されていなければ、
調整プログラム側が作業論理単位を打ち切る決
定をしたことを示しています。 他の場合には
すべて、スレッドに関する DSNV408I メッセ
ージが表示されます。
v INDOUBT: このスレッドは未確定であり、
未確定を解決する責任がすべて果たされるま
で、ずっと表示されます。 さらに詳しく明
細を示す行が次の報告書に示されます。
– DSNV450I および DSNV446I: 未確定の可
能性のあるダウンストリーム参加プログラ
ムの名前。
– DSNV452I または DSNV453I: ダウンスト
リーム参加プログラムで、ヒューリスティ
ック・アクションがとられました。 DB2
が調整プログラムとの未確定状況を解決す
るまで、DSNV452I または DSNV453I は
引き続き表示されます。 調整プログラム
の決定が、パートナーのヒューリスティッ
ク判定と同じである場合は、明細行は表示
されなくなります。 調整プログラムの状
況が COMMITTED で、参加プログラム
のヒューリスティック判定が ABORTED
である場合は、RESET INDOUBT コマン
ドで削除されないかぎり、メッセージは引
き続き表示の中に現れます。 関連するす
べてのロケーションのデータベース管理者
は、ヒューリスティック・ダメージが起こ
ったこと、ならびにそのロケーションを知
っていなければなりません。
– DSNV466I: データベース・アクセス・ス
レッド参加プログラムの場合は、スレッド
が未確定となっていた経過時間。
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v COMMITTED: このスレッドは、コミットさ
れています。 この状況が表示されるのは、
DB2 が調整プログラムであって、未確定の
可能性のあるダウンストリーム参加プログラ
ムをもっている場合です。ダウンストリーム
参加プログラムが未確定解決をすべて完了す
るまで、このスレッドは表示され続けます。
DSNV450I と DSNV446I の明細行に、解決
が保留されているダウンストリーム参加プロ
グラムがリストされます。 このスレッドに
関して保持されているデータベース・ロック
は、解除されています。
参加プログラムがヒューリスティック判定に
よって未確定スレッドを解決したとき、その
決定が ABORT (ロールバック) であった場
合は、明細行 DSNV453I が表示されます。
この明細行には、参加プログラムの名前およ
びそのシステムが行ったヒューリスティック
判定が含まれています。 調整プログラムが
コミットを行い、参加プログラムが打ち切り
を行ったので、これは、ヒューリスティッ
ク・ダメージを表します。 RESET
INDOUBT コマンドで削除されないかぎり、
この行は引き続き表示の中に現れます。 関
連するすべてのロケーションのデータベース
管理者は、ヒューリスティック・ダメージが
起こったこと、ならびにそのロケーションを
知っていなければなりません。
v COMMITTED-H: 未確定スレッドは、
RECOVER INDOUBT コマンドを使用して、
ヒューリスティックな手法で解決されまし
た。 調整プログラムにヒューリスティック
判定が通知され、すべてのダウンストリーム
参加プログラム (ある場合) が未確定を解
決、完了するまで、このスレッドは引き続き
表示されます。 DSNV450I と DSNV446I の
明細行に、解決が保留されているダウンスト
リーム参加プログラムがリストされます。
さらに詳しく明細を示す行が次の報告書に示
されます。
– 調整プログラムとの解決が完了していない
場合は、DSNV451I が表示されます。す
べてのデータベース・ロックは解放されて
います。
– 調整プログラムとの解決が完了し、調整プ
ログラムが作業論理単位を打ち切った後で
ヒューリスティック・ダメージが検出され
た場合は、DSNV461I が表示されます。
RESET INDOUBT コマンドで削除されな
いかぎり、この行は引き続き表示の中に現
れます。
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v ABORTED-H: 未確定スレッドは、RECOVER
INDOUBT コマンドにより、ヒューリスティ
ックな手法によって解決されています。 調
整プログラムにヒューリスティック判定が通
知されるまで、このスレッドは引き続き表示
の中に現れます。 さらに詳しく明細を示す
行が次の報告書に示されます。
– 調整プログラムとの解決がまだ完了してい
ない場合は、 DSNV451I が表示されま
す。すべてのデータベース・ロックは解放
されています。
– 調整プログラムとの解決が完了し、調整プ
ログラムが作業論理単位をコミットした後
でヒューリスティック・ダメージが検出さ
れた場合は、DSNV461I が表示されま
す。 RESET INDOUBT コマンドで削除
されないかぎり、この行は引き続き表示の
中に現れます。
v ABORTED: これは調整プログラムの状況で
あり、DB2 には、未確定の可能性のある PN
プロトコルを使用する、1 つまたは複数のダ
ウンストリーム参加プログラムがあります。
ダウンストリーム PN 参加プログラムが、
未確定解決をすべて完了するまで、このスレ
ッドは表示されます。 DSNV450I と
DSNV446I の明細行に、解決が保留されてい
るダウンストリーム参加プログラムがリスト
されます。 このスレッドに関して保持され
ているデータベース・ロックは、解除されて
います。
参加プログラムがヒューリスティック判定に
よって未確定スレッドを解決したとき、その
決定が COMMIT であった場合は、明細行
DSNV452I が表示されます。この明細行に
は、参加プログラムの名前およびそのシステ
ムが行ったヒューリスティック判定が含まれ
ています。 調整プログラムが打ち切りを行
い、参加プログラムがコミットを行ったの
で、これは、ヒューリスティック・ダメージ
を表します。 RESET INDOUBT コマンドで
削除されないかぎり、この行は引き続き表示
の中に現れます。 関連するすべてのロケー
ションのデータベース管理者は、ヒューリス
ティック・ダメージが起こったこと、ならび
にそのロケーションを知っていなければなり
ません。
v ABORT-P: この行は Postponed Abort UR を
示します。 (たとえば、 -RECOVER
POSTPONED コマンドなどで) 打ち切り処理
が完了するまで、この UR が保留作業をバ
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ックアウトしたオブジェクトはアクセス不能
(再始動保留) になります。
v ABORT-PSTRT: この行は Postponed Abort
UR を表示します。これは、現在
-RECOVER POSTPONED の処理または自動
DB2 バックアウト処理 (システム・パラメー
ターを LBACKOUT = AUTO と指定して再
始動を要求) が進行中のものです。
未確定スレッド報告書の中に示される可能性の
ある追加の明細行には、以下のものがありま
す。
v コールド・スタート：調整プログラムをコー
ルド・スタートすると、未確定の参加プログ
ラムは自動解決できなくなります。 DB2 参
加プログラムでは、調整プログラムのコール
ド・スタートを示し、ヒューリスティックな
手法による解決を要求するメッセージ
DSNV463I が表示の中に示されます。 調整
プログラムがコールド・スタートした場合
は、メッセージ DSNV458I が表示に組み込
まれます。 このメッセージに入っている情
報を使用すると、スレッドを識別することが
できます。 この情報は、調整プログラムか
ら提供されます。 DB2 調整プログラムは、
DB2 調整プログラム側でスレッドを確立す
るために使用する接続名、およびその接続が
使用する相関 ID を提供します。
参加プログラムがコールド・スタートする
と、調整プログラムはその未確定解決の責任
を果たすことができなくなります。 DB2 調
整プログラムは、参加プログラムのコール
ド・スタートを示すメッセージ DSNV462I
を表示します。その他の未確定参加プログラ
ム (ある場合) を解決した後でも、このスレ
ッドは引き続き報告書に表示されます。 こ
のスレッドを報告書から除去するには、
RESET INDOUBT コマンドを使用する必要
があります。 その理由は、コールド・スタ
ートしている参加プログラムが、現在未確定
であるダウンストリーム参加プログラムを調
整している可能性があるためです。 これら
の参加プログラムのデータベース管理者は、
正しいヒューリスティック判定を行えるよう
に、調整プログラム側でのスレッドの状況を
知っておく必要があるかもしれません。
v プロトコル・エラー : 同期点処理中および
未確定解決処理中に、通信プロトコル・エラ
ーが発生した可能性があります。 このよう
なプロトコル・エラーは永続的なので、未確
定解決処理は自動的に完了されません。

未確定表示スレッド報告書では、このような
プロトコル・エラーは次のように示されま
す。
– 参加プログラムによる同期点プロトコル・
エラーを検出した DB2 調整プログラム
は、参加プログラムが未確定である可能性
があると判断するので、決定がコミットで
ある場合は、このスレッドを未確定スレッ
ド表示に追加します。メッセージ
DSNV460I が表示に含められ、プロトコ
ル・エラーが起こったこと、および参加プ
ログラムでヒューリスティック・アクショ
ンをとる必要があるかもしれないことが示
されます。 項目が RESET INDOUBT コ
マンドで除去されないかぎり、このスレッ
ドは引き続き報告書の中に表示されます。
参加プログラムが実際に未確定である場合
は、参加プログラムのデータベース管理者
は、正しいヒューリスティック判定を行え
るように、このスレッドの状況を知ってお
かなければなりません。
– 調整プログラムの同期点プロトコル・エラ
ーを検出した DB2 参加プログラムは、参
加プログラムが未確定であるときは、この
スレッドを未確定スレッド表示に追加しま
す。メッセージ DSNV459I が表示に含め
られ、プロトコル・エラーが起こったこと
が示され、ヒューリスティックな手法によ
る解決が要求されます。 RECOVER
INDOUBT コマンドでこのスレッドが解決
されるまで、このスレッドは引き続き報告
書に含められます。参加プログラムの
DBA は、調整プログラムに連絡をとり、
このスレッドの状況を判別する必要がある
かもしれません。
– DB2 調整プログラムが、参加プログラム
による未確定解決プロトコル・エラーを検
出した場合は、メッセージ DSNV457I が
未確定報告書に含められ、エラーが起こっ
たことが示され、参加プログラムでのヒュ
ーリスティック・アクションが要求されま
す。 項目が RESET INDOUBT コマンド
で除去されないかぎり、このスレッドは引
き続き報告書の中に表示されます。 参加
プログラムのデータベース管理者は、正し
いヒューリスティック判定を行えるよう
に、このスレッドの状況を知っておかなけ
ればなりません。
– DB2 参加プログラムが、調整プログラム
による未確定解決プロトコル・エラーを検
出した場合に、スレッド状況が INDOUBT
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であれば、メッセージ DSNV464I が未確
定報告書に含められて、エラーが起こった
ことが示され、ヒューリスティック・アク
ションが要求されます。 RECOVER
INDOUBT コマンドでこのスレッドが解決
されるまで、このスレッドは引き続き報告
書に含められます。
reset

RESET INDOUBT コマンドを使用して、この
スレッドを未確定表示から除去する必要がある
場合は、この列に YES が入ります。

urid

DB2 リカバリー・ログの RBA。 この点は、
このスレッドのリカバリー・ログの始まりを示
します。

DSNV412I

説明: 'csect-name' はこのメッセージを出したコマン
ド・プログラムの CSECT 名です。 'NAME' は、コマ
ンドに指定した接続名です。
指定したコマンドが、'connection name' に関連する未確
定スレッドを見つけることができませんでした。 この
メッセージは、スレッドが見つからなかった 'connection
name' ごとに、 1 回生成されます。
システムの処置:
DSNV413I

authid このスレッドに関連する 1 次許可 ID。
システムの処置: 処理は続行されます。
DSNV409I

DISPLAY INDOUBT REPORT
COMPLETE

説明: このメッセージは、メッセージ DSNV406I 〜
DSNV408I の後に出て、 -DISPLAY THREAD
TYPE(INDOUBT) 報告書が正常に生成されたことを示し
ます。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNV410I

NO CONNECTION FOUND FOR
NAME=connection-name

csect-name NO INDOUBT THREADS
FOUND FOR NAME=connection name

コマンドの処理は続行されます。

csect-name verbname pkwname
TERMINATED, DEFAULT
UNAVAILABLE

説明: このメッセージは、コマンド ’verbname’ が異常
終了したことを示します。そのコマンドは MVS コンソ
ールから入力されましたが、必須パラメーターがコマン
ドに指定されていなかったためです。
csect-name
このメッセージを出したコマンド・プログラム
CSECT の名前。
verbname
リクエスターが入力したコマンド動詞。 どの
ようなエラーかは、入力されたコマンドによっ
て異なります。
v DISPLAY THREAD ’connection-name’、LOCATION、LUWID の
いずれも指定されていない。
v RECOVER INDOUBT - ’connection-name’ も
LUWID も指定されていない。

説明: -DISPLAY THREAD TYPE(ACTIVE) または
TYPE(INACTIVE) コマンドが 'connection-name' に関連
する接続を見つけることができませんでした。 このメ
ッセージは、要求された接続名のうち、見つからなかっ
た接続名ごとに 1 回生成されます。

pkwname
リクエスターが入力したコマンドの 1 次キー
ワード。

システムの処置: コマンドの処理は続行されます。

システムの処置: コマンドの処理は終了します。

DSNV411I

オペレーターの応答: 必須パラメーターの 1 つを指定
して、コマンドを入力し直してください。

NO THREADS FOUND FOR
NAME=connection-name

説明: -DISPLAY THREAD TYPE(ACTIVE) または
TYPE(INACTIVE) が 'connection-name' に関連するスレ
ッドを見つけることができませんでした。 このメッセ
ージは、スレッドを検出できなかった接続名ごとに、 1
回生成されます。
システムの処置: コマンドの処理は続行されます。
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THREAD xxx COMMIT SCHEDULED

説明: このメッセージの 'xxx' は、未確定スレッドを識
別するために -RECOVER INDOUBT コマンドで指定さ
れた、次のいずれかのリカバリー ID です。
ID=
コマンドに指定したリカバリー相関 ID。
NID=
コマンドに指定したリカバリー・ネットワーク
ID。
LUWID =
luwid=token は、コマンドに指定したスレッド
を示す luwid とトークンを表します。
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システムの処置: -RECOVER INDOUBT コマンドに指
定したスレッドに、 COMMIT リカバリー処置がスケジ
ュールされます。

オペレーターの応答: コマンドを入力し直す前に、その
スレッドがまだ未確定状態かどうかを確かめてくださ
い。

DSNV415I

DSNV418I

THREAD xxx ABORT SCHEDULED

説明: このメッセージの 'xxx' は、未確定スレッドを識
別するために -RECOVER INDOUBT コマンドで指定さ
れた、次のいずれかのリカバリー ID です。
ID=
コマンドに指定したリカバリー相関 ID。
NID=
コマンドに指定したリカバリー・ネットワーク
ID。
LUWID =
luwid=token は、コマンドに指定したスレッド
を示す luwid およびトークンを表します。
-RECOVER INDOUBT コマンドで指定されたスレッド
には、ABORT リカバリー処置がスケジュールされま
す。
システムの処置:
DSNV416I

コマンドの処理は続行されます。

THREAD NID=net-node.number IS
INVALID

説明: このメッセージの 'net-node' は、コマンドで指定
されたリカバリー 'network-id' です。
指定されたネットワーク ID の入力形式が無効であるこ
とを、 -RECOVER INDOUBT コマンド
(NID=net-node.number) が判別しました。
システムの処置:

コマンドの処理は続行されます。

オペレーターの応答: コマンドを入力し直す前に、入力
されたネットワーク ID が -RECOVER INDOUBT コマ
ンドに指定したとおりの正しい形式のものであることを
確かめてください。
DSNV417I

THREAD xxx NOT FOUND

説明: このメッセージの 'xxx' は、未確定スレッドを識
別するために -RECOVER INDOUBT コマンドで指定さ
れた、次のいずれかのリカバリー ID です。
ID=
コマンドに指定したリカバリー相関 ID。
NID=
コマンドに指定したリカバリー・ネットワーク
ID。
LUWID =
コマンドに指定した luwid またはトークン。
-RECOVER INDOUBT コマンドは、リカバリーをスケ
ジュールすべき指定のスレッドを、突き止めることがで
きません。 スレッド ID が無効であるか、またはその
スレッドが未確定状態ではなくなっています。
システムの処置:

コマンドの処理は続行されます。

RECOVER INDOUBT REJECTED FOR
ID= correlation-id

説明: このメッセージの 'ID=' は、コマンドで指定され
たリカバリー 'correlation-id' を表しています。
-RECOVER INDOUBT コマンドは、2 つ以上の
'network-id' が指定された 'correlation-id' と関連している
と判別しました。 この 'correlation-id' に関連する未確定
スレッドに対しては、リカバリー処置はとられません。
システムの処置: コマンドの処理は続行されます。
オペレーターの応答: 解決するために、特定の未確定ス
レッドを示して、スケジュールするには、このスレッド
に関連する 'network-id' を指定しなければなりません。
DSNV419I

NO CONNECTIONS FOUND

説明: -DISPLAY THREAD コマンドから、システム内
にアクティブ接続または非アクティブ接続が 1 つもな
いことがわかりました。 コマンドが、システム内の
(TYPE=*)、アクティブ (TYPE=ACTIVE)、または非アク
ティブ (TYPE=INACTIVE) の接続に関するスレッド情
報のすべてを要求しましたが、現在アクティブまたは非
アクティブな接続が 1 つもない場合に、このメッセー
ジが出ます。
システムの処置: コマンドの処理は続行されます。
DSNV420I

NO INDOUBT THREADS FOUND

説明: -DISPLAY THREAD コマンドが出されました
が、システム内に未確定スレッドが見つかりません。こ
のメッセージは、システム内で現在未確定状態
(TYPE=INDOUBT) になっているすべての (*) スレッド
に関する情報が、コマンドで要求されたにもかかわら
ず、この状態のスレッドが現在は存在していないという
場合に出ます。
システムの処置: コマンドの処理は続行されます。
DSNV421I

DISPLAY TERMINATED WITH MAX
LINES

説明: このメッセージは、-DISPLAY THREAD
TYPE(ACTIVE) または DISPLAY THREAD
TYPE(INACTIVE) 報告書が、途中で切り捨てられたこ
とを示しています。 この報告書は、MVS コンソールか
らのコマンドに応答して生成されたもので、生成された
応答メッセージが、254 を超えていました。 254 の応
答メッセージだけが戻されます。
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DSNV422I
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
システムの処置: 切り捨てられた報告書が、MVS コン
ソールに書き出されます。
オペレーターの応答: 表示をさらに制限するために、特
定の接続名、ロケーション、luwid、またはその組み合わ
せのうちの適切なものを指定して、-DISPLAY THREAD
要求を出し直してください。
DSNV422I

DISPLAY INDOUBT TERMINATED
WITH MAX LINES

説明: このメッセージは、-DISPLAY THREAD
TYPE(INDOUBT) 報告書が、途中から切り捨てられたこ
とを示しています。この報告書は、MVS コンソールか
らのコマンドに応答して生成されたもので、生成された
応答メッセージが、254 を超えていました。 254 の応
答メッセージだけが戻されます。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
システムの処置: 切り捨てられた報告書が、MVS コン
ソールに書き出されます。
オペレーターの応答: 特定の接続名を指定し
て、-DISPLAY THREAD 要求を出し直してください。
DSNV423I

DISPLAY THREAD MESSAGE POOL
SIZE EXCEEDED

説明: -DISPLAY THREAD の応答を表示するために生
成する仮想記憶域の所要量が、メッセージ・バッファ
ー・プールの最大サイズを超えています。
システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 表示をさらに制限するために、
TYPE(INDOUBT)、TYPE(ACTIVE)、または
TYPE(INACTIVE) のいずれかを指定し、さらに接続
名、ロケーション、luwid、またはその組み合わせのうち
の適切なものを指定して、-DISPLAY THREAD 要求を
出し直してください。
オペレーターの応答:
ださい。
DSNV424I

「ユーザーの応答」を参照してく

INACTIVE THREADS-

説明: このメッセージは、非アクティブ・スレッドのリ
ストに先行して出ます。
-DISPLAY THREAD TYPE(INACTIVE) を使用して、非
アクティブ・スレッドの状況を要求すると、 DSNV402I
から DSNV405I までの一連のメッセージで、定様式報
告書が表示されます。
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アイドル分散スレッドを示すために、-DISPLAY
THREAD TYPE(INACTIVE) で LOCATION、
LUWID、または DETAIL キーワードが使用された場合
には、DSNV444I から DSNV448I までの一連のメッセ
ージによって、定様式報告書が補完されます。
システムの処置:
DSNV425I

処理は正常に続行されます。

DISPLAY INACTIVE REPORT
COMPLETE

説明: このメッセージは、メッセージ DSNV424I、
DSNV403I、および DSNV404I の後に出され、アイドル
分散スレッドを示すために LOCATION または DETAIL
キーワード、あるいはその両方を使用したときは、
DSNV444I から DSNV448I までの一連のメッセージが
これに加わります。 このメッセージは、-DISPLAY
THREAD TYPE(INACTIVE) 報告書が正常に完了したこ
とを示しています。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNV426I

csect-name THREAD token HAS BEEN
CANCELED

説明: このメッセージは、CANCEL THREAD コマン
ドへの応答として出ます。 スレッドは、終了がスケジ
ュールされています。
システムの処置: 指定されたスレッドは、終了がスケジ
ュールされています。 スレッドの終了は、処理が DB2
内で行われていなければ起きません。
DSNV427I

csect-name INVALID THREAD token
SPECIFIED

説明: このメッセージは、CANCEL THREAD コマン
ドへの応答として出ます。 指定された 'token' をもつス
レッドは見つかりませんでした。
システムの処置: 指定されたスレッドは取り消されませ
ん。
ユーザーの処置: 取り消すスレッドの正しい 'token' を
判別して、コマンドを出し直してください。 すべての
スレッド活動を表示するには -DISPLAY THREAD コマ
ンドを使用します。
DSNV428I

csect-name THREAD token WAS
PREVIOUSLY CANCELED

説明: 指定されたトークンを持つスレッドは、CANCEL
THREAD または CANCEL DDF THREAD コマンドに
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DSNV429I
よって取り消されたか、あるいはすでに終了処理に入っ
ています。
CANCEL コマンドは、スレッドが DB2 内で処理中か
または現在 DB2 が延期している場合のみ、スレッドを
終了させます。 スレッドは、以下の状態の場合は、
DB2 内で処理しない可能性があります。
v スレッドがアプリケーション内で処理中で、DB2 に
対し要求を出していないとき。 (DISPLAY THREAD
コマンドがこれを指示する。)
v ENQUE コマンドを使用して、スレッドを MVS リソ
ースに置いたとき。 ENQUE コマンドが終了してス
レッドが DB2 へ戻るまで、CANCEL コマンドはス
レッドに対して効力をもちません。
v スレッドが VTAM 内で処理中で、パートナーからの
応答を待っているとき。 (DISPLAY THREAD
DETAIL コマンドがこれを指示します。) スレッド
は、VTAM が DB2 へ戻るまで、終了しません。
VTAM コマンドは、セッションまたは LU を終了さ
せますが、VTAM が DB2 へ戻るのにも使用できま
す。
DSNV429I

V429 CALLING PROCEDURE=proc,
LOAD MODULE=loadmod,
PROC=jclproc, ASID=asid,
WLM_ENV=wlmenv

説明: このメッセージは、スレッドがストアード・プロ
シージャーを実行中に、 DISPLAY THREAD コマンド
の出力に現れます。
proc

SQL アプリケーションが実行しているストア
ード・プロシージャーの名前。

loadmod
ストアード・プロシージャーに関連する MVS
ロード・モジュール。ロード・モジュール名が
決まるまで、このフィールドはブランクです。
jclproc

asid

ストアード・プロシージャーが実行されている
アドレス・スペースを始動するのに使用する
JCL PROC の名前。 特定のアドレス・スペー
スにストアード・プロシージャーが割り当てら
れるまで、このフィールドはブランクです。
ストアード・プロシージャーが実行されている
アドレス・スペースの MVS ASID。特定のア
ドレス・スペースにストアード・プロシージャ
ーが割り当てられるまで、このフィールドは
0000 です。

wlmenv ストアード・プロシージャーが実行されている
WLM アプリケーション環境の名前。 これ
が、DB2 で設定されたストアード・プロシー

ジャーのアドレス・スペースで実行されている
場合は、このフィールドはブランクです。
システムの処置: DISPLAY THREAD コマンド処理は
続行されます。
DSNV431I

POSTPONED ABORT THREADS

説明: このメッセージは、延期打ち切り UR のリスト
に先行して出ます。
DSNV431I、 DSNV407I、 DSNV408I、 DSNV432I の一
連のメッセージは、 -DISPLAY THREAD
TYPE(POSTPONED) コマンドに対して、定様式報告書
を表示します。 この一連のメッセージは、 -DISPLAY
THREAD TYPE(*) に対する定様式報告書のセクション
も示します。
DSNV432I

DISPLAY POSTPONED ABORT
REPORT COMPLETE

説明: このメッセージは、DSNV431I と DSNV408I の
後に続き、 -DISPLAY THREAD TYPE(POSTPONED)
レポートが正常終了したこと、または、延期打ち切り
UR の -DISPLAY THREAD TYPE(*) レポートのセクシ
ョンが正常終了したことを示します。
システムの処置:
DSNV433I

処理は正常に続行されます。

NO POSTPONED ABORT THREADS
FOUND FOR NAME = connection name

説明: -DISPLAY THREAD コマンドは、指定された接
続に延期打ち切り UR を検出しませんでした。システ
ムで現在未確定状態 (TYPE=INDOUBT) になっているす
べての (*) スレッドに関する情報を、コマンドが要求し
ましたが、この状態のスレッドが現在は存在していない
という場合に、このメッセージが生成されます。
システムの処置:
DSNV434I

コマンドの処理は続行されます。

csect-name NO POSTPONED ABORT
THREADS FOUND

説明: RECOVER POSTPONED コマンド、自動オンラ
イン・バックアウト処理 (システム・パラメーター
LBACKOUT=AUTO を指定して再始動すると呼び出され
る)、DISPLAY THREAD TYPE(POSTPONED) コマンド
の結果、このメッセージが出ます。 処理の対象となる
延期打ち切りスレッドは、検出されなかったことを示し
ます。 'csect-name' はこのメッセージを出したコマン
ド・プログラムの CSECT 名です。
システムの処置: コマンド (または自動解決処理) が正
常終了します。
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DSNV435I
DSNV435I

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 ただし、メッセージ・テキス
トに V436 が組み込まれ、このメッセージであることを
示します。

action OF POSTPONED ABORT URS
HAS BEEN SCHEDULED

説明: RECOVER POSTPONED コマンドと自動オンラ
イン・バックアウト処理 (システム・パラメーター
LBACKOUT=AUTO を指定して再始動すると呼び出され
る) の結果、このメッセージが出ます。 これは、延期さ
れた打ち切り UR が存在していて、そのバックアウト
が非同期で処理されることを示しています。

|
|

ACTION

|
|
|

RESOLUTION
延期されたリカバリー単位のバックアウト処理
が要求されたことを示します。

|
|
|
|
|

CANCELLATION
CANCEL オプションが RECOVER
POSTPONED コマンドで指定されたこと、なら
びにバックアウト処理がキャンセルされること
を示します。

システムの処置: コマンドの処理は続行されます。
DSNV437I

説明: このメッセージは、非詳細表示の指定があるとき
に、DISPLAY THREAD レポートの出力に表示されま
す。クライアント・システムが提供する情報が適切であ
る場合は、このメッセージが出て、このスレッドに関連
するエンド・ユーザーの確認に関する詳細情報を明らか
にします。

要求の説明

システムの処置:
常終了します。
DSNV436I

V437-WORKSTATION=wsname,
USERID=user-id, APPLICATION NAME
=appl-name

wsname
クライアント・エンド・ユーザーのワークステ
ーション名。
クライアント・システムが供給しない場合は、
このフィールドにアスタリスクが入ります。

コマンド (または自動解決処理) が正

user-id クライアント・エンド・ユーザーのユーザー
ID。

PGM=collection.package, SEC=section,
STMNT=statement

クライアント・システムが供給しない場合は、
このフィールドにアスタリスクが入ります。

説明: このメッセージは、詳細表示の指定があるとき
に、DISPLAY THREAD レポートの出力に表示されま
す。 DB2 が現在 SQL ステートメントを処理中である
場合は、このメッセージで、そのステートメントを含
み、実行中の SQL ステートメントを表示するプログラ
ムが確認されます。

appl-name
クライアント・エンド・ユーザーのアプリケー
ション名。
クライアント・システムが供給しない場合は、
このフィールドにアスタリスクが入ります。

collection
package に関連するコレクション ID。実行中
の SQL ステートメントが、計画の一部として
直接バインドされた DBRM に関連付けられ、
パッケージに関連付けられていない場合は、
collection は適用不能であり、アスタリスク (*)
で示されます。

statement
パッケージに関連する SQL ステートメント番
号または DBRM。
このメッセージ番号とサブシステム認識文字は、このメ
ッセージには含まれません。しかし、V437 が、メッセ
ージ・テキストに組み込まれていて、このメッセージで
あることを示します。

package
パッケージまたは DBRM メンバー。

システムの処置:

コマンドの処理は続行されます。

section
パッケージに関連する SQL ステートメント番
号または DBRM。
statement
パッケージに関連する SQL ステートメント番
号または DBRM。
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| DSNV439I
|
|
|
|
|
|

csect-name NOBACKOUT OPTION
INVALID FOR THREAD ’token’

説明: このメッセージは、NOBACKOUT オプションを
指定した CANCEL THREAD コマンドに応答して、出
されます。 NOBACKOUT オプションは、キャンセルさ
れたスレッドがグローバル・トランザクションの一部で
あるため、有効とは見なされません。
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DSNV443I
| システムの処置: 指定されたスレッドは取り消されませ
| ん。
DSNV443I

V443-PARALLELISM
COORDINATOR=member-name,
ORIGINATING TOKEN=token

説明: このメッセージは、サポートする DB2 で実行さ
れている並列タスク・スレッドごとに DSNV404I メッ
セージに続いて出されます。 このメッセージに DB2
メンバー名と親タスクのスレッド・トークンが示されま
す。
member-name
親タスク・スレッドが実行されているコーディ
ネート DB2 メンバー。
token

親タスク・スレッド・トークン。

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 ただし、メッセージ・テキス
トに V443 が組み込まれ、このメッセージであることを
示します。
システムの処置:
DSNV444I

コマンドの処理は続行されます。

V444-luwid=token ACCESSING DATA
AT.

説明: このメッセージは、非明細表示が指定されたとき
に、他のロケーションに分散されているスレッドごと
に、DSNV404I メッセージに続いて出ます。 このメッ
セージは、分散スレッド対する作業論理単位 ID (luw-id)
を示します。この ID の後には、等号 (=) とトークンが
続きます。これを任意の DB2 コマンドで luw-id の代
わりに使用すると、luw-id の 入力として受け入れられ
ます。 このメッセージの後には、この 'luw-id' に関連
するロケーションの名前を示す、メッセージ DSNV446I
が続きます。
luwid=token
スレッドを示すグローバル作業論理単位 ID と
ローカル・トークン。スレッドが未確定になっ
た場合、未確定のスレッドには新しいトークン
が割り当てられます。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V444 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。
システムの処置:

コマンドの処理は続行されます。

DSNV445I

V445-luwid=token ACCESSING DATA
FOR location

説明: このメッセージは、データベース・アクセス・ス
レッドの DSNV404I メッセージに続いて出され、デー
タベース・アクセス・スレッドに割り当てられた作業論
理単位 ID を示します。
luwid=token
スレッドを示すグローバル作業論理単位 ID と
ローカル・トークン。スレッドが未確定になっ
た場合、未確定のスレッドには新しいトークン
が割り当てられます。
location
要求側のシステムを示します。 location に指定
された値は以下のいずれかです。
v リクエスターのリレーショナル・データベー
ス名またはリクエスター (<luname>) の
VTAM LU 名、コロン (″:″) 区切り文字、お
よび SNA 接続に対するリクエスターの LU
名。
v TCP/IP 接続に対するリクエスター
(nnn.nnn.nnn.nnn) のドット 10 進 IP アドレ
ス。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V445 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。
システムの処置: コマンドの処理は続行されます。
DSNV446I

V446--location-i location-j ...

説明: このメッセージは、メッセージ DSNV444I また
はメッセージ DSNV450I の続きであり、 'location-i' の
リストを表示します。
location-i
データがアクセスされているまたはスレッドが
未確定になっている、リモート DBMS の名前
を識別します。
location-i ストリングには、次の 2 つまたは 3
つのトークンがコロン (″:″) で区切られて含ま
れています。
v 最初のトークンはパートナー・ロケーション
名です。
v 2 番目のトークンは、SNA 接続の場合はパ
ートナー LU 名、 TCP/IP 接続の場合はド
ット 10 進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn)
です。
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DSNV447I
v 3 番目のトークンはポート番号であり、 2
番目のトークンが IP アドレスである場合に
のみ表示されます。

関連する会話についての明細情報をリストします。
location
接続スレッドを表示している場合、このロケー
ションはサーバーの名前。それ以外の場合、こ
のロケーションはリクエスターの名前。この名
前は、パートナーのリレーショナル・データベ
ース名、パートナーの VTAM LU 名
(<luname>)、またはパートナーのドット 10 進
IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn) のいずれかにな
ります。

メッセージ DSNV450I の後にメッセージが
表示される場合は、ポート番号は再同期ポー
ト番号を示しています。 それ以外の場合
は、DSNV444I メッセージの後にこのメッセ
ージが表示され、ポート番号は SQL ポート
番号を示します。
'location-i' ID は、データがアクセスされている
またはスレッドが未確定になっている DBMS
ごとに、繰り返し出ます。

sessid このフィールドには 2 つの可能な値がありま
す。
v VTAM パートナーの場合は、このフィール
ドには、会話を実行しているセッションの
VTAM 定義のセッション・インスタンス ID
が入ります。 セッション ID が適用されな
い場合、このフィールドにはゼロが入りま
す。

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V446 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。
システムの処置:
DSNV447I

コマンドの処理は続行されます。

VTAM は、セッション ID 全体を DB2 に
提供するわけではありません。 セッション
ID の最初の 2 桁が正しくありません。した
がって、このメッセージが示すセッション
ID は、 VTAM コマンドでは受け入れられ
ません。完全なセッション ID を入手するた
めには、 VTAM DISPLAY
NET,ID=db2-luname,SCOPE=ACT コマンドを
使用してください。 DISPLAY NET コマン
ドは、DB2 論理装置のすべてのセッション
(SID) をリストします。 DISPLAY NET の
出力を走査して、完全な SID を入手してく
ださい。

V447--LOCATION SESSID A ST TIME

説明: このメッセージは、メッセージ DSNV448I が示
す分散アクティブ・スレッドまたは分散非アクティブ・
スレッドのリストの見出しとなっています。 この見出
しに含まれる項目は、次のとおりです。
LOCATION
関連するロケーション名の見出し
SESSID
関連する VTAM 定義のセッション ID の見出
し
A

関連する活動標識の見出し

ST

関連する状況標識の見出し

TIME

関連するタイム・スタンプの見出し

v TCP/IP 接続の場合は、このフィールドに
は、ローカル DB2 TCP/IP ポート番号に続
いてパートナーの TCP/IP ポート番号が入り
ます。 2 つのポート番号は、コロンで区切
られます (たとえば 5001:28191)。

これらの項目の説明については、メッセージ DSNV448I
を参照してください。
active
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V447 がメッセージ・
テキストに組み込まれていて、このメッセージであるこ
とを示します。
システムの処置:
DSNV448I

V

VTAM または TCPIP 内で会話がアク
ティブです。

W

その会話は、機能を完了したことが
VTAM または TCP/IP から通知され
るのを待って、 DB2 内で延期されて
います。

処理は正常に続行されます。

V448--location sessid active status time

説明: 明細表示が指定されていると、データベース・ア
クセス・スレッドまたは分散接続スレッドについて、こ
のメッセージが、DSNV447I メッセージに続いて出ま
す。 このメッセージは、このスレッドに接続した会話
ごとに表示されます。 このメッセージは、スレッドに
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次のいずれかです。

上記以外の場合は、ブランク。
status

会話の状況。
この情報は 2 つの文字で示され、それぞれが
意味をもっています。
2 文字のうちの最初の文字
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A

割り振り中の会話。

C

会話割り振りに先立って、パートナー
(CNOS) とセッション限界を折衝中。

D

会話が割り振り解除中。

R

受信中
v 要求側システムで、会話が要求から
応答を受信中であることを示しま
す。
v サーバー・システムで、会話が要求
を受信中であるか、または要求を待
っていることを示します。

S

送信中
v 要求側システムでは、会話がサーバ
ーに要求を送信できることを示しま
す。
v サーバー・システムでは、会話が応
答を送信中であるか、または送信す
る準備をしていることを示します。

X

会話割り振りの前に、パートナーとロ
グ名の情報を交換して、パートナーが
保護会話をサポートするようにするか
を決定します。 スレッドが長期間に
わたってこの状況のままになっている
場合は、システム会話を確立する
DB2 サービス・タスクが、他の要求
を処理中である可能性があります。
DB2 DISPLAY LOCATION コマンド
(’DISPLAY LOCATION(*) DETAIL’)
を使用すると、この (RESYNC) サー
ビス・タスクに関する会話活動が示さ
れます。
上記以外の場合は、ブランク。

2 文字のうちの 2 番目の文字

システムの処置: コマンドの処理が続行されます。
DSNV449I

V449-HAS NID=nid AND
ID=correlation-id

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。
nid

IMS または CICS、あるいは (接続タイプが
RRSAF の場合) OS/390 RRS リカバリー単位
ID (URID) が割り当てたネットワーク ID。

correlation-id
IMS または CICS が割り当てた相関 ID、ある
いは接続タイプが RRSAF である場合は、接続
されたアプリケーションが割り当てた相関
ID。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V449 がメッセージ・
テキストに組み込まれていて、このメッセージを示しま
す。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNV450I

V450-HAS PARTICIPANT INDOUBT AT

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 このメッセージの後に、未確定の参加プログラ
ム・スレッドがある’ロケーション’を示す 1 つまたは複
数の DSNV446I メッセージが続きます。 未確定スレッ
ドの ’luwid’ は、先行する DSNV408I メッセージに表
示されています。

1

システム指示アクセスを使用する無保
護会話が、アクティブ。

2

アプリケーション指示アクセスを使用
する無保護会話が、アクティブ。

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、このメッセージを示
す V450 が、メッセージ・テキストに組み込まれていま
す。

3

システム指示アクセスを使用する保護
会話が、アクティブ。

システムの処置: このスレッドは未確定のままですが、
処理は正常に続行されます。

4

アプリケーション指示アクセスを使用
する保護会話が、アクティブ。

オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNL406I を参照してください。 示されている未確定
参加プログラムは、この DB2 サブシステムの異常終了
の結果、未確定となっている可能性があります。

これ以外の場合は、ブランク。
time

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V448 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージを示
します。

会話で送信または受信された最後のメッセージ
のタイム・スタンプ (yydddhhmmssth)。
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DSNV451I
DSNV451I

V451-RESYNC WITH COORDINATOR
STILL PENDING

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 未確定スレッドを RECOVER INDOUBT コマン
ドを出して、手操作で解決しても、調整プログラムとの
未確定解決が完了していなければ、このメッセージが報
告書に入ります。 未確定スレッドの ’coordinator’ およ
び ’luwid’ は、先行する DSNV408I メッセージに表示
されています。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 ただし、メッセージ・テキス
トに V451 が組み込まれ、このメッセージであることを
示します。
システムの処置: このスレッドは未確定のままですが、
処理は正常に続行されます。

DSNV408I メッセージに表示されています。
location
HEURISTIC ABORT が実行された ’ロケーシ
ョン’。 ’location’ は、リレーショナル・データ
ベース名 (ロケーション名)、論理装置名
(<luname>)、または参加プログラムのドット 10
進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn) のいずれかで
す。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 ただし、メッセージ・テキス
トに V453 が組み込まれ、このメッセージであることを
示します。
システムの処置:

オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNL403E を参照してください。
DSNV454I

DSNV452I

V452-HEURISTIC COMMIT BY
PARTICIPANT AT LOCATION location

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 参加プログラムが、自動再同期の実行を待たず
に未確定スレッドを強制的にコミットする決定をしまし
た。 このスレッドの ’luwid’ は、先行する DSNV408I
メッセージに表示されています。

処理は正常に続行されます。

LOCATION OR LUWID KEYWORD
INVALID WHEN DDF NOT STARTED

説明: キーワード LOCATION または LUWID を指定
して -DISPLAY THREAD TYPE(ACTIVE) コマンドが
出されましたが、分散データ機能 (DDF) が始動されて
いないことが検出されました。 LOCATION または
LUWID のキーワードが使用できるのは、DDF が作動状
態になっている場合に限られます。
システムの処置: コマンドの処理は完了します。

location
HEURISTIC COMMIT が実行された ’ロケーシ
ョン’。 ’location’ は、リレーショナル・データ
ベース名 (ロケーション名)、論理装置名
(<luname>)、または参加プログラムのドット 10
進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn) のいずれかで
す。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V452 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。

DSNV456I

INVALID PARAMETER WITH LUWID
KEYWORD luwid-parameter

説明: キーワード LUWID とその必須パラメーター・
リストを指定して、 -DISPLAY THREAD
TYPE(ACTIVE)、 -DISPLAY THREAD
TYPE(INACTIVE)、または -RECOVER INDOUBT コマ
ンドが出されました。 しかし、パラメーターの 1 つ
が、作業論理単位 ID としては構文的に無効です。
システムの処置:

コマンドの処理は完了します。

オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNL402E を参照してください。

オペレーターの応答: DISPLAY THREAD と
RECOVER INDOUBT コマンドの構文は、 DB2 コマン
ド解説書 に記載されています。 有効な LUWID 値を指
定して、コマンドを入力し直してください。

DSNV453I

DSNV457I

システムの処置:

処理は正常に続行されます。

V453-HEURISTIC ABORT BY
PARTICIPANT AT LOCATION location

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 参加プログラムが、自動再同期の実行を待たず
に未確定スレッドを強制的に打ち切る決定をしました。
強制的に打ち切られたスレッドの ’luwid’ は、先行する
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V457-RESYNC PROTOCOL ERROR
WITH PARTICIPANT location

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 参加プログラム・ロケーションで、未確定スレ
ッドを手操作で解決する必要がある場合があります。
参加プログラムに自動で未確定を解決しようとして、プ
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ロトコル・エラーが検出されました。 参加プログラム
での手操作による解決を必要とするスレッドがある場合
は、先行する DSNV408I メッセージに ’luwid’ として
表示されています。
location
手操作の解決が必要となる可能性のある ’ロケ
ーション’。 ’location’ は、参加プログラムのリ
レーショナル・データベース名 (ロケーション
名)、または論理装置名 (<luname>) のいずれか
です。

DSNV459I

V459-SYNCPOINT PROTOCOL ERROR
WITH COORDINATOR

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 このロケーションでの未確定スレッドの手操作
による解決が必要です。 調整プログラムとの同期点処
理中に、プロトコル・エラーが検出されました。 手操
作の解決を必要とするスレッドの ’coordinator’ と
’luwid’ は、この前に出る DSNV408I メッセージに表示
されています。

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V457 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V459 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。

システムの処置:

システムの処置: 処理は正常に続行されます。

処理は正常に続行されます。

オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNL414E を参照してください。

オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNL412I を参照してください。

DSNV458I

DSNV460I

V458-CONNECTION-NAME
connection-name CORRELATION-ID
correlation-id

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 メッセージ DSNV463I が表示される場合のみ、
これが表示されます。
connection-name
調整プログラムが別の DB2 システムである場
合には、調整プログラムが割り当てた接続名。
調整プログラムが DB2 システムでない場合
は、定数 SERVER が示されます。
correlation-id
調整プログラムが別の DB2 システムである場
合には、調整プログラムが割り当てた相関
ID。 調整プログラムが DB2 システムでない
場合は、送信された EXCSAT コマンドの
EXTNAME パラメーターの最初の 12 文字が
示されます。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 ただし、メッセージ・テキス
トに V458 が組み込まれ、このメッセージであることを
示します。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

V460-SYNCPOINT PROTOCOL ERROR
WITH PARTICIPANT location

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 参加プログラム・ロケーションで、未確定スレ
ッドを手操作で解決する必要がある場合があります。
参加プログラムとの同期点処理中に、プロトコル・エラ
ーが検出されました。 参加プログラムでの手操作によ
る解決を必要とするスレッドがある場合は、先行する
DSNV408I メッセージに ’luwid’ として表示されていま
す。
location
手操作の解決が必要となる可能性のある ’ロケ
ーション’。 ’location’ は、参加プログラムのリ
レーショナル・データベース名 (ロケーション
名)、または論理装置名 (<luname>) のいずれか
です。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 ただし、メッセージ・テキス
トに V460 が組み込まれ、このメッセージであることを
示します。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNL413I を参照してください。

オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNV463I を参照してください。
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DSNV461I
DSNV461I

V461-RESYNC WITH COORDINATOR
SHOWS HEURISTIC DAMAGE

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 調整プログラムの未確定解決処理が完了しまし
た。このロケーションのヒューリスティック判定と、調
整プログラム側での決定とが異なるために、ヒューリス
ティック・ダメージが検出されました。このスレッドの
’coordinator’ および ’luwid’ は、先行する DSNV408I メ
ッセージに表示されています。 このロケーションのヒ
ューリスティック判定は、先行の DSNV408I メッセー
ジの ’status’ フィールドに示されています。 RESET
INDOUBT コマンドを用いて削除しないかぎり、このメ
ッセージは引き続き表示されます。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V461 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。
システムの処置: このスレッドは未確定のままですが、
処理は正常に続行されます。
オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNL400E および DSNL401E を参照してください。
DSNV462I

V462-COLD START BY PARTICIPANT
AT LOCATION location

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 参加プログラムに、未確定のスレッドがあり、
先行の DSNV408I メッセージに、そのスレッドの
’luwid’ が表示されています。 DB2 は、その未確定スレ
ッドへの調整プログラムとしての責任があり、参加プロ
グラムは、コールド・スタートしたため、未確定スレッ
ドの知識がすべてが失われたことを DB2 に通知してい
ます。参加プログラムでは、ヒューリスティック・ダメ
ージがあるかもしれません。 このメッセージを未確定
報告書から除去するには、RESET INDOUBT コマンド
を使用する必要があります。 その理由は、コールド・
スタートした参加プログラムが、現在未確定となってい
るダウンストリーム参加プログラムを調整している可能
性があるためです。 これらの参加プログラムのデータ
ベース管理者は、正しいヒューリスティック判定を行え
るように、調整プログラム側のスレッドの状況を知って
おく必要があるかもしれません。
location
コールド・スタートした ’ロケーション’。
’location’ は、リレーショナル・データベース
名 (ロケーション名)、論理装置名

(<luname>)、または参加プログラムのドット 10
進 IP アドレス (nnn.nnn.nnn.nnn) のいずれかで
す。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 ただし、メッセージ・テキス
トに V462 が組み込まれ、このメッセージであることを
示します。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNL420E を参照してください。
DSNV463I

V463-COORDINATOR HAS COLD
STARTED

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 このロケーションでの未確定スレッドの手操作
による解決が必要です。 DB2 で未確定となっているス
レッドの調整プログラムが、コールド・スタートされた
ために、未確定スレッドのすべての知識が失われまし
た。 手操作による解決が必要なスレッドの ’coordinator’
および ’luwid’ は、先行する DSNV408I メッセージに
表示されています。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 ただし、メッセージ・テキス
トに V463 が組み込まれ、このメッセージであることを
示します。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNL411I を参照してください。
DSNV464I

V464-RESYNC PROTOCOL ERROR
WITH COORDINATOR

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。 このロケーションでの未確定スレッドの手操作
による解決が必要です。 調整プログラムとの自動的な
未確定解決を試みられていたときに、プロトコル・エラ
ーが検出されました。 手操作の解決を必要とするスレ
ッドの ’coordinator’ と ’luwid’ は、この前に出る
DSNV408I メッセージに表示されています。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V464 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
オペレーターの応答: 詳細については、メッセージ
DSNL404E を参照してください。
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DSNV465I
DSNV465I

V465-THREAD HAS REMAINED IN A
PREPARED STATE FOR hh:mm:ss

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(ACTIVE) 報告書で表示される可能性があります。スレ
ッドが、指定された期間、’準備された’ 状態になってい
ます。 これは、DB2 が、作業論理単位の参加プログラ
ムであり、コミットの第 1 フェーズを完了して、指定
された時間の間、調整プログラムからコミットまたは打
ち切りの決定が伝送されるのを待っていることを意味し
ます。 このスレッドは、この前に出る DSNV404I メッ
セージに示されています。 このメッセージは、このス
レッドが 60 秒の準備状態にならないと、報告書には表
示されません。
hh:mm:ss
スレッドが準備状態になった時間 (時、分、
秒)。 報告される時間の最大数は 65535、およ
そ 7.5 年です。 この時間が経過すると、カウ
ントはゼロにリセットされます。
このスレッドで保持されているロックを解除する必要が
ある場合は、手操作で以下の処置をとることによって
(つまり、ヒューリスティック・アクションによって)、
このスレッドを解決することができます。
v -CANCEL DDF THREAD コマンドを使用して強制的
に、このスレッドを準備状態から未確定状態にする。
スレッドが未確定になると、そのスレッドは、未確定
タイプのスレッドを要求する DISPLAY THREAD を
出すことによって生成される表示の中に現れるように
なります。
v 未確定スレッドの表示の中に示された調整プログラム
’ロケーション’ に連絡して、適切な決定 (コミットま
たは打ち切り) を判別する。
v RECOVER INDOUBT コマンドを使用して、このスレ
ッドをヒューリスティックな手法によってコミットす
るか打ち切る。

です。 スレッドが、示された時間、未確定状態になっ
ています。 これは、DB2 が、作業論理単位の参加プロ
グラムであり、コミットの第 1 フェーズを完了して、
調整プログラムからコミットまたは打ち切りの決定が伝
送されるのを待っていることを意味します。 しかし、
DB2 は、調整プログラムとの通信を失っています。 こ
のスレッドは、先行する DSNV408I メッセージで識別
されています。
hh:mm:ss
このスレッドが未確定となっている時間 (時、
分、秒として表されます)。 報告される時間の
最大数は 65535、およそ 7.5 年です。 この時
間が経過すると、カウントはゼロにリセットさ
れます。
このスレッドで保持されているロックを解除する必要が
ある場合は、手操作で以下の処置をとることによって
(つまり、ヒューリスティック・アクションによって)、
このスレッドを解決することができます。
v 未確定スレッドの表示の中に示された調整プログラム
’ロケーション’ に連絡して、適切な決定 (コミットま
たは打ち切り) を判別する。
v RECOVER INDOUBT コマンドを使用して、このスレ
ッドをヒューリスティックな手法によってコミットす
るか打ち切る。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V466 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNV467I

V467-HAS LUWID luwid=token

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
です。

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V465 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。

luwid=token
スレッドを示すグローバル作業論理単位 ID と
ローカル・トークン。

このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNVDTM

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V467 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。

システムの処置:

処理は正常に続行されます。

システムの処置:
DSNV466I

処理は正常に続行されます。

V466-THREAD HAS BEEN INDOUBT
FOR hh:mm:ss

説明: このメッセージは、DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) の報告書で表示される可能性のある明細行
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DSNV471I
DSNV471I

V471-luwid=token

説明: このメッセージは、DSNV404I メッセージに続
いて出て、エージェントが現在、リモート・ロケーショ
ンと関連づけられていないことを示します。 エージェ
ントは割り当てをし、処理できるようになっています。
v タイプ 2 の非アクティブ・スレッドのキューにある
受取要求の完了。
v MAX REMOTE ACTIVE に達した後の新しい接続の
確立の要求。
このメッセージは、エージェントに割り当てられた作業
論理単位の ID を表示します。
luwid=token
エージェントを示すグローバル作業論理単位
ID とローカル・トークン。
このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 ただし、メッセージ・テキス
トに V471 が組み込まれ、このメッセージであることを
示します。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNVDTM
システムの処置:
DSNV473I

コマンドの処理は続行されます。

ACTIVE THREADS FOUND FOR
MEMBER: memname-

説明: このメッセージは、SCOPE(GROUP) キーワード
の結果として、データ共用グループの別のメンバー上に
ある、アクティブ・スレッドのリストの前に表示されま
す。
アクティブ・スレッドの状況が要求されたときは、メッ
セージ DSNV473I および、DSNV403I から DSNV405I
の一連のメッセージによって、 -DISPLAY THREAD
TYPE(ACTIVE) SCOPE(GROUP) に関する定様式のレポ
ートを表示します。
LOCATION、LUWID、または DETAIL キーワードを使
用して、分散したアクティビティーを示すときは、
DSNV444I から DSNV448I の一連のメッセージによっ
て、-DISPLAY THREAD TYPE(ACTIVE)
SCOPE(GROUP) の定様式レポートが拡大されます。
memname
スレッド情報の表示が行われるメンバー名。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。

DSNV474I

INDOUBT THREADS FOUND FOR
MEMBER: memname-

説明: このメッセージは、SCOPE(GROUP) キーワード
の結果、メンバー memname 上にある、未確定スレッド
のリストの前に表示されます。
未確定スレッドの状況が要求されたときは、メッセージ
DSNV474I、 DSNV403I、 DSNV404I および DSNV409I
によって、 -DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT)
SCOPE(GROUP) コマンドの結果の定様式レポートを表
示します。
memname
スレッド情報の表示が行われるメンバー名。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
DSNV475I

INACTIVE THREADS FOUND FOR
MEMBER: memname-

説明: このメッセージは、SCOPE(GROUP) キーワード
の結果、メンバー memname 上にある、非アクティブ・
スレッドのリストの前に表示されます。
非アクティブ・スレッドの状況が要求されたときは、メ
ッセージ DSNV475I、 DSNV403I、 DSNV404I および
DSNV425I によって、 -DISPLAY THREAD
TYPE(INACTIVE) SCOPE(GROUP) に関する定様式レポ
ートを表示します。
LOCATION、LUWID、または DETAIL キーワードを使
用してアイドル分散スレッドを示すときは、DSNV444I
から DSNV448I の一連のメッセージによって、
-DISPLAY THREAD TYPE(INACTIVE) SCOPE(GROUP)
の定様式レポートは拡大されます。
memname
スレッド情報の表示が行われるメンバー名。
システムの処置:
DSNV476I

処理は正常に続行されます。

POSTPONED ABORT THREADS
FOUND FOR MEMBER: memname

説明: このメッセージは、SCOPE(GROUP) キーワード
の結果、データ共用グループの別のメンバー上にある、
Postponed Abort リカバリー単位のリストの前に表示さ
れます。
メッセージ DSNV476I、 DSNV403I、 DSNV404I およ
び DSNV432I によって、 -DISPLAY THREAD
TYPE(POSTPONED) SCOPE(GROUP) コマンドの結果の
定様式レポートを表示します。
memname
スレッド情報の表示が行われるメンバー名。
システムの処置: 処理は正常に続行されます。
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DSNV478I
DSNV478I

SCOPE(GROUP) DISPLAY
TERMINATED DUE TO IRLM
TRUNCATION

説明: このメッセージは、SCOPE(GROUP) キーワード
が指定され、IRLM がほかのメンバーから収集された応
答を切り捨てたとき、-DISPLAY THREAD コマンドの
結果として表示されます。これは、DB2 の内部エラー
です。
システムの処置: -DISPLAY THREAD レポートは終了
し、処理は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
に関する詳細については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別:
DSNV479I

これは内部エラーです。
SCOPE(GROUP) DATA UNAVAILABLE
IRLM RETURN CODE: retcode IRLM
REASON DATA: reason

説明: このメッセージは、SCOPE(GROUP) キーワード
が指定され、ほかのメンバーへの IRLM NOTIFY が誤
った戻りコードを戻したとき、-DISPLAY THREAD コ
マンドの結果として表示されます。
retcode

通知要求が出されている IRLM からの戻りコ
ード。

reason

通知要求に関する IRLM からの理由コード診
断情報。

| DSNV480I
|

| DSNV481I
|

V481-DB2 IS COORDINATOR FOR
RRS URID=rrs-urid

|
|
|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、Recoverable Resource
Services Unit of Recovery ID (RRS URID) キーワード
がコマンドで指定されたときに、DISPLAY THREAD
TYPE(ACTIVE) レポートとともに表示される明細行で
す。 RRS URID=rrs-urid で、このスレッドが調整プロ
グラムとなっている、RRS リカバリー単位の RRS
URID を識別します。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

このメッセージは、RRSURID キーワードがコマンドで
指定されたときに、DISPLAY TYPE(INDOUBT) レポー
トとともに表示される明細行です。 RRS URID=rrs-urid
で、このスレッドが調整プログラムである、RRS リカ
バリー単位の RRS URID を識別します。このメッセー
ジが INDOUBT スレッド・レポートに表示されるとき
は、前に表示される DSNV408I メッセージで、RRS リ
カバリー単位を含む DB2 リカバリー単位の状況が分か
ります。 RRS リカバリー単位の手動によるリカバリー
が必要な場合は、DB2 リカバリー単位の結果で、RRS
リカバリー単位を COMMIT するか ROLLBACK する
かを決めることができます。

|
|
|
|

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V481 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。

| システムの処置: コマンド処理は正常に継続します。

V480-DB2 IS PARTICIPANT FOR RRS
URID=rrs-urid

|
|
|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、Recoverable Resource
Services Unit of Recovery ID (RRS URID) キーワード
がコマンドで指定されたときに、DISPLAY THREAD
TYPE(ACTIVE) レポートとともに表示される明細行で
す。 RRS URID=rrs-urid で、このスレッドが参加プロ
グラムとなっている、RRS リカバリー単位の RRS
URID を識別します。

|
|
|
|

このメッセージには、メッセージ番号とサブシステム認
識文字は含まれません。 しかし、V480 が、メッセー
ジ・テキストに組み込まれていて、このメッセージであ
ることを示します。

| システムの処置: コマンド処理は正常に継続します。
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第 20 章 DSNW... メッセージ
DSNW001I

ASYNCHRONOUSLY GATHERED
DATA IS BEING FORMATTED IN THIS
DUMP

説明: サブシステム・フォーマット設定出口が、DB2
要約ダンプ・レコードを使用しないで、フォーマット設
定しています。 フォーマット設定された制御ブロック
には、エラー発生時と同じ値が含まれていない可能性が
あります。
システムの処置:
ます。

ダンプのフォーマット設定は続行され

DSNW005I

DUMP FORMATTER WORK BUFFER
(DSNWDBUF) CANNOT BE LOCATED

説明: サブシステム・フォーマット設定出口が、その作
業バッファーを探し出せませんでした。
システムの処置: 制御権が AMDPRDMP または IPCS
に戻されて、出口が終了します。
システム・プログラマーの応答: 領域サイズを大きくし
てください。
DSNW006I

THE ERLY BLOCK CANNOT BE
ACCESSED OR IT IS INVALID

システム・プログラマーの応答: DB2 要約ダンプ・レ
コードを使用する場合は、ダンプ制御ステートメントに
「SUMDUMP=NO」のオペランドを指定しないようにし
てください。

説明: サブシステム・フォーマット設定出口が、そのア
ンカー・ブロックを探し出せません。

DSNW002I

システムの処置: 制御権が AMDPRDMP または IPCS
に戻されて、出口が終了します。

SUMMARY DUMP RECORDS ARE
BEING FORMATTED IN THIS DUMP

説明: サブシステム・フォーマット設定出口が、制御ブ
ロックをフォーマット設定するために、DB2 要約ダン
プ・レコードの情報を使用しています。
システムの処置:
ます。

ダンプのフォーマット設定は続行され

システム・プログラマーの応答: DB2 要約ダンプ・レ
コードをフォーマット設定に使用したくない場合は、ダ
ンプ制御ステートメントに「SUMDUMP=NO」と
「SUBSYS=subsystem name」を指定してください。 こ
の両方のオペランドが必要です。
DSNW004I

システム・プログラマーの応答: ダンプ制御ステートメ
ントに、「SUBSYS=サブシステム名」および
「SUMDUMP=NO」を指定してください。 このサブシ
ステム名は 1 - 4 文字でなければなりません。

ONE OR MORE INVALID OPERANDS
WERE FOUND ON THE DSNWDMP
CONTROL CARD. SUBSYSTEM
FORMATTING TERMINATED

説明: ダンプ制御ステートメントに、無効なオペランド
を見つけました。このオペランドは、
「SG」、「LG」、「SA」、「AA」、または「ALL」に
なっていません。
システムの処置: 制御権が AMDPRDMP または IPCS
に戻されて、出口が終了します。
システム・プログラマーの応答: メッセージ
DSNW007I に示されているダンプ制御ステートメントの
オペランドを訂正してください。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

DSNW007I

THE FOLLOWING OPERAND
SPECIFIED ON THE DSNWDMP
CONTROL CARD IS INVALID: xxxx

説明: 指定されたオペランドは、有効なダンプ制御ステ
ートメント・オペランドではありません。
システムの処置: 制御権が AMDPRDMP または IPCS
に戻されて、出口が終了します。
システム・プログラマーの応答: ダンプ制御ステートメ
ントのオペランドを調べてください。
DSNW008I

THE SCOM CANNOT BE ACCESSED
OR IT IS INVALID

説明: SCOM を取り出そうとしているときに、エラー
が発生しました。
システムの処置: 制御権が AMDPRDMP または IPCS
に戻されて、出口が終了します。
システム・プログラマーの応答: 「SUMDUMP=NO」
がダンプ制御ステートメントに指定されていた場合は、
このオペランドを除いて、ジョブを再実行依頼してくだ
さい。 それ以外の場合は、ダンプ制御ステートメント
にこのオペランドを指定して、ジョブを再実行依頼して
ください。
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DSNW009I
DSNW009I

THE ADDRESS SPACE REQUESTED
IS NOT AVAILABLE

説明: 「SA=asid」ダンプ・オペランドで指定されたア
ドレス・スペースのための DB2 制御ブロックを、突き
止めることができません。

文字のサブシステム名) を指定して、サブシステム形式
制御出口が要約ダンプ・データを使用しないようにして
ください。
DSNW014I

システムの処置: 他のダンプ・オペランドが指定されて
いる場合には、フォーマット設定が続行されます。
システム・プログラマーの応答: 「SA=」ダンプ・オペ
ランドで指定されている ASID を検査してください。
ASID は16 進数で指定する必要があります。
DSNW010I
説明:

THE TRACE RMFT CANNOT BE
ACCESSED OR IT IS INVALID

DB2 トレース表を探し出すことができません。

システムの処置: DB2 トレース表のフォーマット設定
は迂回され、他に要求されているダンプ・セグメントが
あれば、引き続きそれがフォーマット設定されます。
システム・プログラマーの応答: 「SUMDUMP=NO」
がダンプ制御ステートメントに指定されていた場合は、
このオペランドを除いてください。 それ以外の場合
は、ダンプ制御ステートメントにこのオペランドを指定
してください。いずれの場合も、ジョブを再実行依頼し
てください。
DSNW011I

A LARGER REGION SIZE IS
REQUIRED FOR THIS JOB

説明: サブシステム・フォーマット設定出口が、要約ダ
ンプ・レコードの処理のために十分な大きさの作業バッ
ファーを獲得できません。
システムの処置:
行されます。

サブシステム・フォーマット設定が続

システム・プログラマーの応答: より大きな領域サイズ
を JCL で指定して、ジョブを実行し直してください。
DSNW013I

DMPW NOT FOUND IN SUMMARY
DUMP

説明: サブシステム・フォーマット設定出口が、ダン
プ・データ・セットの要約レコード部分から、 DMPW
制御ブロックを探し出すことができません。 DMPW
が、ダンプ・フォーマッター・プログラムの主アンカ
ー・ブロックを提供するので、処理は終了します。
システムの処置: 制御権が AMDPRDMP または IPCS
に戻されて、出口が終了します。
システム・プログラマーの応答: これが DB2 ダンプ・
データ・セットでない場合は、ダンプ制御ステートメン
トに「SUBSYS=xxxx,SUMDUMP=NO」(xxxx は 1 〜 4
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REQUIRED SUMMARY DUMP
RECORDS ARE NOT IN THIS
DUMP.WILL ATTEMPT TO FORMAT
FROM NON- SUMMARY DUMP

説明: 予期されたデータを、要約ダンプから見つけ出す
ことができません。 これは通知のみのメッセージで
す。 ダンプのフォーマット設定は続行されます。 しか
し、大量のデータを COMMAND PQUIT で分析しなけ
ればならないので、さらに時間がかかります。
システムの処置: 要約ダンプの代わりにフル・ダンプを
使用して、フォーマット設定を試みます。
システム・プログラマーの応答: 処理は続行されます
が、このメッセージは、問題があり、トレースが必要で
あることを示しています。
DSNW015I

SSCVT NOT LOCATED.CHECK THE
SUBSYSTEM NAME ON THE
CONTROL CARD

説明: SSCVT チェーンを検索したところ、 SSCVT の
サブシステム名と、制御ステートメントのサブシステム
名が一致しません。
システムの処置: 指定されたサブシステムは、フォーマ
ット設定されません。
オペレーターの応答: 制御ステートメントの
「SUBSYS=」オペランドを検査してください。
システム・プログラマーの応答: 制御ステートメントの
サブシステムの名前を正しく指定してください。
DSNW016I

THE RMVT CANNOT BE ACCESSED
OR IT IS INVALID

説明: サブシステム・フォーマット設定出口で、RMVT
を探し出すことができませんでした。 RMVT は、DB2
トレース表といくつかの他の DB2 の制御ブロックをフ
ォーマット設定するために必要です。
システムの処置: DB2 トレース表のフォーマット設定
は迂回され、他に要求されるダンプ・セグメントのフォ
ーマット設定が続行されています。
システム・プログラマーの応答: 「SUMDUMP=NO」
がダンプ制御ステートメントに指定されていた場合は、
このオペランドを除いてください。 指定されていなか
った場合は、このオペランドをダンプ制御ステートメン
トに指定してみてください。いずれの場合も、ジョブを
再実行依頼してください。
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DSNW017I • DSNW029I
DSNW017I

MAXIMUM STACK LEVEL EXCEEDED

説明: この条件は通常、DB2 制御ブロックのフォーマ
ッターでループが生じたのが原因で発生します。スタッ
ク配列が使い尽くされているので、これ以上、制御ブロ
ックを入れることはできません。
システムの処置:
す。

ダンプのフォーマット設定は終了しま

システム・プログラマーの応答: 制御ブロック・チェー
ンをテストして、ループを起こしているどうかを調べて
ください。 ループを起こしていない場合は、スタック
配列のディメンションを増やしてください。
DSNW018I

SUBSYS= NOT SPECIFIED ON THE
CONTROL CARD OR
MISSING.REQUIRED IF SUMDUMP=NO
SPECIFIED

説明: 「SUMDUMP=NO」オプションが指定されてい
ますが、「SUBSYS=」オペランドが抜けているか、あ
るいは誤って指定されています。
システムの処置:
す。

クがあれば、そのダンプ形式設定が行われます。
DSNW023I

THE TRACE TABLE ENTRY IS OUT
OF SEQUENCE OR OVERLAID

説明: あるトレース項目が、タイム・スタンプの異なる
別のトレース項目によってオーバーレイされました。こ
のメッセージは、認識されないトレース項目にフラグを
立てるために出されます。 これは、表の中の最も古い
項目が、二重になっている項目の後半の部分である場合
に起こることがあります。
システムの処置: トレース表のフォーマット設定が続行
されます。
DSNW024I

TRACE TABLE

説明: 続いてトレース表が処理されます。
システムの処置: この後に、トレース表のフォーマット
設定が行われます。
DSNW025I

ダンプのフォーマット設定は終了しま

DUMP ACCESS ERROR ACCESSING
THE TRACE TABLE IN THE DUMP

オペレーターの応答: エラーを訂正したあとで、ダンプ
印刷ジョブを実行してください。

説明: トレース表にアクセスしているときに、ストレー
ジ・アクセス・ルーチンからゼロ以外の戻りコードが返
されました。

DSNW020I

システムの処置: トレース表のフォーマット設定はう回
されます。

説明:
ん。

UNSUCCESSFUL SEARCH FOR THE
ERLY CONTROL BLOCK

'ERLY' 制御ブロックをダンプから探し出せませ

システムの処置:
す。

ダンプのフォーマット設定は終了しま

オペレーターの応答: 「SUBSYS=」オペランドが正し
く指定されていることを確認した上で、ジョブを再実行
してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージは、
'ERLY' 制御ブロックがオーバーレイされたことを意味
する場合があります。完全ダンプをテストして、このサ
ブシステムが存在しているかどうかを判別してくださ
い。 サブシステムが存在している場合は、制御ブロッ
クを探し出せない理由を判別できるかもしれません。
DSNW022I

THE RESIDENT TRACE WAS NOT
ACTIVE AT THE TIME OF DUMP

説明: トレース表をフォーマット設定しようとしました
が、ダンプがとられた時点でトレース表が存在していま
せん。
システムの処置:

システム・プログラマーの応答: トレース表のアドレス
および ASID を調べてください。
DSNW026I

CONTROL BLOCK SUMMARY (ALL
ADDRESS SPACES)

DSNW027I

CONTROL BLOCK SUMMARY
(SINGLE ADDRESS SPACE)

DSNW028I

CONTROL BLOCK SUMMARY (LONG
FORM GLOBAL)

DSNW029I

CONTROL BLOCK SUMMARY (SHORT
FORM GLOBAL)

説明: DSNW026I から DSNW029I までのメッセージ
は、作成されているフォーマット設定のタイプについて
の記述情報を提供します。
システムの処置: ダンプのフォーマット設定は続行され
ます。

フォーマット設定する他の制御ブロッ
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DSNW030I
DSNW030I

DUMP ACCESS ERROR ACCESSING
THE CONTROL BLOCK STRUCTURE
TABLE IN THE DUMP

説明: ダンプから制御ブロック構造表にアクセスするこ
とができません。
システムの処置:
了します。

制御ブロックのフォーマット設定は終

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

け、DB2 トレース表とグローバル・ブロックがダンプ
されます。
システムの処置: 指定されたタスクについては、DB2
フォーマット設定は行われません。
DSNW036I

CONTROL BLOCKS FOR TASKS
ASSOCIATED WITH THE ABOVE
RECOVERY COORDINATOR TASK

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。

説明: このメッセージのあと、フォーマット設定済みブ
ロックは、TCB と関連づけられます。この TCB は、
'recovery coordinator = no' のオプションで DB2 に示さ
れた TCB です。これらの TCB は、SNAP を呼び出し
ていない可能性がありますが、SNAP を呼び出した
TCB に関連付けられています。

DSNW032I

システムの処置: 関連する制御ブロックがダンプされま
す。

DUMP ACCESS ERROR ACCESSING
ANCHOR CONTROL BLOCK

説明: ダンプからアンカー制御ブロックにアクセスする
ことができません。
システムの処置:
了します。

制御ブロックのフォーマット設定は終

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
DSNW033I

BEGINNING FORMATTING

説明: DB2 制御ブロックのフォーマット設定が開始さ
れます。
DSNW034I

TRACE TABLE AND GLOBAL
BLOCKS ALREADY DUMPED

説明: 指示ダンプが要求されています。 DB2 トレース
表とグローバル・ブロックは、この異常終了ダンプ
(SNAP) 呼び出しに対する最初のダンプ (フル) であっ
たためすでにダンプされていました。 したがって、こ
のタスクのダンプには、これらはダンプされません。
DSNW035I

WARNING - NO TASK RELATED
CONTROL BLOCKS FOR THIS TASK

説明: このダンプが要求されている TCB が、DB2 に
対して識別されていません。タスク関連の制御ブロック
は、ダンプされません。 「SYSABEND」DD ステート
メントが存在し、これが、この異常終了ダンプ (SNAP)
呼び出しに対する最初のダンプ (フル) である場合だ
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システム・プログラマーの応答: 制御ブロックを調べ
て、関連情報を入手してください。
DSNW037I

TASK RELATED CONTROL BLOCKS
FOR THIS TASK

説明: このメッセージの後、フォーマット設定済みブロ
ックは、ダンプされている TCB に関連付けられます。
システムの処置:
す。

関連する制御ブロックがダンプされま

システム・プログラマーの応答: 制御ブロックを調べ
て、関連情報を入手してください。
DSNW038I

END OF FORMATTING

説明: DB2 制御ブロックのフォーマット設定が完了し
ました。
DSNW039I

SUBSYSTEM FORMATTING
COMPLETE FOR THIS DUMP

説明: サブシステム・フォーマット設定ルーチンが、こ
のダンプ・データ・セットの処理を完了しました。
DSNW040I

'VVV'CONTROL BLOCK FORMATTER
ERROR FLAGS

:
v X'80': FIELD EXPECTED TO BE ZERO IS
NONZERO
v X'40': LAST BLOCK IN CHAIN DOES NOT POINT
BACK TO PARENT BLOCK
v X'20': BLOCK NOT FOUND IN DUMP
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DSNW041I
v X'10': BLOCK LENGTH INCORRECT
v X'08': VERIFICATION CODE INCORRECT
v X'04': BLOCK CHAINED FROM THIS BLOCK NOT
FOUND IN DUMP
v X'02': BLOCK CHAINED FROM THIS BLOCK HAS
WRONG VERIFICATION CODE
v X'01': VALIDATION CONSTANT DOES NOT
MATCH EXPECTED VALUE
説明: メッセージ DSNW040I が定様式ダンプの始めに
表示されます。 このメッセージは、 'VVV=XX' キーワ
ードに関連する 16 進値を定義しています。 このキー
ワードは、フォーマット設定用に選択した制御ブロック
の表題行に示されます。これは、妥当性検査と現行の制
御ブロック構造のフォーマット設定処理の過程で、異常
な状態を検出したことを示しています。
システムの処置: ダンプのフォーマット設定は続行され
ます。
システム・プログラマーの応答: ゼロでない 'XX' 値を
すべて調べる必要があります。 エラーを示している場
合には、ダンプの印刷出力を使用して、問題を文書化し
てください。
問題判別:
v X'80'
v X'40'
v X'20'
v X'04'

エラーには以下のものがあります。

たとえば、参照されている制御ブロックに関連する
X'08' は、ストレージ域がオーバーレイされたか、ある
いは参照する制御ブロック内のアドレスが、誤っている
ことを表しています。 この制御ブロックの値に関する
これ以降の検査は、信頼できるものではありません。
DSNW041I

説明: DB2 トレース表アンカー・ブロックを見つける
ことができません。
システムの処置: DB2 トレース表のフォーマット設定
を迂回し、要求された他のダンプ・セグメントのフォー
マット設定が続行されます。
システム・プログラマーの応答: 「SUMDUMP=NO」
がダンプ制御ステートメントに指定されていた場合は、
このオペランドを除いてください。 それ以外の場合
は、ダンプ制御ステートメントにこのオペランドを指定
してください。いずれの場合も、ジョブを再実行依頼し
てください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
DSNW049I

発生したエラーのタイプによって、エラー発生時点にお
ける個々の制御ブロック構造の状態は、異なります。
特定の ABEND コードを基に、'XX' の値を持つ制御ブ
ロック構造を検査してください。
例： 参照する制御ブロックが X'04' で、参照される制
御ブロックが X'20' である場合には、参照される制御ブ
ロックが解放されてから、参照する制御ブロック内のア
ドレスが初期設定し直されるまでの間に、ABEND が発
生している可能性があります。
DB2 妥当性検査のエラーには、以下のものがありま
す。
v X'10'
v X'08'
v X'02'
v X'01'
これらの値は、関連する制御ブロックをフォーマット設
定中に、妥当性検査エラーが生じたことを示していま
す。

THE TAB CANNOT BE ACCESSED
OR IT IS INVALID

OLDEST SLOT ADDRESS INVALID,
FORMATTING TRACE TABLE FROM
FIRST ENTRY

説明: 次のトレース表項目のロケーションが無効です。
システムの処置: ダンプのフォーマット設定は続行され
ます。
システム・プログラマーの応答: ダンプの印刷出力を使
用して、問題を文書化してください。
問題判別: トレース・アンカー・ブロックが誤って初期
設定されたか、あるいは実行中にオーバーレイされまし
た。
DSNW050I

ssid,NO SDWA/LOGREC,
ABND=comp-reason,U=user-id,
M=module,C=XYR00.vrm.comp-function

説明: リカバリー処理中に SDWA が使用できなかった
場合に、このメッセージは、SYS1.DUMP データ・セッ
トに関連するデフォルトの SVC ダンプ表題 (SDUMP)
を供給します。変数フィールドの値は、以下のとおりで
す。
ssid

4 文字の DB2 サブシステム名。
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DSNW051I
comp-reason
異常完了コードとそれに続く異常終了理由コー
ド。
user-id

個々のサブシステム・ユーザーの許可 ID。

module

ダンプを取り扱う機能リカバリー・ルーチン。

vrm.comp-function
コンポーネント ID。
DB2 のバージョン、リリース番号、
修正レベル。

vrm

comp-function
コンポーネント ID 機能。
システムの処置:

ダンプ処理が続行されます。

システム・プログラマーの応答: SDWA には、問題判
別に役立つ重要な診断情報があるので、エラー発生時の
リカバリー環境を調べて、この ABEND に SDWA が
提供されなかった理由を判別してください。
非リカバリー環境では、SDWA が提供されない妥当な
理由があるかもしれません。
問題判別: リカバリー環境では、リカバリー終了管理プ
ログラム (RTM) が機能別リカバリー・ルーチン (FRR)
に、 SDWA を必ず提供するようになっています。 し
たがって、リカバリー・ルーチンは、おそらく ESTAE
リカバリー・ルーチンです。 ESTAE ルーチンに
SDWA が提供されない主な理由は、リカバリー処理中
に十分なストレージが使用できないことにあります。
したがって、障害が生じた機能に割り振られている領域
サイズを調べて、十分なストレージが使用できるように
なっているかを確認する必要があります。
非リカバリー環境で SDWA が提供されないのは、RTM
しか SDWA を作成できないからです。

DSNW052I

説明: DB2 ダンプのフォーマット設定機能を使用し
て、制御ブロックをフォーマット設定することができま
せん。 DB2 始動処理で、DB2 サブシステム・プログラ
ム・ライブラリーから制御ブロック構造テーブル
(CBDS) モジュールのうちの 1 つを LOAD しようとし
たときに、エラーが発生しました。
システムの処置:
す。

サブシステム始動処理が続行されま

オペレーターの応答: 介入が必要であれば、システム・
プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 介入を希望する場合
は、MVS CANCEL コマンドまたは -STOP DB2 コマン
ドを使用して、 DB2 サブシステムを終了させることが
できます。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DB2 サブシステム・アドレス・スペースを
始動させる実行手順に指定した DB2 プログラム・ライ
ブラリーに、これらのモジュールが入っていなければな
りません。
示されているモジュールは、 DB2 ダンプのフォーマッ
ト設定機能を使用して、DB2 サブシステムの現行の命
令実行段階で発生する SVC ダンプをフォーマット設定
するのを禁止しています。 示されているモジュール
は、DB2 の実行には必要ありません。
DSNW053I

DSNW051I

ERROR ENCOUNTERED DURING
LOAD OR VALIDATION OF A
CONTROL BLOCK STRUCTURE
TABLE MODULE

ERROR DURING DUMP PROCESSING

VRA DIAGNOSTIC INFORMATION
REPORT

説明: このメッセージは、ダンプ処理中にエラーが発生
した場合に、「SDUMP ダンプ・データ収集サービス」
リカバリー・ルーチンが生成します。

説明: この報告書には、エラー発生時点における可変記
録域 (VRA) 内のすべての DB2 診断情報が取り出さ
れ、表示されます。

システム・プログラマーの応答: このエラーは
SYS1.LOGREC レコードに記録されます。 このメッセ
ージが出た理由は、 SDUMP の呼び出し中のエラー、
SDUMP 自体のエラー、あるいは制御ブロックの検査お
よびアクセス中のエラーが考えられます。

SDWA のアドレス、SDWARA の内容、SDWARA のオ
フセット (16 進数) も表示されます。 個々の診断項目
は 16 進数の VRA 'key' で示され、後続データの長さ
が続きます。 データ・フィールドは、16 進数形式と
EBCDIC 形式で表示されます。 DB2 にエラーがあると
思われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。

システムの処置: 「SUMLSTA」ユーザー・ストレージ
域の処理は終了し、 SVC ダンプが要求され、制御権が
RTM に戻されます。

システムの処置:
行されます。

ダンプのフォーマット設定の処理が続

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある

732

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNW054I
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
DSNW054I

NO VRA DATA RECORDED IN SDWA

説明: SYS1.DUMP データ・セット取得した SDWA
に、VRA の診断情報が含まれていません。

ジェント EB の保管域を、エラーの地点からトレース
し、呼び出しの順番に表示します。
このレポートの形式は次のようになります。
Save Area Identification
保管域のアドレスと内容が表示され、呼び出しモジュー
ルが示されます。
Module-name

システムの処置: VRA 報告書の生成を迂回し、ダンプ
のフォーマット設定の処理が続行されます。
システム・プログラマーの応答: エラーを示している場
合には、ダンプの印刷出力を使用して、問題を文書化し
てください。 VRA データが必要な場合、異常終了した
DB2 サブコンポーネントは、 VRA の提供に失敗しま
した。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識
別と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis
Guide and Reference」の第 2 部を参照してください。
DSNW055I

SA
RET
R1
R4
R7
R10

.... WD1 ....
.... EPA ....
.... R2 ....
.... R5 ....
.... R8 ....
.... R11 ....

システムの処置: VRA 報告書の生成が終了し、ダンプ
のフォーマット設定の処理が続行されます。
システム・プログラマーの応答: 次のセクションに示さ
れている、適切なアクションをとってください。 エラ
ーが、示されている場合には、ダンプの印刷出力を使用
して問題についての資料を作成してください。
問題判別: AMDPRDMP または IPCS は、SDWA を、
SYS1.DUMP データ・セットの要約データ部分に置きま
す。 これは、CSA またはローカル・ストレージに常駐
することを示します。

HSA ....
R0 ....
R3 ....
R6 ....
R9 ....
R12 ....

LSA ....

Module-name
エラーの時点で、DB2 モジュール入り口点リ
スト (MEPL) に示された保管域を入手する責任
をもつモジュールを示します。
MEPL に、モジュール入り口点アドレス (EPA)
に対応する項目がない場合、このフィールド
は、次のようにセットされます。

FORMAT ROUTINE UNABLE TO
LOCATE SDWA

説明: MVS 要約ダンプ・データ・アクセス・サービ
ス・ルーチン (IEAVTFRD) が SYS1.DUMP データ・セ
ットの要約データ部分から SDWA を検出できません。

Service-level-identifier

MODULE INFORMATION UNAVAILABLE
Service-level-identifier
モジュール名に関連するサービス・レベルの情
報は、対応するモジュール MEPL 項目から入
手され、コンパイルの日付と最新の保守適用さ
れた PTF 番号から構成されています。
このモジュールに保守が適用されていなかった
場合は、このフィールドには、機能変更 ID
(FMID) がデフォルトで使用されます。
SA

ダンプ・データ・セットに SDWA がない場合には、エ
ラーが示されていないことになります。

保管域の各ワードのアドレスと内容を示すもの
で、 MVS SNAP が定義した形式とレジスター
の省略形規則を使用して表示されます。 保管
域のデータ参照はすべて実行時の 1 次アドレ
ス・スペースを示します。

Execution Environment
DSNW056I
説明:

VRA DIAGNOSTIC REPORT
COMPLETE

VRA 診断報告が実行されました。

システムの処置:
行されます。
DSNW060I

ダンプのフォーマット設定の処理が続

BEGIN SAVE AREA TRACE

説明: このメッセージは、DB2 SVC ダンプの定様式セ
クションに表示される、 DB2 レジスター保管域トレー
ス報告書の始まりを示しています。 現在障害のあるエ
ージェント実行ブロック (EB) と関連するすべてのエー

後続の保管域のために、エラー時点の現在の実行環境を
表示します。 この情報は、現行エージェント実行 EB
が、処理中に変更される度に繰り返されます。
CURRENT EB=address JOBNAME=name
HASID=hasid PASID=pasid
EXECUTION MODE=mode
address
関連するエージェント EB のアドレス。
name

ホーム・アドレス・スペースに関連する 8 文
字の MVS ジョブ名。

hasid

ホーム・アドレス・スペース ID。
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DSNW061I
pasid

1 次アドレス・スペース ID。

mode

エージェント EB MVS 実行モード。
TCB
タスク制御モード
SRB
監視要求モード

エージェント EB のレジスター保管域の内容
現在の障害のあるエージェント EB に関するレジスター
保管域チェーンの内容、および、エラー時点でサスペン
ドされているすべてのエージェント EB が、保管域
(SA) 形式を用いて表示されます。
REGISTERS IN (CB-name) AT TIME OF
execution-status
CB-name
現在のエージェント EB のレジスターが取得し
た制御ブロックの名前を示します。
SDWA MVS システム診断作業域 (障害)。
TCB
MVS タスク制御ブロック (延期)。
STSV MVS SRB 状況保管域 (延期)。
execution-status
エラー発生時のエージェント EB の現行の実行
状況を示します。
Failure 失敗している実行 EB。
Suspend
実行 EB が延期されています。
1 次アドレス・スペースの変更
すべてのレジスター・データ参照は、現在アクティブな
実行 EB に関連する 1 次アドレス・スペースを参照す
るので、実行中に 1 次アドレス・スペースが変更され
るたびに、以下の情報が表示されます。
CHANGE OF ADDRESS SPACE, NEW PASID=pasid
pasid

後続の保管域に関連する新しい 1 次アドレ
ス・スペース ID を示します。

DSNW062I

説明: DB2 定様式保管域トレース報告書 (DSNW060I)
のダンプのフォーマット設定の処理の過程で、レジスタ
ー 6 (R6) に、有効なエージェント実行ブロック (EB)
のアドレスが含まれていません。
R6-contents:
レジスター 6 の内容。
システムの処置: 現在のエージェント EB、および以前
のすべての EB に関する保管域トレースのフォーマット
設定の処理が終了します。
システム・プログラマーの応答: ダンプ・フォーマッタ
ーは、レジスター 6 の内容に有効な EB のアドレスが
含まれていると予期しています。
問題判別: レジスター 6 に、現在の EB アドレスまた
は以前の EB アドレスが含まれていません。
最初のエラーに関連する異常終了理由コードと完了コー
ドを参照して、障害より前のレジスター 6 の使用状況
を調べてください。
DSNW063I

ダンプ・フォーマッターは、このメッセージの 'name'
フィールドに定義された DB2 および MVS 制御ブロッ
クを利用して、個々のレジスター保管域を探すので、
'named' 制御ブロックまたは保管域が検出する後続の保
管域は、報告書に表示されません。
name

「問題判別」を参照し

問題判別: このレポートを使用すると、レジスターの内
容、モジュール呼び出しの順序、エラー時点までの実行
環境を判別することができます。
DSNW061I

SAVE AREA TRACE COMPLETE

説明: このメッセージは、DB2 定様式保管域トレース
報告書 (DSNW060I) が完了したことを示しています。
システムの処置:
行されます。
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ダンプのフォーマット設定の処理が続

name (address) ASID (asid) NOT
FOUND IN DUMP

説明: ダンプ・フォーマッターが保管域トレース報告書
(DSNW060I) を処理している過程で、制御ブロックまた
は保管域が、ダンプ・データ・セットに見つかりませ
ん。

システムの処置: 障害のあるエージェント EB、および
関連するすべてのエージェント EB について、保管域ト
レースのフォーマット設定の処理が続行されます。
システム・プログラマーの応答:
てください。

R6 (R6-contents) DOES NOT
CONTAIN A VALID EB ADDRESS

ダンプ・データ・セットで見つからなかった制
御ブロックまたは保管域の名前を示します。
SA
保管域
ASCE DB2 アドレス・スペース制御エレメ
ント
EB
DB2 実行ブロック
TCB
MVS タスク制御ブロック
RB
MVS 要求ブロック
XSB
MVS 拡張状況ブロック
PSA
MVS 接頭部保管域
SDWA MVS システム診断作業域
STSV MVS SRB 状況保管域
STKE MVS 仮想記憶間スタック・エレメン
ト

address
'named' 制御ブロックまたは保管域のアドレス
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DSNW108I
asid

制御ブロックまたは保管域に関連するアドレ
ス・スペース ID

システムの処置: 現在の保管域チェーンに関するレジス
ター保管域トレースのフォーマット設定の処理は終了し
ます。 その後の保管域の処理は、使用可能であった特
定の制御ブロックまたは保管域、エラー時点での DB2
エージェントの実行環境によって異なります。

っていないかを判別してください。このような状態にな
っていない場合は、CSECT DSN6SYSP が抜けていない
かを判別してください。 -START TRACE コマンドを使
用すると、トレースを開始することができます。
DSNW120I

A SPECIFIED keyword VALUE IS
INVALID FOR type TRACE

システム・プログラマーの応答: 選択された DB2 と
MVS 制御構造の実行構造および環境に制約があるた
め、これらの実行環境に関連する制御ブロックと保管域
の一部のものは、ダンプ・データ・セットに入れられま
せん。

説明: トレース・コマンドが入力されましたが、指定さ
れたキーワード値は、要求されたトレース・タイプには
無効です。

問題判別: MVS/RTM リカバリー処理の過程で、エラ
ーの種類に関係なく、IFC ダンプ・サービスは、すべて
の制御ブロック (DB2 と MVS の両方) および直接関係
する DB2 保管域をダンプ・データ・セットに組み込も
うとします。 エラー時点の、以下のアドレス・スペー
スに関連する制御ブロックおよび保管域が、ダンプ・デ
ータ・セットに入れられます。

オペレーターの応答: -START TRACE コマンドを入力
した場合には、トレースの有効な宛先を指定してくださ
い。 それ以外の場合には、-DISPLAY TRACE コマンド
を出すと、現在アクティブになっているトレースを判別
することができます。 有効な宛先については、DB2 コ
マンド解説書 を参照してください。

v 1 次アドレス・スペース、2 次アドレス・スペース、
ホーム・アドレス・スペース。
v DB2 システム・サービスとデータベース・サービス
のアドレス・スペース。
DSNW108I

UNABLE TO AUTOMATICALLY START
type TRACE

説明: DB2 サブシステムの初期設定時に、 DB2 トレ
ースを自動的に開始させるようにシステム・パラメータ
ーで指定しましたが、 DB2 サブシステムはトレースを
開始することができませんでした。 -START TRACE コ
マンドから、ゼロ以外の戻りコードを受け取りました。
システムの処置:
す。

サブシステムの初期設定が続行されま

オペレーターの応答: DB2 サブシステムの初期設定が
完了したあとで、 -START TRACE コマンドを使用して
トレースを開始してください。
DSNW109I

TRACE INITIALIZATION PARAMETERS
UNAVAILABLE, DEFAULTS ASSUMED

説明: トレース機能が、DSN6SYSP マクロで定義した
トレース初期設定パラメーターに、アクセスすることが
できません。 このマクロが定義したデフォルトの値
を、トレース・パラメーターとして使用します。
システムの処置:
す。

サブシステムの初期設定が続行されま

オペレーターの応答: システム・パラメーター・モジュ
ール DSNZPARM が抜けていたり、アクセス不能にな

システムの処置: TRACE コマンドの処理は終了しま
す。

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。
DSNW121I

A SPECIFIED CLASS VALUE IS
INVALID FOR type TRACE

説明: トレース・コマンドが入力されましたが、指定さ
れたクラスの値は、要求されたトレース・タイプには無
効です。
システムの処置: TRACE コマンドの処理は終了しま
す。
オペレーターの応答: -START TRACE コマンドを入力
した場合には、トレースの有効なクラスを指定してくだ
さい。それ以外の場合には、-DISPLAY TRACEコマンド
を出すと、現在アクティブになっているオプションを判
別することができます。 有効なクラスについては、DB2
コマンド解説書 を参照してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。
DSNW122I

THE KEYWORD keyword IS NOT
VALID FOR type TRACE

説明: トレース・コマンドが入力されましたが、
'keyword' が要求されたトレース・タイプには無効で
す。
システムの処置: TRACE コマンドの処理は終了しま
す。
オペレーターの応答: 示されているキーワードをコマン
ドから除去するか、あるいは別のタイプのトレースを指
定しなければなりません。 キーワードとトレース・タ
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DSNW123I
イプの有効な組み合わせについては、DB2 コマンド解説
書 を参照してください。

複数 (M) の項目または最大 1 つ (1) の項目をもつこと
ができます。

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。

コマンドによっては、特定のキーワードを使用すること
ができません。 詳しくは、 DB2 コマンド解説書 を参
照してください

DSNW123I

csect-name TRACE RECORDING HAS
BEEN RESUMED ON dest

説明: 障害のあと、'dest' の宛先で、トレース・データ
の受け入れが再開されます。
システムの処置: データの記録が再開されます。
DSNW124I

csect-name type TRACE TERMINATED
RC=code RMID=nn

説明: 'type' のトレースを処理中に、エラーのため処理
が異常終了しました。トレース・タイプがブランクにな
っている場合には、すべてのトレースが停止していま
す。 'RMID' (10 進数で表示) は、リソース・マネージ
ャーを示します。 'RC' (16 進数で表示) は、処置に関
連する戻りコード、理由コード、または異常終了コード
を示します。
示されたトレースについての以降の収集は、停止されま
す。トレースの収集を再開させる必要がある場合に
は、-START TRACE コマンドを出します。しかし、他
にも障害が発生している場合には、トレース結果の収集
を再開させる前に、問題を解決する必要があります。
システムの処置: 示されたトレース・タイプの処理は停
止します。機能リカバリー・ルーチンがメッセージで知
らせることはしませんが、IFC イベントは後回しにされ
ます。トレース・タイプがブランクになっている場合に
は、すべてのトレースが停止しています。
ユーザーの処置:

障害の理由を調べてください。

オペレーターの応答: 示されたトレース結果を集める必
要があれば、-START TRACE コマンドを出して処理を
再開させてください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。ダンプが作
成されている場合には、それを印刷してください。関連
する時間帯の SYS1.LOGREC の内容のコピーを印刷し
てください。 システム・ログのコピーとともに、これ
らの診断項目をシステム・プログラマーに提出してくだ
さい。
DSNW125I

MULTIPLE ENTRIES NOT ALLOWED
FOR keyword AND keyword

Class
Class

Plan

Auth. ID

RMID

TNO

IFCID

Loca

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

M

M

Dest

M

Plan

M

M

Auth. ID

M

M

1

RMID

M

M

M

M

TNO

M

M

1

1

M

IFCID

M

M

M

M

M

M

Loca

M

M

1

1

M

1

システムの処置:
す。

M

1
M

M

TRACE コマンドの処理は終了しま

オペレーターの応答: 無効なキーワードを除いて、コマ
ンドを入力し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。
DSNW126I

type TRACE NOT ALLOWED, ACTIVE
TRACE TABLE FULL

説明: アクティブなトレース表が、許可されるアクティ
ブ・トレースの最大数に達したため、 'type' トレースを
開始することができません。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNWVCM1
システムの処置:
す。

TRACE コマンドの処理は終了しま

オペレーターの応答: -DISPLAY TRACE コマンドを用
いて、アクティブなトレースを停止できるかどうかを調
べてください。他のトレース開始コマンドを処理する前
に、アクティブなトレースを停止させる必要がありま
す。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。
DSNW127I

CURRENT TRACE ACTIVITY IS-

説明: このメッセージは、-DISPLAY TRACE コマンド
出力の表題です。 このメッセージの後には、DSNW128I
メッセージ、1 つまたは複数の DSNW129I メッセー
ジ、および DSNW147I メッセージが続きます。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNWVCM1

説明: 次に示すマトリックスは、複数の項目をもつキー
ワードとその有効な組み合わせを示しています。 行の
キーワードが複数の値をもつ場合は、列のキーワードは
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Dest
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DSNW128I • DSNW133I
DSNW128I

TNO TYPE CLASS DEST QUAL

説明: このメッセージは、-DISPLAY TRACE の応答の
前に出ます。 メッセージ DSNW127I の後にこのメッセ
ージは出ます。 表題は、アクティブなトレース番号、
トレースのタイプ、タイプ内のクラス、およびアクティ
ブなトレース項目に指定された宛先を示します。 トレ
ースができるかどうかも表示されます。 QUAL=YES で
ある場合、許可 ID、プラン、RMID、またはロケーショ
ンを指定すると、トレースができます。 QUAL=NO で
ある場合、トレースはできません。 -DISPLAY TRACE
で DETAIL(2) を指定すると、トレースできるかどうか
の情報を要求することができます。 -DISPLAY TRACE
については、メッセージの DSNW143I、 DSNW144I、
DSNW145I、 DSNW148I を参照してください。 メッセ
ージ行のスペースを節約するために、メッセージ番号は
表示されません。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNWVCM1
DSNW129I

tno type class dest qual

説明: このメッセージは、-DISPLAY TRACE の応答と
して出されます。 このメッセージは、アクティブなト
レースの番号、タイプ、タイプ内のクラス、およびアク
ティブなトレース項目に指定された宛先を示します。
トレースができるかどうかも表示されます。
QUAL=YES である場合、許可 ID、プラン、RMID、ま
たはロケーションを指定すると、トレースができます。
QUAL=NO である場合、トレースはできません。
-DISPLAY TRACE で DETAIL(2) を指定すると、トレ
ースできるかどうかの情報を要求することができます。
トレースの修飾に関する情報は、メッセージ
DSNW143I、DSNW144I、および DSNW145I を参照して
ください。
このメッセージは、メッセージ番号 DSNW128I または
DSNW129I の後に出されます。 情報が 1 行に表示しき
れない場合は、後続の情報行に表示されます。メッセー
ジ行のスペースを節約するために、メッセージ番号は表
示されません。
DSNW130I

type TRACE STARTED ASSIGNED
TRACE NUMBER tno

説明: 'type' のトレースが開始され、 10 進数のトレー
ス番号 'tno' が割り当てられました。開始要求で複数の
プランまたは複数の許可 ID を指定した場合には、複数
のメッセージが出る可能性があります。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSNWVCM1

システムの処置: -START TRACE コマンドの処理が続
行されます。
DSNW131I

STOP TRACE SUCCESSFUL FOR
TRACE NUMBER(S) tno,...

説明: トレース番号 'tno,...' が停止されました。 最大
5 つまでの 10 進数のトレース番号をリストすることが
できます。 6 つ以上のトレースが停止された場合に
は、DSNW131I メッセージがもう 1 度出ます。
システムの処置: -STOP TRACE コマンドの処理が続
行されます。
DSNW132I

MODIFY TRACE SUCCESSFUL FOR
TRACE NUMBER(S) tno,...

説明: トレース番号 'tno,...' が修正されました。 最大
5 つまでの番号をリストすることができます。 6 つ以
上のトレースが修正された場合には、DSNW131I メッセ
ージがもう 1 度出ます。
システムの処置:
DSNW133I

変更コマンドの処理が続行されます。

csect-name TRACE DATA LOST, dest
NOT ACCESSIBLE RC=code

説明: 指定された宛先が、トレース中に、トレース・デ
ータの受け入れを停止しました。 DB2 外のなんらかの
条件が、このデータの拒否を起こしています。 障害の
理由は、戻りコード (RC) によって定義されています。
この RC は、以下のいずれかの 16 進値です。
v SMF からの 16 進数戻りコード。 個々の値について
は、該当の MVS 資料を参照してください。
v GTF 要求からの 16 進数戻りコード。
04
GTF トレースまたは USR トレース、ある
いはその両方がアクティブになっていない。
v OPn 要求からの 16 進数戻りコード。
04
データを収集するための OPn バッファーが
アプリケーションに割り当てられていない。
v OPX 要求からの 16 進数戻りコード。
04
データを収集するための OPn バッファーが
アプリケーションに割り当てられていない。
08
OPx トレース宛先バッファーがフルである
ため、データが失われた。
v SRV 要求からの 16 進数戻りコード。
10
保守容易性ルーチンがない。
xx
保守容易性ルーチンの戻りコード。
システムの処置:
れます。

処理は続行されますが、データは失わ

-START TRACE コマンドを、コンソールまたは DB2I
コマンド・パネルから、割り当てられていない OPn ま
第 20 章 DB2 メッセージ
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DSNW135I
たは OPx の宛先に対して入力した場合にも、このメッ
セージが出されます。これは、アプリケーション・プロ
グラムがバッファーを要求するまでは、 OP 宛先が活動
化されないためです。 アプリケーション・プログラム
が、これと同じ OP バッファー宛先に対して -START
TRACE を出すと、 DB2 はトレース・レコードをバッ
ファーに書き出し始めます。
オペレーターの応答: GTF または SMF 機能を調べ
て、データが受け入れられない理由を判別してくださ
い。 -START TRACE コマンドを出すと、別の宛先にデ
ータを記録することができます。 -DISPLAY TRACE コ
マンドを出すと、特定の宛先で記録されたデータのタイ
プが示されます。 メッセージ DSNW133I に RC=8 が
示されている場合は、OPx バッファー内のストレージ
が、使い尽くされていることを意味します。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンドを確かめてください。 戻りコード値
の説明については、「MVS/ESA システム管理機能
(SMF)」を参照してください。RC=8 を示すメッセージ
DSNW133I が出た場合には、 DB2 ユニバーサル・デー
タベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付
録 E (第 2 巻) を参照してください。 レコードの書き
込み先の OPx バッファーがフルになっているので、そ
のバッファーの内容を読み取って消去する IFI READA
要求が出るまでは、このバッファーを宛先とする後続の
レコードは、すべて失われます。 とるべき処置として
は、OPx バッファーのサイズを大きくするか、または
IFI READA 要求をもっと頻繁に出して、バッファーの
ストレージを使い尽くす前に OPx バッファーの読み取
りと消去が行われるようにしてください。

DSNW138I

説明: DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版お
よび z/OS 版) 管理ガイド の第 5 部 (第 2 巻) に示さ
れているように、指定された IFCID 番号が、有効な
IFCID 番号の範囲外であるか、またはトレース・コマン
ドには許されない IFCID 番号となっています。
システムの処置: トレース機能が実行される前に、トレ
ース・コマンドの処理は終了します。
オペレーターの応答:

type TRACE ALREADY ACTIVE,
TRACE NUMBER tno

説明: 'type' トレースは、すでにトレース番号 'tno' を
割り当てられてアクティブになっています。
システムの処置: -START TRACE コマンドの処理が続
行されます。
DSNW137I

SPECIFIED TRACE NOT ACTIVE

説明: 指定されたトレースが、アクティブなトレースの
表に見つかりません。
システムの処置: -STOP TRACE または -DISPLAY
TRACE コマンドの処理が続行されます。
オペレーターの応答: 修飾なしの -DISPLAY TRACE
コマンドを出して、アクティブなトレース項目を判別し
たい場合があります。 アクティブなトレースがない場
合には、修飾なしの -DISPLAY TRACE コマンドを出す
と、応答は DSNW137I メッセージになります。
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問題の原因を調べてください。

問題判別: 有効な IFCID 番号の範囲については、DB2
コマンド解説書 を参照してください。
DSNW139I

AUTHORIZATION FAILURE BECAUSE
authorization-privilege PRIVILEGE
REQUIRED

説明: コマンドのユーザーが、そのコマンドの実行に必
要な許可特権をもっていません。
システムの処置:

コマンドの処理は停止します。

ユーザーの処置: セキュリティー管理者に通知してくだ
さい。
オペレーターの応答: セキュリティー管理者に通知して
ください。
問題判別: コマンド入力のコピーを入手して、 DB2 サ
ブシステム・カタログから、ユーザーの現行の許可状況
を調べてください。
DSNW140I

DSNW135I

IFCID ifcid-number IS INVALID

ALL OPN DESTINATIONS ARE
ASSIGNED

説明: 宛先 OP1 〜 OP8 が割り当てられていたため
に、要求が処理できません。
システムの処置: トレース機能が実行される前に、トレ
ース・コマンドの処理は終了します。
ユーザーの処置:

障害の原因を調べてください。

オペレーターの応答: 表示をトレースして、アクティ
ブ・トレースを分析し、この問題の原因を調べてくださ
い。
問題判別: 表示トレースを実行したあとで、すべての
OPn 宛先がアクティブである原因を分析してください。
DSNW141I

STORAGE NOT AVAILABLE FOR
BUFFER SIZE size K BYTES

説明: OPn 宛先ストレージ・バッファー用のストレー
ジが得られないため、要求を処理することができませ
ん。
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DSNW142I
システムの処置:
す。

トレース・コマンドの処理は終了しま

ユーザーの処置:

障害の原因を調べてください。

オペレーターの応答: 表示をトレースして、アクティ
ブ・トレースを分析し、この問題の原因を調べてくださ
い。
問題判別: OPn 宛先に対して、以前、1 つまたは複数
のトレースを開始した結果、IFC OPn ストレージ・プー
ルのストレージをすべて使用してしまったか、あるいは
ECSA 連続ストレージが使用不能であったかのいずれか
が原因で、この問題が生じています。 IFC OPn ストレ
ージ・プールの限界は、約 4 メガバイトです。 トレー
スが停止した時点で、バッファー・ストレージは解放さ
れていません。 同じ宛先に、もう 1 つトレースを出す
と、ストレージは再利用されます。 要求されたストレ
ージが現行のいまだ割り当てられていないバッファー域
より大きければ、そのストレージは解放されて、さらに
大きなバッファー域が獲得されます。 要求されたスト
レージが現行のいまだ割り当てられていないバッファー
域より小さい場合には、そのバッファー域が再使用され
ます。 アプリケーション・プログラムまたはオペレー
ターが、大きさの異なるバッファー域に対して非常に多
くの開始コマンドを指定すると、フラグメント化が生じ
る可能性があります。
DSNW142I

SPECIFIED BUFSIZE IS
INCOMPATIBLE WITH ASSIGNED
BUFFER

説明: トレース開始コマンドで OPn の宛先に
BUFSIZE 値を指定しましたが、その OPn の宛先はすで
に異なる BUFSIZE で割り当てられたバッファーを持っ
ているため、要求を処理することができません。
システムの処置:
す。

トレース・コマンドの処理は終了しま

ユーザーの処置:

障害の原因を調べてください。

オペレーターの応答:

問題の原因を調べてください。

問題判別: 別のプログラムが所有する宛先に対して、ア
プリケーション・プログラムがトレースを開始しようと
したのが原因で、この問題が起こった可能性がありま
す。 これは、サイトの問題です。アプリケーション・
プログラムで、 OPn の宛先ではなく OPX の宛先に対
してトレースを開始すると、問題を解決できる場合があ
ります。 1 つのアプリケーション・プログラムだけで
トレースする場合は、すべての要求に対して同じ
BUFSIZE を指定するか、あるいは BUFSIZE を指定し
ないようにしてください。

DSNW143I

CURRENT TRACE QUALIFICATIONS
ARE -

説明: このメッセージは、DETAIL(2) または
DETAIL(*) が指定されたときに、 -DISPLAY TRACE
応答に先立って出されます。 メッセージ DSNW143I に
続いて、 DSNW144I メッセージ、1 つまたは複数の
DSNW145I メッセージ、DSNW148I メッセージが出ま
す。
DSNW144I

TNO AUTHID PLAN RMID LOCATION

説明: このメッセージは、DETAIL(2) が指定された
-DISPLAY TRACE 応答として出されます。 この表題
は、アクティブなトレース番号、許可 ID、プラン、
RMID、アクティブなトレース項目に指定されているロ
ケーションを示します。メッセージは、メッセージ
DSNW143I の後に出ます。 メッセージ行のスペースを
節約するために、メッセージ番号は表示されません。
DSNW145I

tno authid plan rmid location

説明: このメッセージは、DETAIL(2) が指定されたと
きに、-DISPLAY TRACE 応答として出されます。この
メッセージは、アクティブなトレース番号、許可 ID、
プラン、RMID、アクティブなトレース項目に指定され
たロケーションを示します。
このメッセージは DSNW143I または DSNW144I の後
に出ます。 情報が 1 行に表示しきれない場合は、後続
の情報行に表示されます。メッセージ行のスペースを節
約するために、メッセージ番号は表示されません。
DSNW146I

MULTIPLE ENTRIES NOT ALLOWED
FOR keyword, keyword AND keyword

説明: 次に示す行列は、複数の項目をもつキーワードと
その有効な組み合わせを示しています。 行のキーワー
ドが複数の値をもつ場合は、列のキーワードは複数 (M)
の項目または最大 1 つ (1) の項目をもつことができま
す。
Class
Class

Dest

Plan

Auth. ID

RMID

TNO

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

M

1

1

M

1

1

M

M

Dest

M

Plan

M

M

Auth. ID

M

M

1

RMID

M

M

M

M

TNO

M

M

1

1

M

Loca

M

M

1

1

M

Loca

1
1

コマンドによっては、特定のキーワードを使用すること
ができません。 詳しくは、 DB2 コマンド解説書 を参
照してください
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DSNW147I
システムの処置:
す。

TRACE コマンドの処理は終了しま

DSNW149I

オペレーターの応答: 無効なキーワードを除去してか
ら、コマンドを入力し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。
DSNW147I

***END OF DISPLAY TRACE
SUMMARY DATA***

説明: -DISPLAY TRACE コマンドを出して、要約情報
がすべて書き込まれたとき、このメッセージが生成され
ます。 要約情報は、DETAIL キーワードが '1' または
'*' と指定されたか、あるいはまったく指定されなかっ
た場合に書き込まれます。メッセージ DSNW147I は、1
つまたは複数の DSNW129I メッセージの後に出されま
す。 メッセージ行のスペースを節約するために、メッ
セージ番号は表示されません。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
DSNW148I

***END OF DISPLAY TRACE
QUALIFICATION DATA***

説明: -DISPLAY TRACE コマンドを出して、すべての
データが書き込まれたとき、このメッセージが生成され
ます。 修飾データは、-DISPLAY TRACE コマンドの
DETAIL キーワードが、 '2' または '*' と指定された場
合に、書き込まれます。メッセージ DSNW148I は、1
つまたは複数の DSNW145I メッセージの後に出されま
す。 メッセージ行のスペースを節約するために、メッ
セージ番号は表示されません。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

STOP TRACE COMMAND WAS
UNSUCCESSFUL BECAUSE MONITOR
TRACE CLASS 6 IS ACTIVE FOR
QUALIFYING TRACE NUMBER(S)
tno,...

説明: -STOP TRACE コマンドが出されましたが、ト
レースを停止できません。 モニター・トレース・クラ
ス 6 がアクティブであるときに、-STOP TRACE(*) ま
たは -STOP TRACE(MON) CLASS(*) のいずれかが出さ
れました。モニター・トレース・クラス 6 がアクティ
ブであるときに、TRACE と CLASS にキーワードにア
スタリスク (*) を使用することはできません。 トレー
ス番号 ’tno,...’ は、トレース機能が、指定された -STOP
TRACE のほかの修飾基準 (PLAN、 AUTHID、
RMID、 LOCATION、TNO) を検出し、モニター・トレ
ース・クラス 6 を活動化して、すべての修飾トレース
が停止するのを防いだことを示しています。 モニタ
ー・トレース・クラス 6 に対して、-STOP TRACE コ
マンドでアスタリスクをこのように使用すると、DB2
データ伝搬を使用可能または使用不可にするモニター・
トレース・クラス 6 が突然停止する可能性を減らすこ
とができます。
システムの処置: トレースは停止されません。 -STOP
TRACE コマンドの処理は終了します。
ユーザーの処置: トレース・タイプにアスタリスクを使
用せずに、-STOP TRACE コマンドを出し直してくださ
い。 CLASS キーワードにアスタリスクを使用すると、
モニター (MON) トレース以外のすべてのトレース・タ
イプを停止させることができます。
オペレーターの応答: DB2 データ伝搬機能が必要ない
場合は、モニター・トレース・クラス 6 を停止してお
くと、アスタリスクを全面利用できるようになります。
まず、トレース番号 ’tno,...’ が示すトレースを停止し
て、コマンドを出し直してください。
DB2 データの伝搬機能が必要である場合は、モニタ
ー・トレース・クラス 6 を停止してはなりません。 ト
レースの TYPE を指定しなければなりません。 トレー
ス TYPE が (MON) でないかぎりは、トレース CLASS
を指定しなくても、トレースを停止することができま
す。 トレース TYPE が (MON) である場合は、CLASS
キーワードを明示的に指定しなければなりません (たと
えば、-STOP TRACE(MON) CLASS(1,2))。
モニター・トレース・クラス 6 がアクティブなときの
-STOP TRACE コマンドの制約事項については、 DB2
コマンド解説書 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
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第 21 章 DSNX... メッセージ
DSNX100I

bind-type SQL WARNING USING
authorization-id AUTHORITY
PLAN=plan-id DBRM=dbrm name
STATEMENT=statement number
object name IS NOT DEFINED

説明: 示されたオブジェクトは、DB2 のカタログに定
義されていません。
bind-type
警告が出される原因となった BIND サブコマ
ンドのタイプ。BIND または REBIND
authorization-id
BIND 処理に用いられる許可 ID。 BIND サブ
コマンドの場合には、プランの所有者の許可
ID になります。 REBIND サブコマンドの場合
には、サブコマンドによって指定された所有者
か、またはこのプランの最新の所有者の許可
ID になります。 これがリモート再バインドで
あり、サブコマンドで OWNER が指定されて
いなかった場合には、“REMOTE OWNER” が
出力されます。
plan-id BIND サブコマンドで指定されたアプリケーシ
ョン・プランの名前。アプリケーション・プラ
ンが指定されていない場合には、ブランクにな
ります。
dbrm name
示されたオブジェクトへの参照を含む DBRM
の名前。
statement number
オブジェクトの名前を参照する SQL ステート
メントの番号。
object name
DB2 カタログに定義されていないオブジェク
トの名前。
システムの処置: エラーが検出されず、
VALIDATE(RUN) が有効であれば、有効なプランが作成
されます。
システム・プログラマーの応答: ステートメントが実行
される前に、示された表が作成されているようにしてく
ださい。そうしないと、このステートメントを実行する
と、エラーになります。
このステートメントは、ステートメントが実行されるた
びに動的にバインドされます。 パフォーマンスを向上
させるには、指示されたオブジェクトを作成したあと

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

で、アプリケーション・プログラムを REBIND してく
ださい。
DSNX101I

bind-type SQL WARNING USING
authorization-id AUTHORITY
PLAN=plan-id DBRM=dbrm name
STATEMENT=statement number THE
SPECIFIED AUTHORIZATION-ID DOES
NOT HAVE THE PRIVILEGE TO
PERFORM OPERATION op name ON
OBJECT object name

説明: 示されている許可 ID が、アプリケーション・
プランを実行するのに必要な特権をもっていません。
bind-type
警告が出る原因となった BIND サブコマンド
のタイプ。 BIND または REBIND
authorization-id
バインド処理中に用いられる許可 ID。 BIND
サブコマンドの場合は、プランの所有者の許可
ID になります。 REBIND サブコマンドの場合
は、サブコマンドで指定された所有者またはプ
ランの最新の所有者の許可 ID になります。
これがリモート操作であり、サブコマンドに
OWNER が指定されていない場合は、REMOTE
OWNER が表示されます。
plan-id BIND サブコマンドで指定されたアプリケーシ
ョン・プランの名前。 アプリケーションのプ
ランが指定されなかった場合、このフィールド
はブランクになります。
dbrm name
未許可の操作を含む DBRM の名前。
statement number
未許可の操作を含む SQL ステートメントのス
テートメント番号。
システムの処置: エラーが検出されず、
VALIDATE(RUN) が有効であれば、有効なプランが作成
されます。
システム・プログラマーの応答: ステートメントを実行
する前に、以下のいずれかの処置をとってください。
それ以外の場合は、このステートメントを実行すると、
エラーとなります。
v このアプリケーション・プランに対する最新の BIND
サブコマンドの呼び出し側が適切な権限を必ず持つよ
うにしてください。
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DSNX102I
v このアプリケーション・プランのすべての操作を実行
する権限をもつ許可 ID を使用して、BIND サブコマ
ンドを再び呼び出す。
このステートメントは、ステートメントが実行されるた
びに動的にバインドされます。 パフォーマンスを向上
させるには、このアプリケーション・プランに対する
BIND サブコマンドの呼び出し側に適切な許可が与えら
れたあとで、アプリケーション・プログラムを再びバイ
ンドしてください。
DSNX102I

bind-type SQL WARNING USING
authorization-id AUTHORITY
PLAN=plan-id DBRM=dbrm name
STATEMENT=statement number THE
REQUIRED INDEX HAS NOT BEEN
CREATED ON TABLE table name IN
PARTITIONED TABLESPACE table
space name

説明: 索引がまだ作成されていないときに、表スペース
の表 (両方ともメッセージに指定されます) を参照しよ
うとしました。
bind-type
警告が出る原因となった BIND サブコマンド
のタイプ。 BIND または REBIND
authorization-id
バインド処理中に用いられる許可 ID。 BIND
サブコマンドの場合は、プランの所有者の許可
ID になります。 REBIND サブコマンドの場合
は、サブコマンドで指定された所有者またはプ
ランの最新の所有者の許可 ID になります。
これがリモート操作であり、サブコマンドに
OWNER が指定されていない場合は、REMOTE
OWNER が表示されます。
plan-id BIND サブコマンドで指定されたアプリケーシ
ョン・プランの名前。 アプリケーションのプ
ランが指定されなかった場合、このフィールド
はブランクになります。
dbrm name
示された表への参照がある DBRM の名前。
statement number
示された表を参照する SQL ステートメントの
ステートメント番号。
システムの処置: エラーが検出されず、
VALIDATE(RUN) が有効であれば、有効なプランが作成
されます。

いと、このステートメントを実行すると、エラーになり
ます。 このステートメントは、ステートメントが実行
されるたびに動的にバインドされます。 パフォーマン
スを向上させるには、必要な索引を作成したあとで、ア
プリケーション・プログラムを再バインドしてくださ
い。
DSNX103I

説明: アプリケーションの分離レベルと表スペースの
LOCKSIZE との間に矛盾の可能性があるために、表スペ
ースのロックが、アプリケーションの保全性を保護する
ために使用されています。
bind-type
警告が出る原因となった BIND サブコマンド
のタイプ。 BIND または REBIND
authorization-id
バインド処理中に用いられる許可 ID。 BIND
サブコマンドの場合は、プランの所有者の許可
ID になります。 REBIND サブコマンドの場合
は、サブコマンドで指定された所有者またはプ
ランの最新の所有者の許可 ID になります。
これがリモート操作であり、サブコマンドに
OWNER が指定されていない場合は、REMOTE
OWNER が表示されます。
plan-id BIND サブコマンドで指定されたアプリケーシ
ョン・プランの名前。 アプリケーションのプ
ランが指定されなかった場合、このフィールド
はブランクになります。
dbrm name
示された表への参照がある DBRM の名前。
statement number
示された表を参照する SQL ステートメントの
ステートメント番号。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
ランが作成されます。表スペースのロックが使用されま
す。 RR 分離レベルはそのまま保持されます。
システム・プログラマーの応答: 表スペースのロックが
必要ない場合は、分離レベル UR、CS、または RS を
使用してください。

システム・プログラマーの応答: ステートメントを実行
する前に、区分表スペースの示された表に関する必要な
索引が作成されているようにしてください。 そうしな
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bind-type SQL WARNING USING
authorization-id AUTHORITY
PLAN=plan-id DBRM=dbrm name
STATEMENT=statement number BIND
ISOLATION LEVEL RR CONFLICTS
WITH TABLESPACE LOCKSIZE PAGE
OR LOCKSIZE ROW
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DSNX104I
DSNX104I

bind-type SQL WARNING USING
authorization-id AUTHORITY
PLAN=plan-id DBRM=dbrm name
STATEMENT=statement number THE
RESULT OF DECIMAL
MULTIPLICATION MAY CAUSE
OVERFLOW

説明: 算術式に 10 進法乗算が含まれており、ステート
メントを実行すると、オーバーフロー条件が起きる可能
性があります。 10 進法乗算を 10 進法除算の前に置く
ように式を再構成するか、または式のオペランドの精度
および位取りを変更すると、この問題を訂正することが
できます。 10 進法の乗算および除算の結果の精度と位
取りについては、DB2 SQL 解説書 の第 2 章を参照し
てください。
bind-type
警告が出る原因となった BIND サブコマンド
のタイプ。 BIND または REBIND
authorization-id
バインド処理中に用いられる許可 ID。 BIND
サブコマンドの場合は、プランの所有者の許可
ID になります。 REBIND サブコマンドの場合
は、サブコマンドで指定された所有者またはプ
ランの最新の所有者の許可 ID になります。
これがリモート操作であり、サブコマンドに
OWNER が指定されていない場合は、REMOTE
OWNER が表示されます。
plan-id BIND サブコマンドで指定されたアプリケーシ
ョン・プランの名前。 アプリケーションのプ
ランが指定されなかった場合、このフィールド
はブランクになります。
dbrm name
示された表への参照がある DBRM の名前。
statement number
示された表を参照する SQL ステートメントの
ステートメント番号。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
ランが作成されます。
DSNX105I

bind-type SQL WARNING USING
authorization-id AUTHORITY
PLAN=plan-id DBRM=dbrm name
STATEMENT=statement number
SQLCODE=sqlcode
SQLSTATE=sqlstateTOKENS=token
list

bind-type
警告が出る原因となったサブコマンドのタイ
プ。 BIND または REBIND
authorization-id
バインド処理中に使用される許可 ID。 BIND
サブコマンドの場合は、プランの所有者の許可
ID になります。 REBIND サブコマンドの場合
は、サブコマンドで指定された所有者またはプ
ランの最新の所有者の許可 ID になります。
これがリモート操作であり、サブコマンドに
OWNER が指定されていない場合は、REMOTE
OWNER が表示されます。
plan-id BIND サブコマンドで指定されたアプリケーシ
ョン・プランの名前。 アプリケーションのプ
ランが指定されなかった場合、このフィールド
はブランクになります。
sqlcode
特定の SQL 警告条件を識別するプロダクト固
有のコード。 このコードの値およびセマンテ
ィクスは、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコ
ード』で文書化されている SQL 戻りコードと
同じです。
sqlstate
特定の SQL 警告条件を示す共通コード。
dbrm name
問題のある DBRM の名前。
statement number
問題のある SQL ステートメントの番号。
token list
ブランクで区切られた、1 つまたは複数の一連
のトークン。 トークンの説明については、 9
ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』 を参照
してください。
システムの処置: エラーが検出されなければ、有効なプ
ランが作成されます。
システム・プログラマーの応答: このメッセージで示さ
れる特定の SQL 戻りコードについては、 9 ページの
『第 2 部 SQL 戻りコード』 を参照してください。
理由コードが負の場合、このステートメントは、実行す
るたびに動的にバインドされます。 パフォーマンスを
向上させるには、このステートメントを訂正したあと
で、あるいは、必要なオブジェクトが作成または変更さ
れたあとで、アプリケーション・プログラムをバインド
し直してください。

説明: SQL ステートメントの処理中に、SQL 警告コー
ドが生成されました。
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DSNX106I
DSNX106I

ATTEMPTED REBIND OF PACKAGE
pkg-id RESULTED IN A TOTAL OF
number ERRORS

説明: リモート REBIND の処理中に、エラーが検出さ
れました。 最初の REBIND のエラーだけが、特定のメ
ッセージを生成します。 追加のエラーは単純に合計さ
れて、その数がユーザーに戻されます。
pkg-id サブコマンドで指定されたパッケージの名前。
number
リモート REBIND におけるエラーの合計数。
システムの処置:
した。

パッケージは再バインドされませんで

システム・プログラマーの応答: 前に出たメッセージを
参照して、サブコマンドが失敗する原因となった、最初
のエラーを判別してください。
DSNX200I

bind-type SQL ERROR USING
authorization-id AUTHORITY
PLAN=plan-id DBRM=dbrm name
STATEMENT=statement number
SQLCODE=sqlcode
SQLSTATE=sqlstateTOKENS=token
list CSECT=csect name RDS
CODE=location code

説明: SQL ステートメントの処理中に、エラーが検出
されました。

sqlstate
検出された特定の SQL エラーを示す共通コー
ド。
dbrm name
エラーのある DBRM の名前。
statement-number
SQL エラーのあるステートメント番号。
token list
ブランクで区切られた 1 つまたは複数トーク
ンで、順序は任意です。これらは、 9 ページの
『第 2 部 SQL 戻りコード』の冒頭で説明さ
れているように、エラー・コードのテキストに
置き換えられるトークンです。
csect

問題を検出した CSECT の名前。

rds code
問題を検出した時点の CSECT のロケーション
を示す固有のコード。
システムの処置: アプリケーション・プランは作成され
ません。
システム・プログラマーの応答: 示された DBRM に関
連するアプリケーション・プログラムの、 SQL エラー
を訂正してください。 このプログラムを事前にコンパ
イルしてから、BIND サブコマンドを再び呼び出してく
ださい。
DSNX201I

bind-type BIND | REBIND
エラーの原因となった BIND サブコマンドの
タイプ。
authorization-id
バインド処理中に使用される許可 ID。 BIND
サブコマンドの場合は、プランの所有者の許可
ID が示されます。 REBIND サブコマンドの場
合には、サブコマンドで指定した所有者また
は、このプランの最新の所有者の許可 ID が示
されます。
plan-id BIND サブコマンドで指定されたアプリケーシ
ョン・プランの名前。 アプリケーション・プ
ランが指定されなかった場合、このフィールド
はブランクになります。
sqlcode
検出された特定の SQL エラーを示すプロダク
ト固有のコード。このコードの値および意味
は、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』
で文書化されている SQL 戻りコードと同じで
す。
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bind-type SQL ERROR USING
authorization-id AUTHORITY
PLAN=plan-id DBRM=dbrm name
STATEMENT=statement number SQL
CODE=sql code TOKENS=token list;
bind-type DBRM ERROR USING
authorization-id AUTHORITY
PLAN=plan-id DBRM dbrm name IS
IN AN INCONSISTENT STATE

説明: プリコンパイル処理の後、DBRM の内容が変更
されています。
bind-type
警告が出される原因となった BIND サブコマ
ンドのタイプ。BIND または REBIND
authorization-id
プランの所有者の許可 ID。
plan-id BIND または REBIND サブコマンドで指定さ
れたアプリケーション・プランの名前 (指定さ
れていない場合には、ブランクになります)。
dbrm name
エラーのある DBRM の名前。
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DSNX202I
アプリケーション・プランは作成され

必要とする、ロードに失敗した日付および時刻機能を実
行することができません。

システム・プログラマーの応答: 示された DBRM に関
連するアプリケーション・プログラムをプリコンパイル
してください。そして、BIND サブコマンドを再び呼び
出してください。

システムの処置: ロードは失敗しました。 DB2 の始動
は続行されます。

システムの処置:
ません。

DSNX202I

INVALID AMODE ATTRIBUTE FOUND
FOR DATE OR TIME INSTALLATION
REPLACEABLE EXIT ROUTINE
module-name

説明: DB2 の始動時に、リレーショナル・データ・シ
ステムのサブコンポーネントは、日付出口ルーチン
(DSNXVDTX) と時刻出口ルーチン (DSNXVTMX) をロ
ードします。 これらのルーチンは、属性 AMODE(31)
および RMODE(ANY) でリンク・エディットされてい
なければなりません。 メッセージの 'module-name' に
リストされたモジュールが、正しいアドレッシング属性
を備えていません。日付 / 時刻の LOCAL インストー
ル・オプションが指定されている場合、出口ルーチンが
必要とする日付および時刻機能のロードに失敗すると、
DB2 はその機能を実行することができません。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: DB2 が停止してか
ら、日付と時刻出口ルーチンを正しくリンク・エディッ
トする必要があります。 詳細については、 DB2 ユニバ
ーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理
ガイド の付録 B (第 2 巻) を参照してください。

# DSNX204I
#
#

’reason’ は以下のいずれかです。
0

DBD01 の表スペースを読み取ろうとして、エ
ラーが起こりました。 コンソールで異常終了
のメッセージと SYS1.LOGREC をチェックし
てください。

1

DSNDB06 の DBD は、以前のリリース・レベ
ルが求められているが、オブジェクトが現在ま
たはその後のリリースの DBD に存在する。

2

DSNDB06 の DBD に求められているのは、現
在のリリース・レベルであるが、オブジェクト
はその後のリリース・レベルの DBD に存在す
る。

3

DSNDB06 の DBD が予期するレベルは、使用
しているものより後のリリースのものである
が、後のリリース用のオブジェクトが DBD に
存在しない。

4

DSNDB06 の DBD に予期されたレベルがこの
版の DB2 に認識されない。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 が停止したとき
は、正しい AMODE および RMODE 制御ステートメン
トを使用して、日付および時刻出口ルーチンをリンク・
エディットし直す必要があります。 詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の付録 B (第 2 巻) を参照してく
ださい。
DSNX203I

LOAD OF THE DATE OR TIME
INSTALLATION REPLACEABLE EXIT
ROUTINE module-name FAILED WITH
MVS ABEND CODE = abend-code
REASON CODE = reason-code DB2
STARTUP WILL CONTINUE

説明: DB2 の始動時に、リレーショナル・データ・シ
ステムのサブコンポーネントは、日付出口ルーチン
(DSNXVDTX) と時刻出口ルーチン (DSNXVTMX) をロ
ードします。 EXIT ROUTINE 'module-name' のロード
時に、タスクの異常終了を引き起こすような異常終了コ
ードおよび理由コードを MVS が出しましたが、この異
常終了は抑止されました。 日付と時刻 LOCAL オプシ
ョンが指定されている場合、 DB2 は、出口ルーチンが

csect-name ERROR LOADING THE DB2
CATALOG, REASON reason: DB2
STARTED ACCESS(mode)

説明: カタログ・データベース (DSNDB06) の内部構
造 (DBD) が、見つからないかまたは DB2 の開始時に
矛盾があるかのどちらかです。 問題の詳細な説明を入
手するには、該当する理由を調べてください。

システムの処置: ロード・モジュールは削除されます。
DB2 の始動は続行されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

# mode は以下のいずれかです。
# *
#
#

DB01 表スペースをオープンできませんでし
た。表スペースをオープンできるまで、コード/
カタログのチェックは延期されます。

# MAINT DB01 表スペースをオープンできましたが、問
題が検出されました。インストール SYSADM
#
とインストール SYSOPR 以外の許可 ID への
#
アクセスは禁止されます。
#
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DSNX205I
システムの処置:
みです 。

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

DB2 は ACCESS(MAINT) を開始済

システム・プログラマーの応答: DB2 は
ACCESS(mode) モードで開始されました。この状態のと
きは CREATES、 ALTERS、 DROPS、 GRANT、
REVOKE、または BIND を実行しないでください。カ
タログやディレクトリーを壊す可能性があるからです。
DSNDB01.DBD01 表スペースを用いて問題を判別してく
ださい。 表スペースの不適切な REPAIR または
RECOVER が実行されているかもしれません。
ACCESS(MAINT) モードにあるうちに問題を修正して、
次に DB2 を停止してから開始してください。
DSNDB01.DBD01 表スペースのリカバリーに関する詳細
については、「DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド」の第 4 部 (第
1 巻) を参照してください。
問題判別: DB2 にエラーがあるかまたは表スペースが
矛盾した状態にあると思われる場合には、問題の識別お
よび報告については、DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
DSNX205I

csect-name THE DATA DEFINITION
CONTROL OBJECT DEFINITIONS AND
ATTRIBUTES ON MEMBER
member-name ARE NOT THE SAME.

説明: メンバー 'member-name' の 1 つまたは複数のデ
ータ定義制御オブジェクトの定義および属性が同じもの
ではありません。 データ定義制御オブジェクトのオブ
ジェクトおよび属性は、初期設定パラメーター・モジュ
ール DSNZPARM で定義されます。
システムの処置:

処理は続行されます。

システム・プログラマーの応答: DB2 データ共用グル
ープのすべてのメンバーに、同じデータ定義制御オブジ
ェクトの定義と属性を使用してください。 DSNZPARM
のデータ定義制御オブジェクトおよび属性の情報につい
ては、 DB2 インストレーション・ガイド の第 2 部を
参照してください。

| DSNX206I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

LOAD OF THE ACCESS CONTROL
AUTHORIZATION INSTALLATION
REPLACEABLE EXIT ROUTINE
module-name FAILED WITH MVS
ABEND CODE = abend-code AND
REASON CODE = reason-code DB2
STARTUP WILL CONTINUE

説明: DB2 の始動時に、Relational Data System サブコ
ンポーネントは、Access Control Authorization
(DSNX@XAC) 出口ルーチンをロードします。 EXIT
ROUTINE module-name のロードの際、MVS が、タス
クの異常終了を示す異常終了コードおよび理由コードを
出しました。しかし、異常終了は抑止されました。
DB2 は、許可検査を行うのに、Access Control
Authorization (DSNX@XAC) 出口ルーチンを使用しませ
ん。 DB2 許可検査が行われます。

| システムの処置: ロードは失敗しました。 DB2 の始動
| は続行されます。
| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: DB2 の停止後、
Access Control Authorization 出口ルーチンを適切にリン
ク・エディットする必要があります。詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の付録 B (第 2 巻) を参照してく
ださい。

| DSNX207I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

INVALID AMODE ATTRIBUTE FOUND
FOR ACCESS CONTROL
AUTHORIZATION INSTALLATION
REPLACEABLE EXIT ROUTINE
module-name

説明: DB2 の始動時に、Relational Data System サブコ
ンポーネントは、Access Control Authorization
(DSNX@XAC) 出口ルーチンをロードします。このルー
チンには、リンク・エディットされた属性 AMODE(31)
および RMODE(ANY) がなければなりません。メッセ
ージにリストされたモジュール module-name が、正し
いアドレッシング属性を備えていません。 DB2 は、許
可検査を行うのに、Access Control Authorization
(DSNX@XAC) 出口ルーチンを使用しません。 DB2 許
可検査が行われます。

| システムの処置: システムがロード・モジュールを削除
| します。 DB2 の始動は続行されます。
| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
| システム・プログラマーの応答: DB2 の停止後、正し
| い AMODE および RMODE 制御ステートメントを用い
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DSNX208E • DSNX209E
|
|
|
|
|

て、 Access Control Authorization 出口ルーチンを正し
くリンク・エディットする必要があります。詳細につい
ては、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版お
よび z/OS 版) 管理ガイド の付録 B (第 2 巻) を参照
してください。

# DSNX208E
#
#
#
#
#

csect-name ATTEMPTING TO START
DB2 WITH AN UNSUPPORTED CODE
LEVEL. REASON CODE reason
MISSING MAINTENANCE: maint
CURRENT LEVEL current-code-level
VALID LEVEL(S) valid-code-levels

# 説明: 開始中の DB2 メンバーのコード・レベルが、カ
# タログまたはその他の DB2 のコンポーネントと互換性
# がありません。
# reason は、次の問題を示しています。

# システム・プログラマーの応答: 以下のことを確認して
# ください。
# v 実行を試行しているリリース間で共存がサポートされ
ているか。
#
# v DB2 開始プロシージャーが正しいロード・ライブラ
リーのセットを指示しているか。
#
# v 正しい SPE が適用されているか。
# 問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
# トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
# 16
# DSNX209E
#
#
#
#
#

csect-name MEMBER member-name IS AT
A CODE LEVEL WHICH IS NOT
COMPATIBLE WITH THIS STARTING
OR MIGRATING MEMBER. REQUIRED
LEVEL: new-code-level KNOWN
LEVELS: known-code-levels

# 1
#
#

無効なコード・レベルを使用して DB2 を始動
しようとしています。欠落している保守 maint
は不明です。

# 2
#
#
#

カタログが必要とするコード・レベル
(current-code-level によって示される) が、有効
なコード・レベルではありません。欠落してい
る保守 maint は不明です。

# 3
#
#
#

前提条件、またはリリースのサポートに必要な
APAR が適用されていません。必要な APAR
またはコード・レベルは、maint に示されてい
ます。

# 4
#
#
#

前提条件またはリリースのサポートに必要な保
守は DB2 サブシステムに適用されています
が、maint によって示される保守がカタログに
適用されていません。

# システム・プログラマーの応答: 必要な SPE について
# 詳しくは、DB2 プログラム・ディレクトリーと予防サ
# ービス・プラン (PSP) の更新情報を調べてください。

# maint は、コード・レベルを示す APAR 番号またはト
# ークンです。欠落している保守レベルを DB2 が判別で
# きない場合、maint の値は UNKNOWN です。

# v 実行を試行しているリリース間で共存がサポートされ
ているか。
#

# current-code-level と valid-code-levels は、IBM サービス
# 技術員が使用するためのものです。
# このメッセージは、次の状況において出されます。
# v 開始した DB2 が以後のリリースからフォールバック
しており、適切な maint が適用されていない。
#

#
#
#
#
#
#
#

説明: 開始中の DB2 メンバーは DB2 カタログを更新
しますが、その DB2 メンバーのコード・レベルが、す
でに開始済みの DB2 メンバーのコード・レベルと互換
性がありません。前のコード・レベルの DB2 サブシス
テムに、正しい SPE を適用する必要があります。この
メッセージにあるコード・レベル情報は、IBM サービ
ス技術員が使用するためのものです。

# システムの処置: DB2 は、共存できない DB2 メンバ
# ーを検出した後、理由コード 00E7009D を出して終了し
# ます。

# 以下のことを確認してください。

# v DB2 開始プロシージャーが正しいロード・ライブラ
リーのセットを指示しているか。
#
# v グループ内のすべてのアクティブ・メンバーに正しい
SPE が適用されているか。
#
# 問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
# トされている診断項目 1 、2、 16、69 を収集してくだ
# さい。

# v 開始中の DB2 に、以後のリリース・レベルにあるデ
ータ共用グループ内で開始するための適切な共存 SPE
#
(maint によって示される) が存在しない。
#
# v 開始中の DB2 が、データ共用グループとの共存をサ
ポートしていないリリースのものである。
#
# システムの処置: DB2 は理由コード 00E7009D を出し
# て終了します。
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DSNX210I
# DSNX210I
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

csect_name - ACCESS CONTROL
AUTHORIZATION EXIT ROUTINE
(DSNX@XAC) HAS INDICATED THAT
IT SHOULD NOT BE CALLED, HAS
ABENDED OR HAS RETURNED AN
INVALID RETURN CODE DURING
function_code. RETURN CODE =
return_code, REASON CODE =
reason_code. CUMULATIVE ABENDS
DURING EXIT
PROCESSING=abend_count. EXIT
ROUTINE STATUS: stopped-running.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

説明: アクセス制御許可出口ルーチンからの戻りコード
により、許可検査を実行できないので出口ルーチンを呼
び出すべきでないこと、出口ルーチンが無効なコードを
戻したこと、または出口ルーチンの処理中に異常終了が
発生したことが示されています。このメッセージは、初
期化 (DB2 の始動) の呼び出し中か、出口ルーチンへの
許可検査の呼び出し中に出され、このことは機能コード
によって示されます。戻りコードと理由コードは、出口
ルーチンに対する EXPL パラメーターのフィールド
EXPLRC1 と EXPLRC2 に戻されます。

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

初期化中にエラーが発生した場合、出口ルーチンは停止
し、このことは stopped-running=STOPPED によって示
されます。許可検査中にメッセージが出された場合は、
出口ルーチンの実行を継続できます。許可検査の際に、
出口ルーチンの処理中の異常終了が原因でメッセージが
出された場合は、abend_count が 1 つ増え、
stopped-running の指示は RUNNING になります。DB2
が開始されてから 11 回目の異常終了が許可検査中に発
生すると (このことは abend_count = 000B によって示
される)、異常終了の許容限界を超え、stopped-running
の指示は STOPPED になります。

# システムの処置: このエラーが DB2 の開始中に発生し
# たか、許可検査中に発生したかによって、DB2 が実行
# する処置は異なります。
# v 初期化 - DB2 の開始:
#

– 戻りコードが 12 または予期しない値の場合:

#
#

- reason_code が 16 であれば、コード 00E70015
の異常終了が発生し、DB2 は終了します。

#
#
#
#

- reason_code が 16 でなければ、コード
00E70009 の異常終了が発生し、DB2 は後続の
許可検査をすべて実行し、出口は再度呼び出さ
れません。

#

– 出口ルーチンの処理中に異常終了が発生した場合:

#
#

- reason_code が 16 であれば、DB2 は終了しま
す。
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#
#
#

- reason_code が 16 でなければ、DB2 は後続の
許可検査をすべて実行し、出口は再度呼び出さ
れません。

# v 許可検査:
#

– 戻りコードが 12 または予期しない値の場合:

#
#
#

- 初期化の reason_code が 16 であれば、コード
00E70015 の異常終了が発生し、 DB2 は終了し
ます。

#
#
#
#

- 初期化の reason_code が 16 でなければ、コー
ド 00E70009 の異常終了が発生し、DB2 は後続
の許可検査をすべて実行し、出口は再度呼び出
されません。

#
#
#
#
#
#

– 出口ルーチンの処理中に異常終了が発生した場合
は、出口ルーチンが再度呼び出されなくなるまで
に、少数の異常終了は許容されます。現在、その回
数は 10 に設定されています。異常終了の許容限界
を超えるまで、出口ルーチンの実行は継続します。
また、次のことが発生します。

#
#

- 初期化の reason_code が 16 であれば、DB2 は
終了します。

#
#

- 初期化の reason_code が 16 でなければ、DB2
は後続の許可検査をすべて実行します。

# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: reason_code の説明に
ついては、アクセス制御許可出口ルーチンの資料を参照
してください。その理由コードが出される原因になった
状態を訂正してください。

# 出口ルーチンの処理中の異常終了が原因でこのメッセー
# ジが出された場合は、システム・ログを検索して異常終
# 了の原因を判別し、状態を訂正してください。
# DB2 が終了した場合は、DB2 を再始動してください。
# DB2 が終了しなかった場合は、DB2 を再始動して出口
# を再活動化する必要があります。
#
#
#
#

問題判別: アクセス制御許可出口ルーチンは DB2 の外
部にあるので、return_code と reason_code の説明、お
よび問題の解決策については、出口ルーチンの資料を参
照してください。

#
#
#
#
#

出口ルーチンの処理中の異常終了が原因でこのメッセー
ジが出された場合は、システム・ログ内のメッセージか
ら異常終了の原因を判別し、対処してください。異常終
了に関する詳しい情報を見付けるには、出口とほぼ同時
に出されたシステム・メッセージを探してください。
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DSNX905I
DSNX905I

csect-name PROCEDURE OR
FUNCTION name TERMINATED
ABNORMALLY ASID= asid WLM_ENV=
wlmenv

説明: SQL アプリケーションで SQL CALL ステート
メントを実行しようとしたときに、ストアード・プロシ
ージャーが異常終了しました。
name

異常終了したストアード・プロシージャーまた
は機能の名前。

asid

ストアード・プロシージャーが実行された
MVS アドレス・スペースの ASID。

wlmenv ストアード・プロシージャーが実行された
WLM アプリケーション環境の名前。 プロシ
ージャーを DB2 で設定されたストアード・プ
ロシージャー・アドレス・スペースで実行した
場合は、このフィールドはブランクになりま
す。
システムの処置: SQL CALL ステートメントが失敗し
て、SQL アプリケーションが強制的にロールバックし
ました。
システム・プログラマーの応答: 異常終了の原因を訂正
してください。 訂正によってストアード・プロシージ
ャーを再リンク・エディットする必要がある場合は、訂
正した MVS ロード・モジュールを再ロードする必要が
あります。 ストアード・プロシージャーを実行した環
境に応じて、異なるコマンドを使用してこの再ロードを
行わなければなりません。
WLM によって設定されたストアード・プロシージャ
ー・アドレス・スペースで実行した場合は、 MVS
VARY WLM,APPLENV=name,REFRESH コマンドを出
してください。
DB2 で設定されたストアード・プロシージャー・アド
レス・スペースで実行した場合は、 -START
PROCEDURE コマンドを出してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、4、
5。
DSNX906I

csect-name PROCEDURE OR
FUNCTION name TERMINATED
ABNORMALLY. THE PROCEDURE
HAS BEEN STOPPED.ASID= asid
WLM_ENV= wlmenv

説明: SQL アプリケーションで SQL CALL ステート
メントを実行しようとしたときに、ストアード・プロシ
ージャーが異常終了しました。

name

異常終了したストアード・プロシージャーまた
は機能の名前。

asid

ストアード・プロシージャーが実行された
MVS アドレス・スペースの ASID。

wlmenv ストアード・プロシージャーが実行された
WLM アプリケーション環境の名前。 プロシ
ージャーを DB2 で設定されたストアード・プ
ロシージャー・アドレス・スペースで実行した
場合は、このフィールドはブランクになりま
す。
システムの処置: SQL CALL ステートメントが失敗し
て、SQL アプリケーションが強制的にロールバックし
ました。
プロシージャー procname の異常終了カウントに達しま
した。プロシージャーは停止し、プロシージャーに対す
るその後の要求は拒否されます。
システム・プログラマーの応答: 異常終了の原因を訂正
してください。 訂正によってストアード・プロシージ
ャーを再びリンク・エディットする必要がある場合は、
訂正した MVS ロード・モジュールを再ロードする必要
があります。 ストアード・プロシージャーを実行した
環境に応じて、異なるコマンドを使用してこの再ロード
を行わなければなりません。
WLM によって設定されたストアード・プロシージャ
ー・アドレス・スペースで実行した場合は、 MVS
VARY WLM,APPLENV=name,REFRESH コマンドを出
してください。
DB2 で設定されたストアード・プロシージャー・アド
レス・スペースで実行した場合は、 -START
PROCEDURE コマンドを出してください。
適切なコマンドを出してストアード・プロシージャーの
ロード・モジュールを更新したら、-START
PROCEDURE コマンドを使用してそのストアード・プ
ロシージャーを活動化してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、4、
5。
DSNX908I

csect-name PROCEDURE OR
FUNCTION name WITH LOAD
MODULE module EXCEEDED CPU
RESOURCE LIMIT SSN= ssn PROC=
jclprocASID= asid WLM_ENV= wlmenv

説明: ALTER PROCEDURES カタログ表の ASUTIME
列が許可している以上の CPU サービス単位を、ストア
ード・プロシージャーが消費しました。 ストアード・
プロシージャーがループしている可能性があります。
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DSNX921I
name

プロセス中のストアード・プロシージャーまた
は機能の名前。

システムの処置:
れます。

module

ストアード・プロシージャーに関連する MVS
ロード・モジュール。

ssn

ストアード・プロシージャーを呼び出した
DB2 サブシステムの名前。

システム・プログラマーの応答: 使用不能になっている
リソースの問題を解決してください。 それから
-START PROCEDURE(*) コマンドを用いて、DB2 が
SQL CALL ステートメントを受け入れるようにしてく
ださい。

jclproc

このストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースの開始に使用した JCL PROC の名
前。

asid

ストアード・プロシージャーが実行された
MVS アドレス・スペースの ASID。

wlmenv ストアード・プロシージャーが実行された
WLM アプリケーション環境の名前。 プロシ
ージャーを DB2 で設定されたストアード・プ
ロシージャー・アドレス・スペースで実行した
場合は、このフィールドはブランクになりま
す。
システムの処置: DB2 は、ストアード・プロシージャ
ーと関連する TCB を切り離すので、ストアード・プロ
シージャーの異常終了の原因になります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマーの応答: ストアード・プロシー
ジャーがループしているときは、ストアード・プロシー
ジャーを訂正してください。
ストアード・プロシージャーが正常に実行されている場
合は、ストアード・プロシージャーに関連する
CREATE PROCEDURES 行の ASUTIME 値を大きくし
てください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、4、
5。
DSNX921I

csect-name SOME SQL CALL
STATEMENTS CANNOT BE
PROCESSED, BECAUSE REQUIRED
RESOURCES ARE NOT AVAILABLE
REASON=reason TYPE=type
NAME=name

説明: リソースが使用できなかったために、DB2 は
SYSIBM.SYSROUTINES カタログ表と関係するオブジェ
クト属性の妥当性検査ができませんでした。
reason

リソースの使用不可能について説明している
DB2 理由コード。

type

リソースのタイプ。

name

リソースの名前。
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SQL CALL ステートメントは拒否さ

オペレーターの応答: reason コード、type コード、
name をメモしておいてください。 収集データの説明に
ついては、「問題の判別」の項を参照してください。
問題判別: 理由コードが、リソースが利用できない理由
を示しています。 理由コードについては、第 4 部「理
由コード」で説明されています。 メッセージ
DSNT500I に定義されている表を用いて、このメッセー
ジが示すリソースのタイプを見つけてください。
DSNX922I

csect-name BEGINNING
DISCONNECTION OF STORED
PROCEDURE ADDRESS SPACES

説明: このメッセージは、-STOP DB2 の処理中に出力
されます。このメッセージは、 DB2 SQL 処理が静止
し、DB2 がストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースの終了処理を始めたことを示します。
DSNX923I

csect-name ALL STORED PROCEDURE
ADDRESS SPACES ARE NOW
DISCONNECTED.

説明: このメッセージは、-STOP DB2 の処理中に出力
されます。これは、ストアード・プロシージャー・アド
レス・スペースがすべて DB2 から切断され、 DB2 の
停止処理が続くことを示します。
WLM によって設定されたストアード・プロシージャ
ー・アドレス・スペースは、 DB2 からの切断された
後、WLM によって終了されます。
DSNX940I

csect-name - DISPLAY PROCEDURE
REPORT FOLLOWS-

説明: このメッセージは、-DISPLAY PROCEDURE コ
マンドの報告書出力の表題です。 このメッセージの後
に、DSNX941I と DSNX942I が出ます。 メッセージ
DSNX943I が表示される場合もあります。 報告書に関
して出る最後のメッセージは、メッセージ DSNX945I
です。
システムの処置: DISPLAY PROCEDURE コマンドの
処理は続行されます。
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DSNX941I
DSNX941I

PROCEDURE MODULE STATUS
ACTIVE QUEUED MAXQUE TIMEOUT
WLM_ENV

status

STARTED
ストアード・プロシージャーが SQL
CALL 要求を受け入れることができま
す。

説明: このメッセージは、DISPLAY PROCEDURE コ
マンドが生成したストアード・プロシージャーのリスト
の列見出しを表示します。 用語の定義は、以下のとお
りです。

STOPABN
ストアード・プロシージャーが、直前
のストアード・プロシージャーのアプ
リケーションの異常終了のために停止
しました。 ストアード・プロシージ
ャーに対する SQL CALL 要求は拒否
されました。

PROCEDURE
ストアード・プロシージャーの名前。
STATUS
ストアード・プロシージャーの状況。
ACTIVE
現在このストアード・プロシージャーを実行し
ている DB2 エージェントの数。

-START PROCEDURE コマンドを使
用すると、ストアード・プロシージャ
ーを STARTED の状況にすることが
できます。

QUEUED
このストアード・プロシージャーがスケジュー
ルされるのを現在待っている DB2 エージェン
トの数。

STOPQUE
ストアード・プロシージャーが停止し
ました。 ストアード・プロシージャ
ーに対する SQL CALL 要求は、スト
アード・プロシージャーが開始される
かまたはご使用のシステムで定義され
ているタイムアウト・インターバルが
満了するまで、キューに入れられま
す。

MAXQUE
DB2 の始動以来、このストアード・プロシー
ジャーがスケジュールされるのを待っている
DB2 エージェントの最大数。
TIMEOUT
DB2 の始動以来、このストアード・プロシー
ジャーがスケジュールされるのを待つ間に、こ
のプロシージャーに対する要求がタイムアウト
になった回数。

-START PROCEDURE コマンドを使
用すると、ストアード・プロシージャ
ーを STARTED の状況にすることが
できます。

WLM_ENV
このストアード・プロシージャーに対する
MVS ワークロード・マネージャー環境の名前

STOPREJ
STOP PROCEDURE
ACTION(REJECT) コマンドを出す
と、ストアード・プロシージャーがこ
の状況になります。 ストアード・プ
ロシージャーに対する SQL CALL 要
求は拒否されました。

システムの処置: DISPLAY PROCEDURE コマンドの
処理は続行されます。
DSNX942I

procedure module status active maxact
queued maxque timeout

-START PROCEDURE コマンドを使
用すると、ストアード・プロシージャ
ーを STARTED の状況にすることが
できます。

説明: このメッセージは、指定されたストアード・プロ
シージャーについて、DISPLAY PROCEDURE の情報を
リストします。列の定義は、以下のとおりです。
procedure
ストアード・プロシージャーの名前。
module

ストアード・プロシージャーに関連する MVS
ロード・モジュール。
'module' の列にブランクがある場合は、
'procedure' に対する要求で、MVS ロード・モ
ジュール名が、まだ決まっていない状態にある
ことを示しています。

ストアード・プロシージャーの状況。その状況
は、以下の値のいずれかです。

active

現在このストアード・プロシージャーを実行し
ている DB2 エージェントの番号。

maxact

DB2 の始動以来、並行してこのストアード・
プロシージャーを実行してきた DB2 エージェ
ントの最大数。
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DSNX943I
queued

このストアード・プロシージャーがスケジュー
ルされるのを、現在待機している DB2 エージ
ェントの数。

maxque DB2 が始動してから、これまで、このストア
ード・プロシージャーがスケジュールされるの
を待機した DB2 エージェントの最大数。
timeout

DB2 の始動以来、ストアード・プロシージャ
ーがスケジュールされるのを待つ間に SQL
CALL ステートメントがタイムアウトになった
回数。
SQL CALL ステートメントは、いくつかの理
由によりタイムアウトになる可能性がありま
す。
v STOP PROCEDURE ACTION(QUEUE) コマ
ンドを使用すると、ストアード・プロシージ
ャーを停止させることができ、プロシージャ
ーの要求を、ご使用のシステムで定義されて
いる時間間隔が満了になるまで、キューに入
れておくことができます。
v SQL CALL ステートメントのボリュームを
満足させるのに十分な MVS TCB が DB2
ストアード・プロシージャー・アドレス・ス
ペースにないことがあり得ます。
v DB2 ストアード・プロシージャーのアドレ
ス・スペースについて MVS の行うディスパ
ッチング優先順位が低すぎて、ストアード・
プロシージャーを時間内に処理できないこと
があります。

システムの処置: DISPLAY PROCEDURE コマンドの
処理は続行されます。

DSNX944I

説明: ストアード・プロシージャー機能が利用できない
とき、 START、STOP、および DISPLAY PROCEDURE
コマンドを出すと、このメッセージが返されます。ま
た、MVS START コマンドを使用して、ストアード・プ
ロシージャーのアドレス・スペースを開始すると、この
メッセージが出ることがあります。
以下の状態のときは、ストアード・プロシージャー機能
を利用できません。
v DB2 DSNZPARM モジュールに、ストアード・プロ
シージャーの JCL プロシージャー名の値を含んでい
ない場合。 この場合は、DB2 にストアード・プロシ
ージャー機能を開始できなくさせます。
v DB2 がストアード・プロシージャーのアドレス・ス
ペースを開始できなかった場合。 これは、ストアー
ド・プロシージャーの JCL プロシージャーに JCL
エラーが起きたことが原因になる場合があります。
v DB2 は MVS/XA 上で実行されていますが、MVS/XA
がストアード・プロシージャー機能をサポートしてい
ません。
システムの処置: START、STOP、または DISPLAY
PROCEDURE コマンドが進行中の場合は、そのコマン
ドが終了します。
MVS START コマンドがストアード・プロシージャーの
アドレス・スペースを開始させるのに用いられる場合
は、ストアード・プロシージャーのアドレス・スペース
が終了します。
DSNX945I

DSNX943I

PROCEDURES begin - end STOP (act)

説明: このメッセージは、STOP PROCEDURE コマン
ドがプロシージャー名に無効な値を指定して出したこと
を示しており、このため一連の範囲のプロシージャー名
を停止させました。このメッセージは、 DSNX940I、
DSNX941I、およびもしあれば DSNX942I の続きです。
begin

end

act

現在停止しているプロシージャー名の範囲にあ
る最初のプロシージャー名。
現在停止しているプロシージャー名の範囲にあ
る最後のプロシージャー名。
STOP PROCEDURE コマンドが提供するアク
ション。

システムの処置: DISPLAY PROCEDURE コマンドの
処理は続行されます。
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csect-name THE STORED PROCEDURE
FUNCTION IS NOT AVAILABLE

DISPLAY PROCEDURE REPORT
COMPLETE

説明: DISPLAY PROCEDURE コマンドからの出力が
完了しました。 このメッセージは、 DSNX940I、
DSNX941I、およびもしあれば DSNX942I の続きです。
システムの処置: DISPLAY PROCEDURE コマンドの
処理は続行されます。
DSNX946I

csect-name START PROCEDURE
SUCCESSFUL FOR token

説明: START PROCEDURE コマンドが正常終了しま
した。
token

START PROCEDURE コマンドで提供されたプ
ロシージャー名。

システムの処置: START PROCEDURE コマンドの処
理が続行されます。
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DSNX947I
DSNX947I

csect-name STOP PROCEDURE
SUCCESSFUL FOR token

説明:
た。

STOP PROCEDURE コマンドが正常終了しまし

token

STOP PROCEDURE コマンドで提供されたプ
ロシージャー名。

システムの処置: STOP PROCEDURE コマンドの処理
が続行されます。
DSNX950I

csect-name PROCEDURE procname HAS
NOT BEEN ACCESSED

説明: DISPLAY PROCEDURE コマンドで提供したプ
ロシージャー名が、まだ SQL CALL ステートメントに
よってアクセスされていません。指定された 'procname'
が、SYSIBM.SYSROUTINES カタログ表にない可能性が
あります。
procname
ストアード・プロシージャーの名前。
システムの処置: 追加して提供したプロシージャー名が
ある場合は、処理が続行されます。
DSNX951I

csect-name A STORED PROCEDURE
CANNOT ISSUE START/STOP
PROCEDURE COMMANDS

説明: ストアード・プロシージャーが START
PROCEDURE または STOP PROCEDURE コマンドを出
そうとしました。これは許されません。なぜなら
START PROCEDURE および STOP PROCEDURE コマ
ンドは、ストアード・プロシージャーのアドレス・スペ
ース・タスクを終了させる可能性があるからです。
システムの処置: START または STOP PROCEDURE
コマンドが拒否されます。

ド・プロシージャー・アドレス・スペースをサポートし
ています。
システムの処置:
す。
DSNX953E

DB2 への接続の試みが拒否されま

csect-name STORED PROCEDURE
JOBNAME OR STARTED TASK NAME
DOES NOT MATCH ZPARM

説明: MVS アドレス・スペースが自身を DB2 で設定
されたストアード・プロシージャーのアドレス・スペー
スとして DB2 に認識させようとしましたが、
JOBNAME またはアドレス・スペースの開始したタスク
名が、DB2 DSNZPARM モジュールに記録されているス
トアード・プロシージャーの MVS プロシージャー名と
一致しませんでした。
システムの処置: DB2 への接続の試みが拒否されま
す。
システム・プログラマーの応答: DB2 で設定されたス
トアード・プロシージャー・アドレス・スペースを
MVS コンソールから開始する場合は、DB2
DSNZPARM モジュールの値と一致する MVS プロシー
ジャー名を使用しなければなりません。
DSNX954I

csect-name ATTEMPT TO START DB2
で設定された STORED PROCEDURE
ADDRESS SPACE PROC= jclproc
FAILED

説明: DB2 DSNZPARM モジュールで指定された JCL
プロシージャー名を使用して、DB2 が、DB2 で設定さ
れたストアード・プロシージャー・アドレス・スペース
を開始しようとしました。 MVS は要求に失敗しまし
た。
始動時の失敗の原因として次のものが考えられます。
v JCL プロシージャーが見つからない

DSNX952I

csect-name THE DB2 で設定された
STOREDPROCEDURE ADDRESS
SPACE IS ALREADY STARTED

v プロシージャー内の JCL エラー
jclproc

ストアード・プロシージャー・アドレス・スペ
ースの開始に使用した JCL PROC の名前。

説明: DB2 は、DB2 で設定されたストアード・プロシ
ージャー・アドレス・スペースを 1 つしかサポートし
ません。

システムの処置: DB2 で設定されたストアード・プロ
シージャー・アドレス・スペースを使用することはでき
ません。

MVS アドレス・スペースが、 DB2 で設定されたスト
アード・プロシージャー・アドレス・スペースとして
DB2 に接続しようとしましたが、別の DB2 で設定され
たストアード・プロシージャー・アドレス・スペースが
すでに DB2 に接続されています。

システム・プログラマーの応答: エラーを訂正
し、-START PROCEDURE(*) コマンドを使用して DB2
で設定されたストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースを開始してください。

DB2 は、複数の WLM によって設定されたストアー
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DSNX955I
で、この機能がスケジュールされるのを待機し
た DB2 エージェントの最大数。

DSNX955I
説明: DISPLAY PROCEDURE または DISPLAY
FUNCTION コマンドのブランク行。
システムの処置:
ます。
DSNX956I

DISPLAY コマンドの処理は続行され

------ SCHEMA = schema

説明: このメッセージは DISPLAY PROCEDURE また
は DISPLAY FUNCTION コマンドで要求したスキーマ
の名前を報告します。
ストアード・プロシージャーまたは機能に対す
るスキーマの名前。

schema

システムの処置:
ます。
DSNX957I

DISPLAY コマンドの処理は続行され

権限のテストに失敗したストアード・プロシー
ジャーまたはユーザー定義機能。

システムの処置: START、STOP、DISPLAY のコマン
ドは続行されます。
DSNX958I

WLM_ENV
この機能に対する MVS ワークロード・マネー
ジャー環境の名前
システムの処置: DISPLAY SPECIFIC FUNCTION コ
マンドの処理は続行します。
DSNX960E

csect-name INSUFFICIENT AUTHORITY
FOR OBJECT object

説明: START、STOP または DISPLAY コマンドを出
すのを許可されていないのに、ストアード・プロシージ
ャーまたはユーザー定義機能 (UDF) に、これらのコマ
ンドを出すと、このメッセージが出ます。
object

TIMEOUT
この機能に対して最後の START SPECIFIC
FUNCTION コマンドを出してから、これま
で、スケジュールされるのを待機している間に
この機能がタイムアウトになった回数。

FUNCTION STATUS ACTIVE QUEUED
MAXQUE TIMEOUT WLM_ENV

csect-name SOME SQL CALL
STATEMENTS CANNOT BE
PROCESSED, BECAUSE THE 言語環境
プログラム ROUTINE CEEPIPI
CANNOT BE LOADED SSN= ssn
PROC= jclproc ASID= asid WLM_ENV=
wlmenv

説明: SQL CALL ステートメントを実行するには、
DB2 は言語環境プログラムインターフェース・モジュ
ール (CEEPIPI) をロードする必要があります。
CEEPIPI モジュールが、STEPLIB データ・セット、
JOBLIB データ・セット、または LPA ライブラリーの
ようなアクセス可能データ・セットに含まれていない場
合は、DB2 は 言語環境プログラムを呼び出して、スト
アード・プロシージャーまたは機能要求を処理すること
はできません。
ssn

説明: このメッセージは、DISPLAY SPECIFIC
FUNCTION コマンドが生成する外部機能のリストの列
見出しを表示します。 用語の定義は、以下のとおりで
す。

ストアード・プロシージャー・アドレス・スペ
ースを接続する先の DB2 サブシステムの名
前。

ssn

このストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースの開始に使用した JCL PROC の名
前。

FUNCTION
外部機能の名前。

asid

ロードが出されたアドレス・スペースの MVS
の ASID。

STATUS
機能の名前。
ACTIVE
現在この機能を実行している DB2 エージェン
トの数。

wlmenv ロードが出された WLM アプリケーション環
境の名前。プロシージャーを DB2 で設定され
たストアード・プロシージャー・アドレス・ス
ペースで実行した場合は、このフィールドはブ
ランクになります。

QUEUED
この機能がスケジュールされるのを、現在待機
している DB2 エージェントの数。

システムの処置: ストアード・プロシージャーの処理ま
たは機能を試行しているアドレス・スペースが終了しま
す。

MAXQUE
この機能に対して最後の START SPECIFIC
FUNCTION コマンドを出してから、これま

システム・プログラマーの応答: ストアード・プロシー
ジャー・アドレス・スペースの開始に使用された JCL
内の STEPLIB DD ステートメントを変更するか、すで

754

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNX961I
にこのアドレス・スペースにアクセスできるようになっ
ているライブラリーの 1 つに CEEPIPI モジュールをイ
ンストールしてください。
CEEPIPI モジュールがアクセス可能になったら、次の方
法のいずれかを使用して、失敗したストアード・プロシ
ージャー・アドレス・スペースを再開してください。
v エラーが WLM によって設定されたストアード・プ
ロシージャー・アドレス・スペースで発生した場合
は、 MVS VARY WLM,APPLENV=name,RESUME コ
マンドを使用してください。
v エラーが DB2 で設定されたストアード・プロシージ
ャー・アドレス・スペースで発生した場合は、
-START PROCEDURE(*) コマンドを使用してくださ
い。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

| DSNX961I
|
|
|
|
|
|

csect-name ATTEMPT TO PERFORM
JNI FUNCTION function FAILED FOR
STORED PROCEDURE procedure-name
SSN=ssn PROC=jclproc ASID=asid
CLASS=class-name
METHOD=method-name ERROR INFO=
error-information

| 説明: WLM によって設定されたストアード・プロシー
| ジャーのアドレス・スペースが、Java Native Interface
| (JNI) 機能を実行できませんでした。
|
|
|

function
失敗した JNI 機能。表示される可能性のある値
は、以下のとおりです。

|

CreateJavaVM

#

QueryJavaVM

#

ResetJavaVM

#
#

Destroy_JavaVM

#

FindClass

#
#

CallStaticMethod

|
|

GET_DEFAULTS

|

CREATE_VM

|
|

CALL_METHOD

JNI_GetDefaultJavaVMInitArgs
JNI_CreateJavaVM

CallStaticVoidMethodA

| procedure-name
呼び出されたストアード・プロシージャーの名前。
|

| ssn ストアード・プロシージャー・アドレス・スペース
が接続される DB2 サブシステムの名前。
|
|
|
|

jclproc
ストアード・プロシージャー・アドレス・スペース
の開始に使用した JCL プロシージャーの名前。

| asid
function の呼び出しが行われたアドレス・スペース
|
の MVS ASID。
|
| classname
呼び出す Java メソッドが入っているクラスの名
|
前。
|
| method
呼び出す Java メソッドの名前。
|
| error-information
Java エラーの toString メソッドからのエラー情
|
報。
|
| システムの処置: CALL ステートメントは失敗しま
| す。
| システム・プログラマーの応答: function の値に従っ
| て、適切なアクションをとってください。
# CreateJavaVM
LANGUAGE COMPJAVA の場合は、ET/390 DLL
#
がストアード・プロシージャー・アドレス・スペー
#
スの STEPLIB 連結内にあること、または OS/390
#
UNIX システム・サービスの外部リンクが DLL を
#
含む PDSE に正しく設定されていることを確認し
#
てください。 LANGUAGE JAVA の場合は、
#
JSPENV データ・セットにストリング
#
「JAVA_HOME」があれば、DB2 は LANGUAGE
#
JAVA ルーチンを実行するためにアドレス・スペー
#
スが初期化中であることを想定します。必要な機能
#
拡張を IBM Developer Kit for OS/390, Java 2
#
Technology Edition に適用する必要があり、また
#
JAVAENV データ・セット内の JAVA_HOME 環境
#
変数がこの製品のホーム・ディレクトリーを参照し
#
ている必要があります。
#
# QueryJavaVM、ResetJavaVM、Destroy_JavaVM
エラー情報について、WLM アドレス・スペースの
#
出力を調べてください。 JVM がダンプをとった可
#
能性があるので、WLM が管理するストアード・プ
#
ロシージャーのアドレス・スペースに関連した ID
#
に対し、ホーム・ディレクトリーとして指定された
#
HFS ディレクトリーを調べてください。
#
//JSPDEBUG DD カードを使用している場合は、フ
#
ァイル server_stderr.txt に情報が書き込まれた可能
#
性があるので、WORK_DIR を調べてください。
#
# FindClass
ストアード・プロシージャー・アドレス・スペース
#
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DSNX962I
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

始動プロシージャーの JAVAENV DD ステートメ
ント内の CLASSPATH の設定値を調べて、その設
定が正しいことを確認してください。 JVM ランタ
イム・プロシージャーは、識別されたクラスで参照
されるすべてのクラスをロードします。参照された
クラスは、すべて CLASSPATH 内にあるようにし
てください。外部名に JAR 名を指定した場合は、
クラスが JAR ファイルに含まれていること、およ
び JAR ファイルの作成時にディレクトリー構造が
EXTERNAL NAME のパッケージ構造と一致してい
たことを確認してください。

add_entry
言語環境プログラム PIPI の表に動的
に項目を追加します。
call_main
既存の言語環境プログラムの実行時環
境を使用して、主プログラムのストア
ード・プロシージャーを実行します。
call_sub
既存の言語環境プログラムの実行時環
境を使用して、サブプログラムのスト
アード・プロシージャーを実行しま
す。

# CallStaticMethod
このメッセージの error-information にある情報を使
#
用して、問題を訂正してください。 エラー情報に
#
ついて、WLM アドレス・スペースの出力を調べて
#
ください。 JVM がダンプをとった可能性があるの
#
で、WLM が管理するストアード・プロシージャー
#
のアドレス・スペースに関連した ID に対し、ホー
#
ム・ディレクトリーとして指定された HFS ディレ
#
クトリーを調べてください。 //JSPDEBUG DD カ
#
ードを使用している場合は、ファイル
#
server_stderr.txt、または server_stdout.txt に情報が書
#
き込まれた可能性があるので、WORK_DIR を調べ
#
てください。
#
|
|
|
|
|
|

GET_DEFAULTS または CREATE_VM
ET/390 DLL がストアード・プロシージャー・アド
レス・スペースの STEPLIB 連結内にあること、ま
たは OS/390 UNIX システム・サービスの外部リン
クが DLL を含む PDSE に正しく設定されている
ことを確認してください。

|
|
|

CALL_METHOD
error-information に示されている問題を修正してく
ださい。
DSNX962I

csect-name THE Language Environment
CEEPIPI SERVICE RETURNED AN
UNEXPECTED RETURN CODE rc FOR
FUNCTION func SSN= ssn PROC=
jclproc ASID= asid WLM_ENV= wlmenv

説明: DB2 は、言語環境プログラム CEEPIPI サービ
スを用いてユーザー作成のストアード・プロシージャー
をロードし実行します。 言語環境プログラムの言語環
境戻りコード rc は、示されている言語環境プログラム
機能呼び出しには、予期されていなかったものです。
rc

CEEPIPI から受け取った戻りコード。

func

DB2 が要求する機能。 表示される可能性のあ
る値は、以下のとおりです。

delete_entry
言語環境プログラム PIPI の表から動
的に項目を削除します。
end_seq
CEEPIPI を使用している一連の呼び出
しを終了します。
identify
モジュールの作成に使用した言語を示
します。
init_main
言語環境プログラム実行時環境を作成
します。
init_sub_dp
言語環境プログラムのサブ実行時環境
を作成します。
term

言語環境プログラム実行時環境を終了
させます。

start_seq
CEEPIPI を使用している一連の呼び出
しを開始します。
ssn

ストアード・プロシージャー・アドレス・スペ
ースを接続する先の DB2 サブシステムの名
前。

jclproc

このストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースの開始に使用した JCL PROC の名
前。

asid

CEEPIPI エラーを検出した MVS アドレス・ス
ペースの ASID。

wlmenv CEEPIPI エラーを検出した WLM アプリケー
ション環境の名前。 プロシージャーを DB2
で設定されたストアード・プロシージャー・ア
ドレス・スペースで実行した場合は、このフィ
ールドはブランクになります。
システムの処置: ストアード・プロシージャーを実行す

756

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNX964I
る試みは失敗します。 DB2 ストアード・プロシージャ
ー・アドレス・スペースが新しく受け取ったストアー
ド・プロシージャー要求があれば、それを試行します。
システム・プログラマーの応答: CEEPIPI からの言語
環境プログラムの戻りコードは、「OS/390 言語環境プ
ログラム OS/390 および VM 版 プログラミング・ガイ
ド」に説明されています。
func の値が ’ADD_ENTRY’ であり、rc の値が
X'0000000C' である場合は、ストアード・プロシージャ
ーを作成するための言語環境プログラム用に活動化され
ていないコンパイラーを使用したために、このエラーが
発生したと考えられます。 DB2 ストアード・プロシー
ジャーのコンパイルには、言語環境プログラムをサポー
トしているコンパイラーを使用しなければなりません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている診断項目 1 を集めてください。
DSNX964I

DSNX966I

説明: DB2 は、言語環境プログラム CEEPIPI の
call_main または call_sub サービスを使用して、ユーザ
ー作成のストアード・プロシージャーを実行します。
CEEPIPI インターフェースが、ストアード・プロシージ
ャーの実行中に失敗を示す情報を返しました。
sp

CEEPIPI を用いて呼び出されたストアード・プ
ロシージャーまたは機能の名前。

erc

言語環境プログラムのエンクレーブの戻りコー
ド。

fi

1 つまたは 2 つのメッセージ ID を含む。 メ
ッセージ ID は、言語環境プログラムの条件ト
ークンから構成されます。

csect-name THE DB2-Established
STORED PROCEDURES ADDRESS
SPACE FOR SUBSYSTEM subs IS
STARTED

メッセージ ID は、以下のように構成されま
す。
v 単一メッセージ: Msg_No と組み合わされた
Facility_Id。
v 2 個のメッセージ: Class_Code と組み合わさ
れた Facility_Id、および、Cause_Code と組
み合わされた Facility_Id。

説明: DB2 で設定されたストアード・プロシージャ
ー・アドレス・スペースは、 SQL CALL ステートメン
トの処理に使用することができるようになりました。
subs

DB2 で設定されたストアード・プロシージャ
ー・アドレス・スペースが接続される DB2 サ
ブシステムの名前。

システムの処置:
DSNX965I

処理は続行されます。

csect-name THE DB2-Established
STORED PROCEDURES ADDRESS
SPACE FOR SUBSYSTEM subs IS
STOPPING

説明: DB2 で設定されたストアード・プロシージャ
ー・アドレス・スペースが終了中です。 DB2 で設定さ
れたストアード・プロシージャー・アドレス・スペース
にあるアクティブなストアード・プロシージャーが制御
をすべて DB2 に戻したとき、終了が発生します。
subs

DB2 で設定されたストアード・プロシージャ
ー・アドレス・スペースが接続された DB2 サ
ブシステムの名前。

システムの処置: DB2 は、現在実行中のストアード・
プロシージャーの処理を続行します。 DB2 で設定され
たストアード・プロシージャー・アドレス・スペースで
実行する SQL CALL ステートメントを新しく受け取る
と、その要求はキューに入ります。

csect-name STORED PROCEDURE OR
FUNCTION sp FAILED. Language
Environment ENCLAVE RC = erc,
FEEDBACK INFORMATION = fi SSN=
ssn PROC= jclproc ASID= asid
WLM_ENV= wlmenv

ssn

ストアード・プロシージャーまたは機能を呼び
出した DB2 サブシステムの名前。

jclproc

このストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースの開始に使用した JCL PROC の名
前。

asid

ストアード・プロシージャーが実行された
MVS アドレス・スペースの ASID。

wlmenv ストアード・プロシージャーが実行された
WLM アプリケーション環境の名前。 プロシ
ージャーを DB2 で設定されたストアード・プ
ロシージャー・アドレス・スペースで実行した
場合は、このフィールドはブランクになりま
す。
システムの処置: このストアード・プロシージャーを実
行する試みは失敗しました。 DB2 ストアード・プロシ
ージャー・アドレス・スペースが新しく受け取ったスト
アード・プロシージャー要求があれば、それを試行しま
す。
システム・プログラマーの応答: 言語環境プログラム・
エンクレーブの戻りコードおよび条件トークンについて
は、「OS/390 言語環境プログラム OS/390 および VM
版 プログラミング・ガイド」に記載されています。ほ
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DSNX967I • DSNX969I
とんどの場合は、フィードバック情報に言語環境メッセ
ージ番号が含まれています。 これらは、言語環境プロ
グラム (MVS および VM 版) に記載されています。

DSNX968I

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている診断項目 1 を集めてください。 4.
DSNX967I

csect-name ATTEMPT TO PERFORM
WLM FUNCTION func FAILED WITH
WLM RC= rc RSN= rsn SSN= ssn
PROC= jclproc ASID= asid WLM_ENV=
wlmenv

説明: WLM によって設定されたストアード・プロシー
ジャー・アドレス・スペースが、 WLM との通信に必
要な WLM 操作を実行することができませんでした。
func

失敗した WLM 機能。 表示される可能性のあ
る値は、以下のとおりです。
v IWMCONN
v IWMSSEL
v IWMSTBGN
v IWMSTEND

ssn

このストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースが接続された DB2 サブシステムの名
前。

jclproc

このストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースの開始に使用した JCL PROC の名
前。

asid

この機能を呼び出したアドレス・スペースの
MVS ASID。

wlmenv この機能を呼び出した WLM アプリケーショ
ン環境の名前。
システムの処置: エラーが起こったストアード・プロシ
ージャー・サービス・タスクは終了します。そのタスク
がアドレス・スペース内の最後のサービス・タスクであ
った場合は、そのアドレス・スペースは終了します。
WLM 戻りコードと理由コードは、 MVS/ESA SP 5.3
Workload Management Services に記載されています。
場合によっては、 WLM アプリケーションの定義が誤
っているか、静止状態になっていることが原因でこの障
害が発生します。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、4、
5。
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csect-name STORED PROCEDURE
ADDRESS SPACE IS UNABLE TO
CONNECT TO WLM BECAUSE
WLM_ENV = wlmenv IS STOPPED OR
QUIESCED

説明: WLM アプリケーション環境が停止状態または静
止状態になっていたため、 DB2 ストアード・プロシー
ジャー・アドレス・スペースが、 MVS のワークロー
ド・マネージャーのサービスに接続することができませ
んでした。
wlmenv ストアード・プロシージャー・アドレス・スペ
ースが開始されていた WLM アプリケーショ
ン環境の名前。
システムの処置: ストアード・プロシージャー・アドレ
ス・スペースは終了します。
システム・プログラマーの応答: ストアード・プロシー
ジャー・アドレス・スペースの JCL プロシージャーが
使用している WLM アプリケーション環境の名前を訂
正してください。
アプリケーション環境の状況を変更するには、以下のコ
マンドを使用してください。 MVS VARY
WLM,APPLENV=wlmenv,RESUME
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、4、
5。
DSNX969I

function status active queued maxque
timeout wlm_env

説明: このメッセージは、指定された外部機能に対し
て、DISPLAY SPECIFIC FUNCTION を出した場合の情
報をリストします。 列の定義は、以下のとおりです。
function 外部機能の名前。
status

機能の名前。 その状況は、以下の値のいずれ
かです。
STARTED
この機能は SQL ステートメントの要
求を受け入れることができます。
STOPABN
このすぐ前の機能アプリケーションが
異常終了したために、この機能が停止
しました。 この機能に対する SQL
ステートメントの要求が拒否されまし
た。 -START SPECIFIC FUNCTION
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DSNX970I
コマンドを使用すると、この機能を
STARTED の状況にすることができま
す。
STOPQUE
この機能は停止しました。 この機能
に対する SQL ステートメント要求
は、この機能が開始されるかまたはご
使用のシステムで定義したタイムアウ
ト期限になるまで、キューに入れられ
ます。 -START SPECIFIC FUNCTION
コマンドを使用すると、この機能を
STARTED の状況にすることができま
す。
STOPREJ
STOP SPECIFIC FUNCTION
ACTION(REJECT) コマンドを出した
ため、この機能がこの状況になりまし
た。 この機能に対する SQL ステー
トメント要求は、拒否されます。
-START SPECIFIC FUNCTION コマン
ドを使用すると、この機能を
STARTED の状況にすることができま
す。
active

現在この機能を実行している DB2 エージェン
トの数。

queued
この機能がスケジュールされるのを、現在待機
している DB2 エージェントの数。

DSNX970I

FUNCTION STATUS ACTIVE QUEUED
MAXQUE TIMEOUT WLM_ENV

説明: このメッセージは、DISPLAY SPECIFIC
FUNCTION コマンドが生成する外部機能のリストの列
見出しを表示します。 用語の定義は、以下のとおりで
す。
FUNCTION
外部機能の名前。
STATUS
機能の名前。
ACTIVE
現在この機能を実行している DB2 エージェン
トの数。
QUEUED
この機能がスケジュールされるのを、現在待機
している DB2 エージェントの数。
MAXQUE
この機能に対して最後の START SPECIFIC
FUNCTION コマンドを出してから、これま
で、この機能がスケジュールされるのを待機し
た DB2 エージェントの最大数。
TIMEOUT
この機能に対して最後の START SPECIFIC
FUNCTION コマンドを出してから、これま
で、この機能がスケジュールされるのを待機し
ている間に SQL ステートメントがタイムアウ
トになった回数。

maxque
この機能に対して最後の START SPECIFIC
FUNCTION コマンドを出してから、これま
で、この機能がスケジュールされるのを待機し
た DB2 エージェントの最大数。
timeout
この機能に対して最後の START SPECIFIC
FUNCTION コマンドを出してから、これま
で、この機能がスケジュールされるのを待機し
ている間に SQL ステートメントがタイムアウ
トになった回数。 STOP SPECIFIC FUNCTION
ACTION(QUEUE) コマンドで、機能を停止させ
たため、SQL ステートメントがタイムアウト
になり、その結果機能要求は、ご使用のシステ
ムで定義されている時間間隔の時間切れになる
まで、キューに入ることになります。
wlm_env
この機能に対する MVS ワークロード・マネー
ジャー環境の名前
システムの処置: DISPLAY SPECIFIC FUNCTION コ
マンドの処理は続行します。

WLM_ENV
この機能に対する MVS ワークロード・マネー
ジャー環境の名前
システムの処置: DISPLAY SPECIFIC FUNCTION コ
マンドの処理は続行します。
DSNX971I

FUNCTIONS begin - end STOP (act)

説明: このメッセージは、STOP SPECIFIC FUNCTION
コマンドが機能名のところにアスタリスク (’*’) を付け
て出されたことを示しており、それによって一連の範囲
の機能名を停止させることになりました。このメッセー
ジは DSNX975I、DSNX969I、該当する場合は、
DSNX970I の後に続いて出ます。
begin

現在停止している機能名の範囲にある最初の機
能名。

end

現在停止している機能名の範囲にある最後の機
能名。

act

STOP SPECIFIC FUNCTION コマンドで提供す
るアクション。
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DSNX972I
システムの処置: DISPLAY SPECIFIC FUNCTION コ
マンドの処理は続行します。
DSNX972I

DISPLAY FUNCTION SPECIFIC
REPORT COMPLETE

説明: DISPLAY FUNCTION SPECIFIC コマンドから
の出力が完了しました。 このメッセージは、
DSNX975I、 DSN969I、該当する場合は、 DSNX970I
の後に出ます。
システムの処置: DISPLAY FUNCTION SPECIFIC コ
マンドの処理が続行します。
DSNX974I

csect-name STOP FUNCTION SPECIFIC
SUCESSFUL FOR token

説明: STOP FUNCTION SPECIFIC コマンドで指定し
た機能名が、正常に終了しました。
STOP FUNCTION SPECIFIC コマンドで指定し
た機能名。

token

|
|

DSNX978I

|
|
|
|
|
|

説明: DISPLAY PROCEDURE コマンドは、追加メッ
セージ用のストレージを取得できませんでした。これ
は、DB2 の開始時から、DB2 アプリケーションによっ
てアクセスされるすべてのストアード・プロシージャー
を要求するような、特別に長い表示要求の場合にしか起
こらないはずです。

|

システムの処置:

csect-name - DISPLAY FUNCTION
SPECIFIC REPORT FOLLOWS-

説明: このメッセージは、DISPLAY FUNCTION
SPECIFIC コマンドの報告書出力の表題です。 この後に
DSNX969I と DSNX970I が続きます。 メッセージ
DSNX971I が表示される場合もあります。 この報告書
に関して出る最後のメッセージは、メッセージ
DSNX972I です。
システムの処置: DISPLAY FUNCTION SPECIFIC コ
マンドの処理が続行します。
DSNX977I

csect-name FUNCTION funcname HAS
NOT BEEN ACCESSED

表示は打ち切られます。

| システム・プログラマーの応答: 指定するプロシージャ
| ーの数を減らして、再度 -DISPLAY PROCEDURE コマ
| ンドを出してください。これは、DISPLAY
| PROCEDURE コマンドにデフォルト (*) を適用するの
| でなく、一部のプロシージャー名を指定することによっ
| て可能になります。
DSNX980E

システムの処置: STOP FUNCTION SPECIFIC コマン
ドの処理が続行します。
DSNX975I

DISPLAY TERMINATED DUE TO
INSUFFICIENT MESSAGE SPACE

csect-name ATTEMPT TO PERFORM
CALL ATTACH FUNCTION func
FAILED WITH DB2 SUBSYSTEM
subsys.RETURN CODE=rc, REASON
CODE=reason

説明: DB2 ストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースが、DB2 との通信に必要な DB2 呼び出し接続
操作を実行できませんでした。
func

失敗した DB2 呼び出し接続機能。表示される
可能性のある値は、以下のとおりです。
CONNECT
OPEN
CLOSE
DISCONNECT

subsys

呼び出し接続機能に関係する DB2 サブシステ
ムの名前。

rc

DB2 呼び出し接続戻りコード。

reason

DB2 理由コード。

説明: DISPLAY FUNCTION SPECIFIC コマンドで指
定した機能名を、まだ 1 回も SQL ステートメントが
アクセスしていません。 指定された 'funcname' が、
SYSIBM.SYSROUTINES カタログ表にない可能性があり
ます。

システムの処置: エラーが起こったストアード・プロシ
ージャー・サービス・タスクは終了します。これがアド
レス・スペースの最後のサービス・タスクである場合
は、 DB2 ストアード・プロシージャー・アドレス・ス
ペースが終了します。

funcname

システム・プログラマーの応答: DB2 呼び出し接続戻
りコードの原因および理由コードの判別については、
DB2 アプリケーション・プログラミングおよび SQL ガ
イド を参照してください。

機能の名前。
システムの処置: そのコマンドに提供された追加の機能
名について処理が続行されます。
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DSNX981E
DSNX981E

csect-name THE PARAMETER parm
CONTAINS AN INVALID VALUE
″string″ PROC= jclproc

説明: DB2 ストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースが、アドレス・スペースの開始に使用する JCL
パラメーターに無効な値を受け取りました。
parm

JCL パラメーターが正しく指定されていませ
ん。 表示される可能性のある値は、以下のと
おりです。
SUBSYS
このパラメーターは、以下の理由で無
効になることがあります。
v SUBSYS パラメーターがヌル値で
ある。
v SUBSYS パラメーターが長すぎ
る。
v SUBSYS パラメーターに無効な文
字が入っている。
NUMTCB
このパラメーターは、以下の理由で無
効になることがあります。
v NUMTCB パラメーターと直前のパ
ラメーターを分離するコンマが、パ
ラメーター・リストにない。

string

パラメーターに提供される値にエラーがありま
す。

jclproc

このストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースの開始に使用した JCL PROC の名
前。

システムの処置: DB2 ストアード・プロシージャー・
アドレス・スペースが終了します。
ストアード・プロシージャー・アドレス・スペースの設
定に MVS WLM を使用する場合は、 WLM は、アド
レス・スペースを開始する再試行を、さらに 2 回余分
に行います。 3 回の試行がすべて失敗した場合は、
WLM は、そのストアード・プロシージャー・アドレ
ス・スペースに関連する WLM 環境を静止させます。
システム・プログラマーの応答: DB2 ストアード・プ
ロシージャー・アドレス・スペースの呼び出しに使用す
る JCL パラメーターを訂正してください。
MVS WLM をストアード・プロシージャー・アドレ
ス・スペースの設定に使用している場合は、ストアー
ド・プロシージャー・アドレス・スペースに関連する
WLM アプリケーション環境 (wlmenv) を再開するため
に MVS VARY WLM,APPLENV=wlmenv,RESUME コマ
ンドが必要になる場合があります。
DSNX982I

v NUMTCB パラメーターがヌル値で
ある。
v NUMTCB パラメーターが数値以外
の文字を含んでいる。
v NUMTCB パラメーターの値がゼロ
である。
v NUMTCB パラメーターの値が負の
数である。

説明: WLM によって設定されたストアード・プロシー
ジャー・アドレス・スペースは、 DB2 との通信に必要
な RRS 接続操作を実行することができませんでした。
func

v NUMTCB パラメーターの値が DB2
ストアード・プロシージャー・アド
レス・スペースに許されている
TCB の最大値よりも大きい。
APPLENV
このパラメーターは、以下の理由で無
効になることがあります。
v APPLENV パラメーターとその前に
あるパラメーターを区切るコンマが
パラメーター・リストに存在しなか
った。
v APPLENV パラメーターの値が 18
文字を超えている。

csect-neme ATTEMPT TO PERFORM
RRS ATTACH FUNCTION func FAILED
WITH RRS ATTACH RC= rc RSN= rsn
SSN= ssn PROC = jclproc ASID= asid
WLM_ENV= wlmenv

失敗した RRS 接続機能。 表示される可能性
のある値は、以下のとおりです。
v SPAS_ID
v SPAS_INIT_SP
v SPAS_TERM_SP

ssn

RRS 接続機能に関連する DB2 サブシステムの
名前。

jclproc

ストアード・プロシージャー・アドレス・スペ
ースの開始に使用した JCL PROC の名前。

asid

機能を試行したアドレス・スペースの MVS
ASID。

wlmenv 機能を試行した WLM アプリケーション環境
の名前。
システムの処置: エラーが起こったストアード・プロシ
ージャー・サービス・タスクは終了します。そのタスク
第 21 章 DB2 メッセージ

761

DSNX983I
がアドレス・スペース内の最後のサービス・タスクであ
った場合は、そのアドレス・スペースは終了します。

マンドの処理は続行します。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。

DSNX985I

説明: プロシージャーはすべて、先行する DSNX956I
メッセージにリストされているスキーマに対して開始さ
れました。 このメッセージは、STOP PROCEDURE(*.*)
が有効であった場合にしか出ません。

問題判別:
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、4、 5。
DSNX983I

csect-name ALL PROCEDURES
STARTED FOR THIS SCHEMA.

システムの処置: DISPLAY PROCEDURE コマンドの
処理は続行されます。

csect-neme DB2 STORED PROCEDURE
SUPPORT CODE AND SUBSYSTEM
CODE ARE NOT AT THE SAME
LEVEL SSN= ssn PROC = jclproc

|
|
|

DSNX986I

説明: DB2 ストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースが DB2 サブシステムに接続することができま
せんでした。これは、ストアード・プロシージャー・ア
ドレス・スペースの DB2 コードのリリース・レベルが
DB2 サブシステムのコードのレベルと同じでないため
です。

|
|
|
|
|
|

説明: WLM 設定のストアード・プロシージャー・アド
レス・スペースは、それ自体を OS/390 UNIX システ
ム・サービス に登録することはできませんでした。
OS/390 UNIX システム・サービス は、アドレス・スペ
ースで稼働するストアード・プロシージャーが利用する
ことはできません。

ssn

ストアード・プロシージャー・アドレス・スペ
ースが接続しようとしていた DB2 サブシステ
ムの名前。

func

jclproc

ストアード・プロシージャー・アドレス・スペ
ースの開始に使用した JCL PROC の名前。

|
|
|
|

OS/390 UNIX システム・サービス BPX1SDD
呼び出し可能サービスが使用するダブ設定値。
これは DUBPROCESS でも DUBTHREAD で
も構いません。

|
|

rv

OS/390 UNIX システム・サービス BPX1SDD
呼び出し可能サービスが指定する戻り値。

|
|

rc

OS/390 UNIX システム・サービス BPX1SDD
呼び出し可能サービスが指定する戻りコード。

|
|

rsn

OS/390 UNIX システム・サービス BPX1SDD
呼び出し可能サービスが指定する理由コード。

|
|
|

ssn

このストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースが接続された DB2 サブシステムの名
前。

|
|
|

proc

このストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースの開始に使用した JCL PROC の名
前。

システムの処置: ストアード・プロシージャー・アドレ
ス・スペースは終了します。
システム・プログラマーの応答: ストアード・プロシー
ジャー・アドレス・スペースの JCL プロシージャー用
の STEPLIB 内の DB2 ライブラリー名を訂正してくだ
さい。 このライブラリー名は、DB2 サブシステム・ア
ドレス・スペースに使用されているライブラリー名と同
じにしてください。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、4、
5。
DSNX984I

csect-name ALL FUNCTIONS STARTED
FOR THIS SCHEMA.

説明: 機能はすべて、先行する DSNX956I メッセージ
にリストされているスキーマに対して開始されました。
このメッセージは、STOP FUNCTION SPECIFIC(*.*) が
有効であった場合にしか出ません。
システムの処置:
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DISPLAY SPECIFIC FUNCTION コ

ATTEMPT TO func FAILED WITH RV =
rv RC = rc RSN = rsn SSN = ssn
PROC = jclproc

| システムの処置: ストアード・プロシージャー・アドレ
| ス・スペースの初期化は継続します。 OS/390 UNIX シ
| ステム・サービス呼び出し可能サービスの戻り値、戻り
| コード、および理由コードは、「OS/390 UNIX システ
| ム・サービス メッセージおよびコード」に記載されて
| います。
|
|
|
|
|

問題判別: ほとんどの障害は、WLM 設定のストアー
ド・プロシージャー・アドレス・スペースに関連するユ
ーザー ID が RACF 定義されていないことに起因して
います。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の
識別と報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
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DSNX987I
| Reference の第 3 部を参照してください。
|
|
|
|
|
|

ユーザー ID のプロセス数を超えた可能性もあります。
インストール時に NUMBER OF TCBS を大きすぎる値
に設定すると、NUMTCB が UNIX システム・サービス
の MACPROCUSER の設定値を超えることがありま
す。詳しくは、「OS/390 UNIX システム・サービス メ
ッセージおよびコード」を参照してください。
DSNX987I

csect-name SCHEMA NAME schema-name
INVALID, COMMAND IGNORED

説明: DISPLAY、START、または STOP の、
FUNCTION SPECIFIC または PROCEDURE コマンドに
提供されている関数名またはプロシージャー名に、無効
なワイルドカード・スキーマ名が使用されています。
修飾ルーチン名は、全スキーマ名 (″*″、 ″*.*″ またはブ
ランク) を指定しなければなりません。
schema-name
無効文字を含むスキーマ名。

| DSNX990E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

csect-name IMS ODBA INITIALIZATION
FAILED BECAUSE THE CALLABLE
INTERFACE CANNOT BE LOADED

説明: IMS ODBA 呼び出し可能インターフェース・モ
ジュールは、ロードすることができません。ストアー
ド・プロシージャーからサポートされる IMS データベ
ース DL/I 呼び出しはありません。 AERTDLI というロ
ード・モジュールが、ストアード・プロシージャー・ア
ドレス・スペース始動プロシージャーの DFSRESLB
DD カード・ステートメントで指定された区分データ・
セット内にあるか確認してください。

| システムの処置: ストアード・プロシージャー・アドレ
| ス・スペースの初期化は継続します。
| DSNX991I
|

csect-name IMS ODBA INITIALIZATION
COMPLETED

システムの処置: START、STOP、DISPLAY のコマン
ドは拒否されます。

|
|
|
|

DSNX988I

| システムの処置: ストアード・プロシージャー・アドレ
| ス・スペースの初期化は継続します。

csect-name ALL OTHER FUNCTIONS IN
OTHER SCHEMAS STOPPED act

説明: STOP FUNCTION SPECIFIC(*.*) は現在有効で
す。前述の DSNX969、DSNX971、および DSNX976 メ
ッセージにリストされていない関数はすべて停止された
act です。
act

STOP FUNCTION コマンドが提供するアクシ
ョン。

システムの処置: DISPLAY SPECIFIC FUNCTION コ
マンドの処理は続行します。
DSNX989I

csect-name ALL OTHER PROCEDURES
IN OTHER SCHEMAS STOPPED act

説明: STOP PROCEDURE(*.*) が現在有効になってい
ます。前述の DSNX942、DSNX943、および DSNX950
メッセージにリストされていない関数はすべて停止され
た act です。
act

STOP PROCEDURE コマンドが提供するアク
ション。

システムの処置: DISPLAY PROCEDURE コマンドの
処理は続行されます。

説明: IMS ODBA 呼び出し可能インターフェースの初
期化が完了しました。ストアード・プロシージャー・ア
プリケーションは、DL/I 呼び出しを使用して IMS デー
タベースにアクセスすることができます。

| DSNX992E
|
|
|
|
|

csect-name IMS ODBA INITIALIZATION
FAILURE, AIB RC = rc

説明: IMS ODBA 呼び出し可能インターフェースの初
期化が失敗しました。ストアード・プロシージャー・ア
プリケーションは、DL/I 呼び出しを使用して IMS デー
タベースにアクセスすることができません。

| rc
|
|
|
|
|

CIMS INIT 呼び出しに関して IMS が指定する
AIB 戻りコード。障害に関して詳しくは、
「IMS アプリケーション・プログラミング: デ
ータベース管理プログラム」の『DL/I 戻りコ
ードおよび理由コード』の節を参照してくださ
い。

| システムの処置: ストアード・プロシージャー・アドレ
| ス・スペースの初期化は継続します。
| DSNX993I
|
|
|

csest-name CALL TO REXX
PROCEDURE execname FAILED,
FUNCTION = function RC = rc RSN =
rsn

| 説明: REXX ストアード・プロシージャーを実行する
| 環境を設定する試みが失敗しました。以下の一連の情報
| を使用して、エラーを特定してください。
|
|

execname
REXX exec の名前。
第 21 章 DB2 メッセージ
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DSNX994I
| function 失敗した TSO または REXX 機能呼び出し。
値は、IKJTSOEV、 IRXINIT、または
|
IRXEXEC のうちのいずれかになります。
|
IKJTSOEV 関数について詳しくは、「OS/390
|
TSO/E Programming Services」を参照してくだ
|
さい。IRXINIT および IRXEXEC について
|
は、「OS/390 TSO/E REXX 解説書」を参照し
|
てください。
|
| rc
|
|
|
|

TSO または REXX が提供する、特定の機能に
関する戻りコード。戻りコードの説明について
は、「OS/390 TSO/E Programming Services」お
よび「OS/390 TSO/E REXX 解説書」を参照し
てください。

| reason TSO または REXX が提供する、特定機能に関
する理由コード。理由コードの説明について
|
は、「OS/390 TSO/E Programming Services」お
|
よび「OS/390 TSO/E REXX 解説書」を参照し
|
てください。
|
| システムの処置: ストアード・プロシージャー・アドレ
| ス・スペースの初期化は継続します。
|
|
|
|
|
|
|

問題判別: ストアード・プロシージャー・アドレス・ス
ペース始動プロシージャーの SYSTSPRT DD カードに
関連するファイルを調べてください。このファイルに
は、失敗した機能に関して TSO が出した診断メッセー
ジが入っています。 SYSTSPRT に示されるメッセージ
については、「OS/390 TSO/E メッセージ」を参照して
ください。

# DSNX994I
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

SCOPE(GROUP) COMMAND CANNOT
BE PROCESSED DUE TO COMMAND
ALREADY IN PROGRESS

説明: SCOPE(GROUP) を指定した -DISPLAY
PROCEDURE、-START PROCEDURE、-STOP
PROCEDURE、-DISPLAY FUNC- TION、-START
FUNCTION、または -STOP FUNCTION の各コマンド
が、SCOPE(GROUP) コマンドを処理している別のデー
タ共用メンバーと同時に出されました。DB2 は、これ
らのコマンドのシリアライズに必要なロックを獲得でき
ませんでした。

# 重大度: 8 (エラー)
# システムの処置: データ共用グループのどのメンバーに
# 対してもコマンドは処理されません。
# ユーザーの処置: コマンドを再入力してください。
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DSNY001I

SUBSYSTEM STARTING

説明: -START DB2 コマンドが受け入れられました。
このメッセージは、-START コマンドを出した MVS コ
ンソールに送られます。 DB2 サブシステムの始動処理
が完了すると、DSN9022I メッセージが出されます。 補
足情報については、DSN9022I メッセージを参照してく
ださい。
システムの処置:
DSNY002I

SUBSYSTEM STOPPING

システムの処置: DB2 サブシステムのシャットダウン
が開始されます。
SUBSYSTEM IS ALREADY ACTIVE

説明: DB2 サブシステムがすでにアクティブになって
いるため、-START DB2 コマンドは受け入れられませ
ん。 このメッセージのあとで、DSN9023I メッセージが
出されます。 補足情報については、DSN9023I メッセー
ジを参照してください。
DSNY004I

オペレーターの応答: -START DB2 コマンドを用いて
DB2 サブシステムを始動させた上で、拒否されたコマ
ンドを入力し直してください。
DSNY006I

DB2 の始動処理が開始されます。

説明: -STOP DB2 コマンドが受け入れられました。
DB2 サブシステムのシャットダウン処理が完了する
と、DSN9022I メッセージが出されます。 このメッセー
ジは、-STOP DB2 コマンドの入力元 (MVS MCS コン
ソールの場合)、または -START DB2 コマンドが入力さ
れた MVS コンソールに対して出されます。 補足情報
については、DSN9022I メッセージを参照してくださ
い。

DSNY003I

システムの処置: DB2 サブシステムの始動は終了しま
す。

SUBSYSTEM IS ALREADY STOPPING

説明: -STOP DB2 コマンドが受け入れられません。こ
れは、指定されたオプション (QUIESCE または
FORCE) を用いて DB2 サブシステムのシャットダウン
が進行しているか、または、前に FORCE オプションが
受け入れられているのに QUIESCE オプションが指定さ
れたためです。 このメッセージのあとで、DSN9023I メ
ッセージが出されます。 補足情報については、
DSN9023I メッセージを参照してください。

csect-name INVALID AMODE OR
RMODE ATTRIBUTE FOUND FOR
LOAD MODULE module name

説明: 初期設定プロシージャー・サブコンポーネントに
より、モジュールがロードされたときの AMODE 属性
または RMODE 属性が無効であることが検出されまし
た。このエラー・メッセージの 'module name' は、無効
なアドレッシング・モードまたは常駐モードをもつロー
ド・モジュールの名前です。
システムの処置:
す。

DB2 サブシステムの始動は終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに障害を
通知してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 に対するインス
トール活動および保守活動がすべて SMP を用いて実行
されたものであること、 SMP の JCLIN に正しい
AMODE および RMODE 制御ステートメントが含まれ
ていること、および、データ機能プロダクト (DFP) に
よって提供されるリンケージ・エディターが、 SMP に
よってリンク・エディット用に呼び出されたことを確認
してください。エラーの原因となったプロシージャーま
たは JCL を訂正した上で、必要な SMP ジョブを実行
し直してください。
問題判別: MVS SYS1.DUMP データ・セットに対し
て、DB2 ダンプが要求されています。 MVS の保守援
助機能 AMBLIST が、LISTLOAD 機能出力の要約セク
ションに、リンケージ・エディター・モジュールの属性
を示します。
DSNY007I

LOAD MODULE DSNHDECP DOES
NOT HAVE RMODE(24) ATTRIBUTE

システムの処置: DB2 サブシステムのシャットダウン
が続行されます。

説明: 指定されたロード・モジュールは、必要な
RMODE(24) 属性でリンク・エディットされていませ
ん。

DSNY005I

システムの処置: DB2 の始動は、理由コード 00E80160
によって異常終了します。

SUBSYSTEM STARTUP TERMINATED,
INVALID START COMMAND

説明: DB2 サブシステムは、-START DB2 コマンドを
用いなければ始動できません。
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し
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DSNY008I
システム・プログラマーの応答: DSNHDECP に対する
すべてのインストール活動および保守活動が、 SMP を
用いて実行されていることを確認してください。 SMP
用の JCLIN に、正しい AMODE および RMODE 制御
ステートメントが含まれていなければなりません。 ま
た、データ機能プロダクト (DFP) によって提供される
リンケージ・エディターが、 SMP によってリンク・エ
ディット用に呼び出されていなければなりません。 エ
ラーの原因となったプロシージャーまたは JCL を訂正
した上で、必要な SMP ジョブを実行し直してくださ
い。
問題判別: MVS の保守援助機能 AMBLIST により、
LISTLOAD 機能出力の要約セクションに、リンケー
ジ・エディター・モジュールの属性が示されます。
DSNY008I

SUBSYSTEM SHUTDOWN REQUEST
NOT ACCEPTED

説明: サブシステムの始動がシャットダウンを行える地
点まで完了していないため、 -STOP DB2 コマンドが受
け入れられません。 このメッセージのあとで、
DSN9023I メッセージが出されます。 補足情報について
は、DSN9023I メッセージを参照してください。
システムの処置: DB2 の始動が続行され、-STOP DB2
コマンドは無視されます。
ユーザーの処置: サブシステムの始動が完了したあと
で、-STOP DB2 コマンドを出し直してください。

| DSNY009I
|
|
|

SUBSYSTEM STARTING IN LIGHT
MODE, NORMAL TERMINATION TO
FOLLOW RELEASE OF RETAINED
LOCKS

| 説明: このメッセージは、DB2 の再始動時に、DB2 が
| ライト・モードで再始動する場合に出されます。
|

システムの処置:
DSNY010I

DB2 の始動は正常に継続します。

また、保守のアプリケーションの結果、モジュールが誤
ったロード・ライブラリーにリンク・エディットされて
いないかどうかも調べてください。

| DSNY015I
|
|
|

| 説明: DB2 は、DB2 が LIGHT(YES) キーワードで始
| 動し、システムがデータ共用に使用できない場合に、こ
| のメッセージを始動時に出します。
| システムの処置: DB2 の始動は、LIGHT(YES) キーワ
| ードを無視して、正常に継続します。
DSNY020I

システムの処置: 処理は続行されますが、DB2 サブシ
ステムまたは指定された DB2 アドレス・スペースにつ
いての測定された使用状況は記録されません。
プログラマーの応答: 測定された使用状況データが必要
な場合は、SMF タイプ 89 レコードが収集されて、 2
つの PTF が実行中のシステムに適用されていることを
確かめてください。 初期コードの変更には IPL が必要
です。
これらのレコードが記録されており、PTF が適用され、
アドレス・スペースがメッセージの中にあれば、 MVS
サービスの戻りコードがそのアドレス・スペース用とし
て ASCEMULC の中に見つかります。

説明: 示されたロード・モジュールのリリース / バー
ジョンは、始動されていた DB2 のバージョンでは、正
しいレベルではありません。
システムの処置: DB2 の始動は、理由コード 00E80161
によって異常終了します。
システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 正しいロード・ライブ
ラリーが使用されているかどうかを確認してください。

766

csect-name MEASURED USAGE DATA
IS NOT BEING RECORDED FOR
subsystem/address-space

説明: 記録すべき測定使用状況データについて、SMF
タイプ 89 レコードを集める必要があります。 2 つの
PTF を適用する必要があります。 1 つは初期コードに
対してであり、もう 1 つはベースに対してです。 2 つ
の PTF が活動化されるまで、測定された使用状況デー
タは記録できません。

LOAD MODULE module name IS NOT
AT THE CORRECT
RELEASE/VERSION LEVEL

オペレーターの応答:
てください。

LIGHT(YES) ON START DB2
COMMAND WAS IGNORED, SYSTEM
IS NOT ENABLED FOR DATA
SHARING
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DSNZ002I

src DSNZINIT SUBSYSTEM ssnm
SYSTEM PARAMETERS LOAD
MODULE NAME IS dsnzparm-name

説明: 'dsnzparm-name' DSNZPARM ロード・モジュー
ルを使って、 DB2 サブシステム ’ssnm' が始動されて
いる最中です。 このメッセージは、-START DB2 コマ
ンドを入力した MVS コンソールに書き込まれます。
また、このメッセージは、JES SYSLOG 内および
ssnmMSTR の JES ジョブ・ログにも表示されます。 こ
のメッセージには、オペレーターが入力した
DSNZPARM ロード・モジュール名か、または名前が入
力されなかった場合には、デフォルトの名前
(DSNZPARM) が含まれています。
システムの処置:
DSNZ003I

DB2 の始動処理が続行されます。

csect-name DSNZINIT CSECT parm-csect
NOT FOUND IN SYSTEM
PARAMETERS.

DSNZ004I

csect-name DSNZINIT INCORRECT
LEVEL wrong-level FOUND IN parm-csect
SYSTEM PARAMETERS. LEVEL
correct-level IS REQUIRED.

説明: システム・パラメーター・ロード・モジュール
CSECT 'parm-csect' に誤ったレベル ID が含まれていま
す。 CSECT には、'wrong-level' のレベル ID が含まれ
ており、始動中の DB2 は、'correct-level' の ID を必要
としています。
指定されたシステム・パラメーター・ロード・モジュー
ルが DB2 の別のリリース用のものである場合に、この
エラーが起こり得ます。 また、システム・パラメータ
ー・ロード・モジュールでなんらかの保守が欠落してい
る場合も、このエラーが起こり得ます。 この場合は、
'parm-csect' が下位レベルですから、再アセンブルする
必要があります。
システムの処置: DB2 のサブシステム始動処理が停止
されます。

説明: 指定した 'parm-csect' が、 DB2 の始動時に指定
されたシステム・パラメーター (ZPARM) 内に見つかり
ません。 この CSECT は、DB2 を始動させるのに必要
です。 この CSECT の抜けているシステム・パラメー
ター・ロード・モジュールの名前は、直前に出されたメ
ッセージ DSNZ002I の中で識別されます。

オペレーターの応答: 正しいシステム・パラメーター名
が指定されたことを確認してください。 正しい名前が
指定されていた場合には、システム・プログラマーに通
知してください。

指定されたシステム・パラメーター・ロード・モジュー
ルが DB2 の別のリリース用のものである場合に、この
エラーが起こり得ます。

v システム・パラメーター・ロード・モジュールは、始
動中の DB2 リリース用のものである。

システムの処置:
されます。

DB2 のサブシステム始動処理が停止

オペレーターの応答: 正しいシステム・パラメーター名
が指定されたことを確認してください。 正しい名前が
指定されていた場合には、システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答:
ください。

以下のことを確認して

v システム・パラメーター・ロード・モジュールは、始
動中の DB2 リリース用のものである。
v システム・パラメーター・ロード・モジュールをロー
ドするために正しいロード・ライブラリーを使用して
いる。
これらが正しい場合は、そのシステム・パラメーター・
ロード・モジュールを再アセンブルして、再リンク・エ
ディットしてください。
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システム・プログラマーの応答:
ください。

以下のことを確認して

v システム・パラメーター・ロード・モジュールをロー
ドするために正しいロード・ライブラリーを使用して
いる。
これらが正しい場合は、そのシステム・パラメーター・
ロード・モジュールを再アセンブルして、再リンク・エ
ディットしてください。

| DSNZ006I
|
|

src SUBSYS ssnm SYSTEM
PARAMETERS LOAD MODULE NAME
module-name IS BEING LOADED

| 説明: DB2 サブシステム ssnm が、module-name サブ
| システム・パラメーター・ロード・モジュールからパラ
| メーターをロードしています。
| システムの処置: サブシステム・パラメーターの DB2
| オンライン・リフレッシュは継続します。

767

DSNZ007I
| DSNZ007I
|
|
|
|
|
|

src SUBSYS ssnm SYSTEM
PARAMETERS LOAD MODULE NAME
module-name LOAD COMPLETE

説明: DB2 サブシステム ssnm が、サブシステム・パ
ラメーター・ロード・モジュール module-name をロー
ドし、すべてのリソース・マネージャーに通知しまし
た。

| DSNZ008I
|

src CSECT parm-csect NOT FOUND IN
SYSTEM PARAMETERS

| 説明: 示されている parm-csect が、 -SET SYSPARM
| コマンドで指定されたサブシステム・パラメーター・ロ
| ード・モジュールにありませんでした。このメッセージ
| の前に出されたメッセージ DSNZ007I で、この CSECT
| を欠落したサブシステム・パラメーター・ロード・モジ
| ュールの名前を識別します。
| システムの処置: サブシステム・パラメーターの DB2
| オンライン・リフレッシュは終了します。
| システム・プログラマーの応答: 以下のことを確認して
| ください。
| v システム・パラメーター・ロード・モジュールが、始
動した DB2 のリリース・レベルと一致している。
|
| v システム・パラメーター・ロード・モジュールをロー
ドするために正しいロード・ライブラリーを使用して
|
いる。
|
| これらが正しい場合は、そのシステム・パラメーター・
| ロード・モジュールを再アセンブルして、再リンク・エ
| ディットしてください。
| DSNZ009I
|
|
|

src INCORRECT LEVEL wrong-level
FOUND IN parm-csect SYSTEM
PARAMETERS.LEVEL correct-level IS
REQUIRED.

|
|
|
|
|

説明: このメッセージは、-SET SYSPARM コマンド処
理の間に出され、指定されたサブシステム・パラメータ
ー・ロード・モジュール CSECT parm-csect に入ってい
るレベル ID が誤っていることを示します。 CSECT
に、wrong-level のレベル ID が入っています。

|
|
|
|
|
|
|
|
|

アクティブ DB2 サブシステムには、correct-level のレ
ベル ID が必要です。このエラーの起こる可能性がある
のは、指定したサブシステム・パラメーター・ロード・
モジュールが、DB2 システムのリリース・レベルと一
致していない場合です。このエラーは、サブシステム・
パラメーター・ロード・モジュールに追加の保守が必要
な場合にも起こることがあります。後者の場合は、
parm-csect が下位レベルなので、再アセンブルが必要で
す。
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| システムの処置: サブシステム・パラメーターの DB2
| オンライン・リフレッシュは終了します。
| DSNZ010I
|
|
|

src SUBSYS ssnm SYSTEM
PARAMETERS LOAD MODULE NAME
module-name NOT FOUND, BLDL
R15=rc, R0=rsn

| 説明: サブシステム ssnm での -SET SYSPARM コマ
| ンド処理の際、指定したサブシステム・パラメーター・
| ロード・モジュール module-name が、MVS BLDL 処理
| の間に見つかりませんでした。 BLDL が、戻りコード
| rc と理由コード rsn を出しました。
|
|

システムの処置: サブシステム・パラメーターの DB2
オンライン・リフレッシュは終了します。

|
|
|

システム・プログラマーの応答: 示されているロード・
モジュールが存在し、 DB2 がそのロード・モジュール
にアクセスできることを確認してください。

| DSNZ011I
|
|
|
|
|
|

src SUBSYS ssnm SYSTEM
PARAMETERS SET TO STARTUP

説明: DB2 は、-SET SYSPARM コマンドに
STARTUP パラメーターが指定されているときに、この
メッセージを出します。このメッセージは、DB2 始動
時に指定されたサブシステム・パラメーターが現在有効
であることを示します。

| システムの処置: 処理は続行されます。
| DSNZ012I
|
|
|

src SUBSYS ssnm SYSTEM
PARAMETERS LOAD MODULE NAME
module-name NOT LOADED, LOAD
R15=rc, R1=rsn

| 説明: DB2 は、module-name のロードが失敗したサブ
| システム ssnm での -SET SYSPARM コマンド処理の際
| に、このメッセージを出します。 rc および rsn は、
| MVS LOAD からの戻りコードおよび理由コードです。
| システムの処置: サブシステム・パラメーターのオンラ
| イン・リフレッシュは終了します。
| DSNZ013I
|
|

src SUBSYS ssnm SYSPARM
COMMAND REJECTED, COMMAND
ALREADY IN PROGRESS

| 説明: 現行 -SET SYSPARM コマンドが、直前の -SET
| SYSPARM コマンドの処理のために拒否されました。
| システムの処置: このコマンドの、サブシステム・パラ
| メーターのオンライン・リフレッシュは拒否されます。
| ユーザーの処置: 直前の -SET SYSPARM コマンドの
| 完了後、このコマンドを再試行してください。
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DSNZ014I
| DSNZ014I
|
|
|

src PARAMETER parm-name IN CSECT
load-csect-name CANNOT BE CHANGED
ONLINE.PARAMETER CHANGE
IGNORED.

| 説明: load-csect-name のサブシステム・パラメーター
| parm-name が、その始動値と異なりますが、parm-name
| はオンラインで変更することができません。
|
|

システムの処置: DB2 は、パラメーター parm-name に
始動値を使用します。

第 23 章 DB2 メッセージ

769

770

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

第 24 章 DSN1... メッセージ
このメッセージのメッセージは、 DSN1LOGP、 DSN1COPY、 DSN1COMP、 DSN1PRNT、および
DSN1CHKR に適用されます。
示されている重大度 (’severity') の値は、メッセージが出されたジョブ・ステップから、ジョブ・ステップ
条件コードとして戻される値です。同じジョブ・ステップ中で、より高い重大度の値をもつ追加メッセージ
が出された場合は、高い方の値がジョブ・ステップ条件コードとして反映されます。
重大度の値の意味は、次のとおりです。
0
通知メッセージ。エラーは発生していません。
4
警告メッセージ。ユーザーが注意すべき条件が検出されています。 ユーザーは、さらに処置をと
る必要がある場合があります。
8
エラー・メッセージ。エラー状態が検出されており、処理を続行できません。
12
重大エラー・メッセージ。重大エラー状態が検出されており、処理を続行できません。
DSN1110E

LIMIT OF 50 STATEMENTS
EXCEEDED

説明: 1 つのジョブに対して DSN1LOGP で許される
ステートメントは、合計 50 個までです。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 使用するステートメントの数が 50 を
超えないようにして、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。
DSN1111E

LIMIT OF 80 TOKENS EXCEEDED

説明: DSN1LOGP で許されるキーワードおよび対応値
の指定は、合計 80 個までです。値が指定された 1 個
のキーワードは、 2 つのトークンと見なされます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 使用するキーワードの数が 80 を超え
ないようにして、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1112E

TOKEN xx..xx EXCEEDS 64
HEXADECIMAL CHARACTERS

DSN1113E

VALUE FOR KEYWORD xxxxxxxx
INVALID

説明: SYSIN 入力に、キーワード 'xxxxxxxx' が含まれ
ています。このキーワードに指定されている値が、'( 値
)' の形式になっていません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 正しい形式でキーワードを指定して、
ジョブを実行依頼し直してください。閉じる括弧 ')' が
抜けているか、あるいは値の中に余分なブランクが存在
している場合もあります。
DSN1114E

RBASTART MULTIPLY DEFINED

説明: RBASTART パラメーターは、1 つのジョブでは
1 回しか指定できません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 指定する RBASTART 値を 1 つだけ
にして、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1115E

csect-name KEYWORD keyword ALLOWS
ONLY number HEX CHARACTERS

説明: SYSIN 入力に文字ストリング 'xx..xx' が含まれ
ています。 このストリングは無効です。

説明: keyword に与えられた値は、長すぎます。

重大度:

重大度:

8 (エラー)

8 (エラー)

システムの処置: 処理は終了します。

システムの処置: 処理は終了します。

ユーザーの処置: 指定されたトークンの長さが 16 進数
で 64 文字を超えないようにして、ジョブを実行依頼し
直してください。

ユーザーの処置: 許される最大文字数より長いキーワー
ドを指定しないで、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。
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DSN1116E
DSN1116E

csect-name keyword IS USED MORE
THAN ONCE.

ユーザーの処置: DBID (値) を指定して、ジョブを実
行依頼し直してください。

説明: 'keyword' を単一ジョブで使用できるのは、1 回
だけです。

DSN1121E

重大度:

説明: DBID の長さは、2 バイト (すなわち、最大 4
文字) です。

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: キーワードを 1 つだけ指定して、ジ
ョブを実行依頼し直してください。
DSN1117E

csect-name keyword SPECIFIED WITH
NO VALUE OR INCORRECT VALUE

説明: キーワードのあとに正しい値を続ける必要があり
ます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: キーワードに正しい値を指定して、ジ
ョブを実行依頼し直してください。
DSN1118E

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 16 進数で 12 文字を超えない
RBAEND 値を指定して、ジョブを実行依頼し直してく
ださい。
DSN1119E

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 指定する DBID 値を 1 つだけにし
て、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1120E

8 (エラー)

システムの処置:

ユーザーの処置: 16 進数で 4 文字を超えない DBID
を指定して、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1122E

OBID MULTIPLY DEFINED

説明: OBID キーワードは、1 つのジョブでは 1 回し
か指定できません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 指定する OBID 値を 1 つだけにし
て、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1123E

OBID SPECIFIED WITH NO VALUE

説明: OBID キーワードは、データベースオブジェクト
ID を 16 進数で指定します。 OBID の後に値を指定す
る必要があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: OBID (値) を指定して、ジョブを実
行依頼し直してください。
DSN1124E

OBID > 4 HEX CHARACTERS

説明: OBID の長さは、2 バイト (すなわち、最大 4
文字) です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 16 進数で 4 文字を超えない OBID
を指定して、ジョブを実行依頼し直してください。

処理は終了します。

DSN1125E

PAGE SPECIFIED WITH NO VALUE

説明: PAGE キーワードは、ページ番号を 16 進数で
指定します。 PAGE の後に値を指定する必要がありま
す。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
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処理は終了します。

DBID SPECIFIED WITH NO VALUE

説明: DBID キーワードは、データベース ID を 16 進
数で指定するもので、そのあとに値を指定する必要があ
ります。
重大度:

システムの処置:

DBID MULTIPLY DEFINED

説明: DBID キーワードは、1 つのジョブでは 1 回し
か指定できません。
重大度:

8 (エラー)

RBAEND > 12 HEX CHARACTERS

説明: DB2 におけるログ RBA の最大サイズは、6 バ
イト (すなわち、12 文字) です。
重大度:

重大度:

DBID > 4 HEX CHARACTERS
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処理は終了します。

DSN1126E
ユーザーの処置: PAGE (値) を指定して、ジョブを実
行依頼し直してください。
DSN1126E

PAGE > 6 HEX CHARACTERS

説明: ページ番号の長さは、3 バイト (すなわち、最大
6 文字) です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 16 進数で 6 文字を超えない PAGE
値を指定して、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1127E

KEYWORD xxxxxxxx UNKNOWN

DSN1130E

OBID WITHOUT DBID

説明: OBID を指定するときは、当該データベースの
DBID を指定して、その OBID を含むデータベースも
示さなければなりません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: OBID (値) と DBID (値) の両方を指
定して、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1131E

OFFSET/VALUE PAIR NUMBER xx
CONTAINS INVALID HEX DATA

説明: DSN1LOGP が、キーワード 'xxxxxxxx' を認識で
きません。

説明: 16 進数による指定が必要です。 オフセット /
値の一対の数値 'xx' の値に、無効な 16 進数文字が含
まれています。

重大度:

重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: すべてのキーワードが有効であること
を確認したうえで、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。

8 (エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 正しい 16 進数値を指定して、ジョブ
を実行依頼し直してください。
DSN1132E

DSN1128E

csect-name keyword KEYWORD
SPECIFIED WITHOUT keyword

説明: 示されたキーワードは相互に関連付けられていま
す。一方のキーワードを他方のキーワードを付けないで
指定することはできません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 対応する正しいキーワードを指定し
て、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1129E

PAGE WITHOUT DBID OBID

説明: DB2 ページは、'ページ・セット' と呼ばれるオ
ブジェクトの中に存在します。ページを指定する場合、
適切な DBID と OBID を指定して、ページ・セットも
示す必要があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 示されたページに対応する関連の
DBID (値) と OBID (値) を指定して、ジョブを実行依
頼し直してください。

URID SPECIFIED WITH NO VALUE

説明: URID キーワードは、16 進数のリカバリー単位
ID を指定します。 URID の後に値を指定する必要があ
ります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: URID パラメーターに関連する値を指
定して、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1133E

URID > 12 HEX CHARACTERS

説明: DB2 における URID の最大サイズは、6 バイト
(すなわち、12 文字) です。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 16 進数で 12 文字を超えない有効な
URID 値を指定して、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。
DSN1134E

csect-name LIMIT OF number keywordS
IS EXCEEDED

説明: keyword が、所定のジョブで許される最大回数以
上指定されています。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
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DSN1135E
ユーザーの処置: 最大回数を超えないキーワードを指定
して、ジョブを実行依頼し直してください。

DSN1139E

DSN1135E

説明: RID キーワードは、4 バイトの 16 進数を指定
します。最初の 3 バイトはページ番号を表し、最後の
バイトはレコード ID を表します。 値を、RID に関連
付ける必要があります。

SUMMARY MULTIPLY DEFINED

説明: SUMMARY オプションは、1 回しか指定できま
せん。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: SUMMARY 指定を 1 回だけにし
て、ジョブを実行依頼し直してください。

重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: RID (値) を指定して、ジョブを実行
依頼し直してください。
DSN1140E

DSN1136E

SUMMARY SPECIFIED WITH NO
VALUE OR INCORRECT VALUE

説明: SUMMARY に使用できる値は、
YES、NO、ONLY、または FILTER です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: SUMMARY オプションに対して有効
なパラメーターを指定して、ジョブを実行依頼し直して
ください。
DSN1137I

csect-name FIRST PAGE SET
CONTROL RECORD AFTER RESTART
LOG seq nnnnnnnnnnnn

説明: このメッセージは、レコードのログ・シーケンス
番号を示し、直前に行った再始動に暗黙の標識として使
用したものです。
seq

RBA または LRSN

nnnnnnnnnnnn
ログ・シーケンス番号
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSN1138E

処理を続行します。

csect-name keyword AND keyword
CANNOT BOTH BE SPECIFIED

説明: 1 つのジョブに両方のキーワードを指定すること
はできません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: キーワードを 1 つだけ指定して、ジ
ョブを実行依頼し直してください。
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RID SPECIFIED WITH NO VALUE

RID > 8 HEX CHARACTERS

説明: DB2 における RID の最大サイズは、4 バイト
(すなわち、8 文字) です。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 16 進数で 8 文字を超えない有効な
RID 値を指定して、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。
DSN1141E

RID WITHOUT DBID OBID

説明: 示されている RID 値に関連する DBID および
OBID を指定しなければなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 示されている RID 値に対応する関連
の DBID (値) および OBID (値) を指定して、ジョブを
実行依頼してください。
DSN1142E

DATAONLY MULTIPLY DEFINED

説明: DATAONLY オプションを指定すると、明細報
告書からデータ変更を示すログ・レコードだけが抽出さ
れるようになります。 このオプションは、1 回しか指
定できません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: DATAONLY を 1 回だけ指定して、
ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1143E

DATAONLY SPECIFIED WITH NO
VALUE OR INCORRECT VALUE

説明: DATAONLY キーワードには、YES または NO
のいずれかの値を指定しなければなりません。これ以外
の値は (値を指定しない場合も含めて) 誤りです。
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重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: DATAONLY パラメーターに正しい
値を指定して、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1144E

RBASTART SPECIFIED WITH NO
VALUE

説明: RBASTART キーワードは、抽出を開始するログ
RBA を 16 進数で指定します。RBASTART の後に値を
指定する必要があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: RBASTART パラメーターに関連する
値を指定して、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1146E

CURRENT END CHECKPOINT
TIMESTAMP TIMESTAMP=yy.ddd
hh.mm.ss LOG RBA=xxxxxx IS OUT
OF SEQUENCE. THE GREATEST
TIMESTAMP SEEN SO FAR IS
TIMESTAMP=yy.ddd hh.mm.ss LOG
RBA=xxxxxx Multiple processors may
be writing to the same log.

説明: このメッセージは、現行のログ・レコードが、前
に処理されたタイム・スタンプよりも小さいタイム・ス
タンプをもっていることを示します。 これは潜在的な
問題になる可能性があります。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理を続行します。

ユーザーの処置: 現行のログを調べて、複数の処理プロ
グラムが同じログ・ファイルに書き込んでいないか判別
してください。(データが上書きされる可能性がありま
す。）これがデータの矛盾につながることがあります。
DSN1147E
説明:
ん。
重大度:

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
DSN1148E

説明: SYSCOPY キーワードには、YES または NO の
いずれかの値を指定しなければなりません。これ以外の
値は (値を指定しない場合も含めて) 誤りです。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN1LPAR
重大度:

8

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: SYSCOPY パラメーターに正しい値を
指定して、ジョブを実行依頼し直してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
DSN1150I

SUMMARY OF COMPLETED EVENTS

説明: このメッセージは、完了したリカバリー単位
(UR) およびチェックポイントの要約の見出しとなりま
す。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理を続行します。
DSN1151I

SYSCOPY MULTIPLY DEFINED

SYSCOPY オプションは、1 回しか指定できませ
8

システムの処置:

SYSCOPY SPECIFIED WITH NO
VALUE OR INCORRECT VALUE

処理は終了します。

csect-name mbn UR CONNID=cc
CORRID=bb AUTHID=aa PLAN=pp
START DATE=yy.ddd TIME=hh:mm:ss
DISP=xx INFO=ii STARTRBA=ss
ENDRBA=ee STARTLRSN=rr
ENDLRSN=nn NID=nid LUWID=luwid
COORDINATOR=name PARTICIPANTS:
(list of participants)

ユーザーの処置: SYSCOPY を 1 回だけ指定して、ジ
ョブを実行依頼し直してください。

説明: このメッセージは、データ共用メンバー mbn ご
とに終了したリカバリー単位 (UR) を示します。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

mbn

MEMBER=membername、ここで、'membername'
はデータ共用グループのメンバーです。 これ
は、データ共用レコードについてだけ印刷され
ます。
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DSN1152I
cc

接続 ID (たとえば、BATCH)。

bb

相関 ID (たとえば、JOB xxx)。

aa

UR を実行している許可 ID。

pp

UR によって用いられたプラン名。
この UR がシステム・イベント (表スペースの
初めての更新など) の結果として生成された場
合には、 DSN1LOGP は、SYSTEM というプ
ラン名をこのフィールドに返します。このよう
な場合には、記述した UR に対してバインド
済みプランは存在しません。

hh:mm:ss
UR の開始時刻。
UR の後処置。 報告される値は、以下のとお
りです。
Inflight (未完了)
In-abort (打ち切り中)
In-commit (コミット中)
Indoubt (未確定)
Committed (コミット済み)
Aborted (打ち切り)
P-Abort (P-打ち切り)
この UR が条件付き再始動によって迂回され
た場合、DSN1LOGP は、後処置の値の前に
BYPASSED の語を付けて、その旨を示しま
す。
ii

データの状況は、以下のいずれかです。
COMPLETE。この UR で変更されたペー
ジ・セットすべてが示されます。
PARTIAL。この UR で修正されたページ・
セットのリストが完全なものではないこと
を示します。 DSN1LOGP。 UR と関連す
るすべてのレコードが使用可能でなく、か
つ UR が完了する前にチェックポイントが
見つからない場合に、 PARTIAL の状況を
示します。

ss

UR に関連する最初のログ・レコードのログ
RBA (すなわち、URID)。

ee

UR に関連する最後のログ・レコードのログ
RBA。

rr

UR に関連する最初のログ・レコードの
LRSN。

nn

UR に関連する最後のログ・レコードの
LRSN。

nid

IMS または CICS がこの UR に割り当てた
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luwid

この UR に関連する作業論理単位 ID。

name

この UR に関連するリモート調整プログラム
の名前。 調整プログラムがローカル
DB2、IMS、または CICS である場合、このフ
ィールドはブランクになります。

list of participants
この UR でデータを更新した可能性のある、
すべてのリモート参加プログラムの名前。

UR の開始日付。

yy.ddd

xx

ID。 UR が TSO、バッチ、またはリモート・
アクセスの結果である場合、このフィールドは
ブランクになります。

このメッセージに続いて、UR が変更したページ・セッ
トを示すメッセージが出ます。各ページ・セットごと
に、1 つのメッセージが次の形式で印刷されます。
DATABASE=dbid=dbname
PAGE SET=obid=psname
ここで、
dbid

内部のデータベース ID

dbname 'dbid' に対応するデータベース名
obid

内部のページ・セット ID

psname OBID に対応するページ・セット名
DSN1LOGP が完全なチェックポイントを使用
できなかったか、あるいはチェックポイント時
の DB2 によるオーバーラップ処理によって完
全なチェックポイントがとられた場合は、
dbname および psname フィールドは表示され
ないことがあります。
UR によりデータが変更を受けていない場合 (たとえ
ば、ある UR は、アプリケーションの実行中のみ有効
である情報をトラックするためにだけ、作成されている
かもしれない)、 NO DATA MODIFIED という言葉が
印刷されます。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理を続行します。
DSN1152I

csect-name mbn UR CONNID=**
CORRID=** AUTHID=** PLAN=**
START DATE=** TIME=** DISP=xx
INFO=ii STARTRBA=ss STARTLRSN=**
ENDRBA=ee ENDLRSN=nnNID=nid
LUWID=luwid COORDINATOR=name
PARTICIPANTS: (list of participants)

説明: このメッセージは、データ共用メンバー mbn ご
とに終了したリカバリー単位 (UR) を記述します。 メ
ッセージ DSN1151I で記述された UR 識別情報 (**)
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DSN1153I
は、使用不能になっています。
mbn

MEMBER=membername、ここで、'membername'
はデータ共用グループのメンバーです。 これ
は、データ共用レコードについてだけ印刷され
ます。

残りの情報 (DISP、 INFO、 START、 END、 NID、
LUWID、 COORDINATOR、および PARTICIPANTS)
は、メッセージ DSN1151I の中と同じように表示されま
す。 UR が完了していない場合、END RBA または
LRSN 値は印刷されません。
このメッセージに続いて、UR が変更したページ・セッ
トを示すメッセージが出ます。この詳細は、メッセージ
DSN1151I の説明に示されています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSN1153I

|

csect-name CHECKPOINT mbn
STARTRBA=ss ENDRBA=ee
STARTLRSN=rr ENDLRSN=nn
DATE=yy.ddd TIME=hh:mm:ss

このメッセージが、メッセージ DSN1157I RESTART
SUMMARY のあとで出た場合は、再始動時に使用する
チェックポイントが示されます。チェックポイントが使
用不能の場合には、代わりにメッセージ DSN1158I が印
刷されます。

重大度:

MEMBER=membername、ここで、'membername'
はデータ共用グループのメンバーです。 これ
は、データ共用レコードについてだけ印刷され
ます。

DSN1154I

処理を続行します。

csect-name RESTART mbn AT RBA=xx
LRSN=ll DATE=yy.ddd TIME=hh:mm:ss

説明: ログ RBA 'xx' または LRSN 'll' で通常の再始動
が行われました。
mbn

0 (通知)

システムの処置: 処理を続行します。
DSN1155I

MEMBER=membername、ここで、'membername'
はデータ共用グループのメンバーです。 これ
は、データ共用レコードについてだけ印刷され
ます。

csect-name CONDITIONAL RESTART
mbn AT RBA=xx LRSN=ll DATE=yy.ddd
TIME=hh:mm:ss STARTRBA=ss
ENDRBA=ee FORWARD=ff
BACKOUT=bb

説明: ログ RBA xx および LRSN ll で条件付き再始
動が行われました。 DSN1LOGP によって、この再始動
の日付と時刻も返されます。
mbn

MEMBER=membername、ここで、'membername'
はデータ共用グループのメンバーです。 これ
は、データ共用レコードについてだけ印刷され
ます。

ss

再始動の開始個所の相対バイト・アドレス

ee

再始動の終了個所の相対バイト・アドレス

ff

順方向ログ・リカバリー・フェーズを迂回すべ
きであったかどうか (YES|NO)

bb

逆方向ログ・リカバリー・フェーズを迂回すべ
きであったかどうか (YES|NO)

重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理を続行します。
DSN1156I

ALL URS COMPLETE

説明: 再始動で未解決になっている UR はありませ
ん。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSN1157I

0 (通知)

システムの処置:

重大度:

処理を続行します。

説明: このメッセージは、データ共用メンバー mbn ご
とに RBA または LRSN で始まって終わるログの完全
なチェックポイントを記述しています。情報が使用可能
ならば、 DSN1LOGP はチェックポイントが開始された
日時も戻します。

mbn

DSN1LOGP によって、この再始動の日付と時刻も返さ
れます。

処理を続行します。

RESTART SUMMARY

説明: このメッセージは、再開時に実行する作業の記述
の要約を示す見出しとなります。このあとに示される再
始動情報は、走査するログの有効範囲内の情報です。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 処理を続行します。
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DSN1158I
DSN1158I

するために必要な、最初期のログ・レコードの
ログ RBA。 ss の値が ** として返された場
合、この情報は使用不能です。これは、ログ抽
出プログラムが、完全なチェックポイントを突
き止められない場合に起こります。このような
ときには、DSN1LOGP が追加メッセージ
(LIST MAY BE INCOMPLETE) を戻し、書き
込みが未解決になっているページ・セットのリ
ストが不完全である可能性があることをユーザ
ーに警告します。

NO CHECKPOINT AVAILABLE —
RESTART SUMMARY INCOMPLETE

説明: 走査されたログの有効範囲には、使用できるチェ
ックポイントがありません。このメッセージに続いて、
以下の情報が表示されます。
v 完了しなかった UR
v これらの UR が変更したページ・セット
v 書き込み保留状態のページ・セット
この情報は、完全なものと見なすことはできません。
重大度:

重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSN1159I

処理を続行します。

NO DATABASE WRITES PENDING

説明: すべての入出力が完了しました。ログ抽出プログ
ラムが完全なチェックポイントを検出できなかった場合
は、実際には保留中のデータベース書き込みが存在する
可能性があることをユーザーに警告するために、追加メ
ッセージ '(BASED ON INCOMPLETE LOG
INFORMATION)' が返されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSN1160I

処理を続行します。

DATABASE WRITES PENDING:

説明: 再始動時にデータベース書き込みが保留されてい
ます。入出力が未解決になっているページ・セットは、
このあとに出される別個のメッセージによって、以下の
ように示されます。

0 (通知)

システムの処置: 処理を続行します。
DSN1162I

csect-name mbnUR CONNID=cc
CORRID=bb AUTHID=aa PLAN=pp
START DATE=yy.ddd TIME=hh:mm:ss
DISP=xx INFO=ii STARTRBA=ss
STARTLRSN=ll NID=nidLUWID=luwid
COORDINATOR=name PARTICIPANTS:
(list of participants)

説明: このメッセージは、終了しなかったリカバリー単
位 (UR) を記述しています。 UR が終了していないた
めに、END フィールドがメッセージに表示されないこ
とを除けば、戻される情報は、メッセージ DSN1151I と
同じです。
mbn

MEMBER=membername、ここで、'membername'
はデータ共用グループのメンバーです。 これ
は、データ共用レコードについてだけ印刷され
ます。

重大度: 0 (通知)
DATABASE=dbid=dbname
PAGESET=obid=psname START=ss

システムの処置: 処理を続行します。

ここで、

DSN1163E
内部のデータベース ID

dbid
dbname

dbid に対応するデータベース名
内部のページ・セット ID

obid
psname

obid に対応するページ・セット名
注: 完全なチェックポイントをログ抽出プログ
ラムが使用できなかった場合、あるいはチ
ェックポイント時に DB2 のオーバーラッ
プ処理によって完全なチェックポイントが
とられた場合、 dbname および psname フ
ィールドは表示されないことがあります。
ss
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このページ・セットの未解決の書き込みを完了

NO CHECKPOINT AVAILABLE DUE
TO LOG ERROR -- RESTART
SUMMARY INCOMPLETE

説明: ログ・エラーが発生しました。DSN1LOGP は、
ログ・エラーより前に検出したすべてのチェックポイン
トに、無効のマークを付けました。 ログ・エラー以降
は、指定のログ範囲内には、完全なチェックポイントは
ありません。このメッセージに続いて、以下の情報が表
示されます。
v 完了しなかった UR
v これらの UR が変更したページ・セット
v 書き込み保留状態のページ・セット
この情報は、完全なものと見なすことはできません。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理を続行します。
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DSN1164E
DSN1164E

INVALID xxxx FOUND AT RBA =
yyyyyyyyyyyy

説明: SUMMARY オプションの処理中に、無効なチェ
ックポイント・レコード ('xxxx' が示す URE または
RURE のいずれか) が、ログの中から検出されました。
重大度:

処理を続行します。

ユーザーの処置: このメッセージで識別されたチェック
ポイント・レコードを DB2 の再始動に使用すると、無
効な URE または RURE で示されたリカバリー単位を
DB2 は処理できないので、再始動は失敗に終わりま
す。すべてのリカバリー単位を正しく処理するために
は、DB2 を前のチェックポイントから再始動しなけれ
ばなりません。ログ・マップ印刷ユーティリティーを使
って BSDS 内のチェックポイント・レコードをリスト
し、ログ・インベントリー変更ユーティリティーの
CHKPTRBA パラメーターを使って DB2 の再始動で特
定のチェックポイントを使用するよう指定することがで
きます。
DSN1170E

SUBTYPE MULTIPLY DEFINED

説明: SUBTYPE パラメーターは、1 つのジョブでは 1
回しか指定できません。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: SUBTYPE 値を 1 つだけ指定して、
ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1171E

SUBTYPE SPECIFIED WITH NO
VALUE

説明: SUBTYPE パラメーターは、10 進数のサブタイ
プを指定します。 SUBTYPE の後に、値を指定しなけ
ればなりません。たとえば、SUBTYPE (値)。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置:

DSN1173E
説明:
ん。

0 (通知)

システムの処置:

ユーザーの処置: 10 進数で 2 文字までの SUBTYPE
値を指定して、ジョブを実行依頼し直してください。

処理は終了します。

重大度:

csect-name INVALID VALUE value
SPECIFIED FOR KEYWORD keyword

指定されたキーワードの値は、有効ではありませ
12 (重大エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 有効な値のリストについては、 DB2
ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してく
ださい。有効な値を提供して、ジョブを実行依頼し直し
てください。
DSN1174E

OFFSET SPECIFIED WITH NO
SUBTYPE

説明: 示された OFFSET に対応する SUBTYPE があ
りません。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN1LPAR
重大度: 12 (重大エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 示された OFFSET に有効な
SUBTYPE を指定して、ジョブを実行依頼し直してくだ
さい。
DSN1175E

OFFSET SPECIFIED WITH NO VALUE
OR INCORRECT VALUE

説明: 与えられた OFFSET に対応する VALUE が指定
されていないか、あるいは、正しくない VALUE が指
定されている (たとえば、値の代わりに別のキーワード
が指定されているなど) かのいずれかです。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: SUBTYPE 値を指定して、ジョブを実
行依頼し直してください。

ユーザーの処置: 与えられた OFFSET に有効な
VALUE を指定して、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。

DSN1172E

DSN1176E

説明:
す。

SUBTYPE > 2 DECIMAL
CHARACTERS

SUBTYPE の最大サイズは、2 文字の 10 進数で

重大度:

OFFSET > 8 HEX CHARACTERS

説明: OFFSET の最大サイズは、4 バイト (すなわち、
8 文字) です。
重大度: 12 (重大エラー)

12 (重大エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 最大 8 文字までの OFFSET を指定
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DSN1177E
して、ジョブを実行依頼し直してください。

定して、ジョブを実行依頼し直してください。

DSN1177E

DSN1181E

LIMIT OF 10 OFFSET, VALUE PAIRS
EXCEEDED

説明: 与えられたログ・レコード SUBTYPE には、
OFFSET と VALUE の組を最大 10 組まで指定するこ
とができます。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 与えられた SUBTYPE に最大 10 組
までの OFFSET と VALUE を指定して、ジョブを実行
依頼し直してください。

説明: 与えられた VALUE に、対応する OFFSET が指
定されていません。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置:

OFFSET SPECIFIED WITH NO
CORRESPONDING VALUE

説明: 与えられた OFFSET には、対応する VALUE キ
ーワードが指定されていません。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 与えられた OFFSET に、関連する
VALUE (値) を指定して、ジョブを実行依頼し直してく
ださい。
DSN1179E

VALUE SPECIFIED WITH NO
CORRESPONDING OFFSET OR
SUBTYPE PARAMETER

説明: 与えられた VALUE に、対応する OFFSET また
は SUBTYPE パラメーターのいずれも指定されていま
せん。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 与えられた VALUE に、関連する
OFFSET または SUBTYPE を指定して、ジョブを実行
依頼し直してください。
DSN1180E

VALUE SPECIFIED WITH NO VALUE
OR INCORRECT VALUE

説明: 与えられた VALUE に、対応する値が指定され
ていないか、正しくない値が指定されているか (たとえ
ば、値の代わりにキーワードが指定されているなど)、あ
るいは指定された文字数が偶数でありません。
重大度:

12 (重大エラー)

システムの処置: 処理は終了します。

LIMIT OF 10 LUWIDs EXCEEDED

説明: 1 つのジョブに指定できる LUWID キーワード
は、最大 10 個です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

DSN1LOGP 処理は終了します。

ユーザーの処置: LUWID キーワードが 10 個を超えな
いように指定して、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。
DSN1183E

LUWID SPECIFIED WITH INCORRECT
VALUE OR NO VALUE

説明: LUWID は、LU ネットワーク名、LUW インス
タンス番号、およびコミット・シーケンス番号から構成
されます。 LU ネットワーク名は、1 〜 8 文字のネッ
トワーク ID、ピリオド、および 1 〜 8 文字のネット
ワーク LU 名から成ります。 LUW インスタンス番号
は、ピリオドの後に 12 文字の 16 進文字が続いたもの
です。 LUW シーケンス番号は、ピリオドの後に 4 文
字の 16 進文字が続いたものです。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

DSN1LOGP 処理は終了します。

ユーザーの処置: 有効な LUWID 値を指定して、ジョ
ブを実行依頼し直してください。
DSN1184E
説明:
す。
重大度:

FILTER KEYWORD MULTIPLY
DEFINED

FILTER キーワードが、2 回以上指定されていま
8 (エラー)

システムの処置:

DSN1LOGP 処理は終了します。

ユーザーの処置:

FILTER キーワードを 1 つだけ指定

ユーザーの処置: 与えられた VALUE に有効な値を指
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処理は終了します。

ユーザーの処置: 与えられた VALUE に有効な
OFFSET を指定して、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。
DSN1182E

DSN1178E

VALUE SPECIFIED WITH NO
CORRESPONDING OFFSET
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DSN1185E
するように入力を訂正して、ジョブを実行依頼し直して
ください。

DSN1212I

DSN1185E

説明: このメッセージは、最初に読み取られたログ・レ
コードのシーケンス番号を示しています。

FILTER KEYWORD SPECIFIED
WITHOUT SUMMARY KEYWORD

説明: FILTER キーワードが指定されましたが、関連す
る SUMMARY キーワードが指定されていません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

RBA または LRSN

重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理を続行します。

DSN1LOGP 処理は終了します。

ユーザーの処置: SUMMARY キーワードを含めるよう
に入力を訂正して、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。
DSN1210E

seq

csect-name FIRST LOG seq
ENCOUNTERED nnnnnnnnnnnn

DSNJSLR ERROR
RETCODE=xxxxxxxx REASON CODE
=yyyyyyyy

DSN1213I

csect-name LAST LOG seq
ENCOUNTERED nnnnnnnnnnnn

説明: このメッセージは、最後に読み取られたログ・レ
コードのシーケンス番号を示しています。
seq

RBA または LRSN

重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理を続行します。

説明: 独立型ログ読み取り機能によって、エラーが検出
されました。戻りコード (RETCODE) については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) に説明があり
ます。理由コードは、 859 ページの『第 4 部 DB2 コ
ード』 に説明されています。

説明: これは、DSN1LOGP 処理中に読み取られた '論
理' ログ・レコードの数 (10 進数) を示しています。

重大度:

重大度: 0 (通知)

8 (エラー)

システムの処置:
DSN1211E
説明:
す。

処理は終了します。

DSNJSLR RETURNED BAD LOG RBA

以下の 3 つの問題のうちの 1 つが生じていま

1. リカバリー・ログ・データ・セットが損傷してい
る。
2. ユーザーが、リカバリー・ログ・データ・セット以
外のデータ・セットを指定した。
3. 独立型ログ読み取りサービスに問題がある。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

処理を続行します。

ユーザーの処置: データ・セットをダンプして、それが
ログ・データ・セットであるかどうかを調べ、ユーザー
のエラーによる問題であるかどうかを判別してくださ
い。
問題判別: 一般的なエラーとして、アーカイブ・テープ
の最初のデータ・セット ('Bxxxxxxx' データ・セット)
が、ログ・データ・セットとして指定されている場合が
あります。このデータ・セットは、実際には BSDS で
す。

DSN1214I

NUMBER OF LOG RECORDS READ
nnnnnnnnnnnnnnnn

システムの処置: 処理を続行します。
DSN1215I

NO LOG RECORDS WERE READ

説明: DSN1LOGP は、ログ・レコードを読み取ってい
ません。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理を続行します。次のようなことが
考えられます。
v エラーが原因で DSN1LOGP の続行が妨げられたた
め、ログ・レコードがまだ処理されていない。この場
合、このメッセージの前にエラー・メッセージが出さ
れているはずです。
v RBA 順序に従っていないアクティブ・ログ・デー
タ・セットまたはアーカイブ・ログ・データ・セット
を指定した。
v 使用可能なアクティブ・データ・セットまたはアーカ
イブ・データ・セット、あるいはその両方の中の
RBA よりも大きい STARTRBA を指定した。
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DSN1216E
DSN1216E

csect-name DSNJSLR ERROR
RETCODE = xxxxxxxx REASON CODE
= yyyyyyyy seq = nnnnnnnnnnnn

説明: 独立型ログ読み取り機能により、ログの制御イン
ターバル (CI) のうちの 1 つにエラーがあるか、あるい
は要求されたシーケンス番号を含むデータ・セットが見
つからないことを示すエラーが返されました。メッセー
ジに示されるシーケンス番号が、エラーが検出された場
所を示しています。
seq

RBA または LRSN

シーケンス番号は、以下のことを指します。
v ログ制御インターバル定義、または CI (制御インタ
ーバル) 内の一般制御情報に問題がある場合、 CI の
先頭。
v ログ・レコード見出し (LRH) に問題がある場合に
は、CI 内のログ・レコード。

直前のログ・レコードが、同一メンバー ID で見つかる
はずです。
mbn

MEMBER=membername、ここで、'membername'
はデータ共用グループのメンバーです。 これ
は、データ共用レコードについてだけ印刷され
ます。

seq

RBA または LRSN

重大度: 0 (通知)
システムの処置:

問題判別: 理由コードによってエラーの性質が識別され
ます。理由コードについては、 859 ページの『第 4 部
DB2 コード』 で説明されています。 戻りコードにつ
いては、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版
および z/OS 版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) に説
明があります。
DSN1218I

これが、DSN1LOGP のこの実行において最初に読み取
られたログ・レコードであり、しかも LCID に問題があ
る場合には、シーケンス番号はすべてゼロになります。

処理を続行します。

説明:
す。

NUMBER OF LOG ERROR
MESSAGES nnnnnnnnnnnnnnnn

DSN1LOGP は、3 つのクラスのエラーを示しま

DSN1LOGP は、レコードを返す前に、CI の終わりで制
御情報 (LCID) を検査し、 LRH を分析して、すべての
レコードが CI 内で適切にチェーニングされるかどうか
を確認します。 この処理を実行中にエラーが検出され
た場合、DSN1LOGP は、全 CI がダンプされる前にこ
のメッセージを出します。 DSN1LOGP は、その CI 内
の個々のレコードのフォーマット設定は行いませんが、
可能であれば、次の CI を読み取って処理を続行しま
す。

1. DSN1LOGP に使用した DB2 コードまたはシステ
ム・コード内のコードの問題。 SYSABEND ダンプ
の場合には、ユーザー異常終了コード U0153 が出さ
れ、 DSN1LOGP は終了します。

重大度:

3. DSN1LOGP の検査のもとで生じた、特定のログ CI
による障害。このような検査は、 CI 内のレコード
が処理される前に行われます。障害が起こった場合
には、論理的な損傷があることを示しており、ログ
抽出プログラムが、エラー・メッセージを出しま
す。この CI または障害の生じたログ・レコードが
印刷され、DSN1LOGP は、引き続き次の CI または
ログ・レコードの処理を行います。

0 (通知)

システムの処置: 処理を続行します。
問題判別: 理由コードによってエラーの性質が識別され
ます。理由コードについては、 859 ページの『第 4 部
DB2 コード』 で説明されています。 戻りコードにつ
いては、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版
および z/OS 版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) に説
明があります。
DSN1217E

csect-name mbn DSNJSLR WARNING
RETCODE = xxxxxxxx REASON CODE
= yyyyyyyy CURRENT LOG seq =
nnnnnnnnnnnn

2. おそらくは、ユーザーが誤ったキーワードを使用し
たか、あるいは DD ステートメントを抜かしたため
に生じた、不適切な DSN1LOGP の呼び出し。この
ような状況では、 DSN1LOGP が適切なエラー・メ
ッセージを発行し、プログラムは終了されます。

示されたカウント 'nnnnnnnnnnnnnnnn' が、ログにア
クセス中に DSN1LOGP が検出したエラーの数 (10
進数値) を要約しています。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理を続行します。

説明: メンバー mba について、ログ・シーケンス番号
範囲内にギャップがありました。 CURRENT LOG シー
ケンス番号は、ギャップの後にくるメンバーについての
ログ・レコードを示しており、このメッセージの後でフ
ォーマット設定されます。
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DSN1219E
DSN1219E

SYSSUMRY DD STATEMENT MISSING

DSN1222E

説明: SUMMARY オプションが要求されましたが、
JCL 呼び出し内に SYSSUMRY DD ステートメントが
含まれていません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: JCL 呼び出しに SYSSUMRY DD ス
テートメントを含めて、ジョブを実行依頼し直してくだ
さい。
DSN1220E

ARCHIVE LOG TRUNCATED AT
xxxxxxxx - INVALID LOG RECORDS
WERE READ

説明: DB2 の再始動時に、アーカイブ・ログが切り捨
てられました。このアーカイブ・ログ・データ・セット
は、この切り捨てが反映されるような物理的変更を行え
なかったため、無効なログ・レコードが残存していま
す。 DSN1LOGP は、すでにこの情報を要約報告書に報
告していて、元に戻すことはできません。また、すでに
読み取られた無効なログ情報を無視して、発生した事実
を適切に要約することもできません。したがって、この
時点までに記録されたすべての情報が要約され、新しい
要約情報が開始されます。この結果、同じ UR が、修
正された別の後処置、別のページ・セットで、 2 度報
告されることがあります。このような条件を回避するた
め、ARCHIVE DD ステートメントでなく BSDS DD ス
テートメントを使用してください。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSN1221E

処理を続行します。

DSNJSLR ERROR
RETCODE=xxxxxxxx REASON
CODE=yyyyyyyy VSAM RETURN
CODE=aaaa ERROR CODE=bbbb

説明: 独立型ログ読み取り機能によって、VSAM エラ
ーが検出されました。このメッセージで示される
DSNJSLR 戻りコード 'xxxxxxxx' および理由コード
'yyyyyyyy' については、 DB2 ユニバーサル・データベ
ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録
(第 2 巻) で説明しています。
VSAM 戻りコード (aaaa)、およびエラー・コード
(bbbb) が VSAM エラーの性質を識別しています。これ
らのコードの説明については、該当の VSAM 資料を参
照してください。
重大度: 0 (通知)
システムの処置:

処理を続行します。

DSNJSLR ERROR
RETCODE=xxxxxxxx REASON
CODE=yyyyyyyy DYNAMIC
ALLOCATION INFORMATION
CODE=aaaa ERROR CODE=bbbb

説明: ログ・データ・セットを動的に割り振っていたと
きに、エラーが発生しました。このメッセージで示され
る DSNJSLR 戻りコード 'xxxxxxxx' および理由コード
'yyyyyyyy' については、 DB2 ユニバーサル・データベ
ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録
(第 2 巻) で説明しています。 情報コード 'aaaa' および
エラー・コード 'bbbb' は、動的割り振り SVC が返すも
ので、エラーの性質を示しています。これらのコードの
説明については、該当の MVS 資料を参照してくださ
い。
重大度: 12 (重大エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
DSN1223E

DSNJSLR ERROR
RETCODE=xxxxxxxx REASON
CODE=yyyyyyyy RDJFCB RETURN
CODE=aaaa

説明: ジョブ・ファイル制御ブロックを読み取ろうとし
たときに、エラーが発生しました。 このメッセージで
示される DSNJSLR 戻りコード 'xxxxxxxx' および理由
コード 'yyyyyyyy' については、 DB2 ユニバーサル・デ
ータベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の
付録 (第 2 巻) で説明しています。
RDJFCB 戻りコード (aaaa) がエラーの性質を示してい
ます。これらのコードの説明については、該当の MVS
資料を参照してください。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理を続行します。
DSN1300E

csect-name RBA RANGE CANNOT BE
USED TO PRINT LOG RECORDS
FROM MULTIPLE DB2 SYSTEMS

説明: RBASTART および RBAEND は、ログ・レコー
ドを複数の DB2 システムから選択している時は、範囲
を定義するのに使用することはできません。
LRSNSTART および LRSNEND を、その代わりに使用
できます。
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: RBA 値だけ、または LRSN 値だけ
のどちらかを用いて、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。

第 24 章 DB2 メッセージ

783

DSN1303E
DSN1303E

csect-name INCOMPATIBLE DD
STATEMENTS WERE SPECIFIED FOR
LOG PROCESSING

説明: MxxACTn または MxxARCHV のどちらかが、
DSN1LOGP ジョブについて、 DB2 データ共用グルー
プの 1 メンバーのログ・データ・セットを探し出すた
めに、 MxxBSDS とともに間違って指定されました。
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: DD ステートメントを訂正して、ジョ
ブを実行依頼し直してください。
DSN1309E

csect-name SPECIFIED END RANGE IS
LESS THAN START RANGE

説明: ENDLRSN または ENDRBA について指定した
値が、DSN1LOGP ジョブ用の STARTLRSN または
STARTRBA の値よりも小さすぎます。
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 開始および終了の値を訂正して、ジョ
ブを実行依頼し直してください。

重大度:

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: キーワードは 1 回だけ指定してくだ
さい。ジョブを再実行依頼してください。
DSN1703E

VALUE FOR KEYWORD xxxxxxxx IS
INVALID

説明: SDMPIN 入力に、'xxxxxxxx' が含まれていま
す。 このキーワードに指定された値が無効です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

重大度:

START TRACE MISSING

説明: START TRACE コマンドが必要です。 SDMPIN
入力の最初のキーワード・レコードに、START TRACE
コマンドが含まれていません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

8 (エラー)

システムの処置:

ユーザーの処置: すべてのキーワードが有効であること
を確認したうえで、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。
DSN1704E

UNABLE TO OBTAIN RETURN-AREA
STORAGE

説明: DSN1SDMP が、計測機能インターフェース
(IFI) 戻り域用のストレージを獲得しようと試みたとき
に、エラーが発生しました。
8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: ジョブを実行依頼し直すときに、以下
のいずれかを行ってください。
v より大きな領域サイズをジョブ制御言語に指定する。
v START TRACE の BUFSIZE の値を小さくする。

処理は終了します。

DSN1705E

SYNTAX ERROR, LINE = ll, COLUMN
= cc

説明: SDMPIN 入力で、構文エラーが検出されまし
た。 エラーが発生した場所は、次のように示されま
す。
ll

エラーが発生している入力ストリーム内の行番
号。

cc

列番号。

重大度:

8 (エラー)

ユーザーの処置: SDMPIN 入力の最初のキーワード・
レコードとして START TRACE を指定して、ジョブを
実行依頼し直してください。

システムの処置:

DSN1702E

DSN1706E

KEYWORD xxxxxxxx MULTIPLY
DEFINED

説明: キーワード 'xxxxxxxx' が、SDMPIN 入力で何回
も指定されました。キーワードはすべて、1 回しか指定
することができません。
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処理は終了します。

処理は終了します。

ユーザーの処置: 正しいキーワード値を指定して、ジョ
ブを実行依頼し直してください。
DSN1701E

KEYWORD xxxxxxxx UNKNOWN

説明: DSN1SDMP は、キーワード 'xxxxxxxx' を認識
しません。

重大度:
DSN1700E

8 (エラー)

処理は終了します。

ユーザーの処置: 構文エラーを訂正したうえで、ジョブ
を実行依頼し直してください。
INVALID ABEND CODE SPECIFIED

説明: ACTION キーワードで、無効な異常終了コード
が指定されました。
重大度:

8 (エラー)
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DSN1707E
システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 指定可能な異常終了コードは、
00E60100 から 00E60199 までです。 指定可能な異常終
了コードを指定し、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。
DSN1707E

LIMIT OF 50 STATEMENTS
EXCEEDED

説明: DSN1SDMP では、1 つのジョブに対して最高
50 個のステートメントまでしか許されません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: ジョブを実行依頼し直すときには、使
用するステートメントの数は 50 個以下にしてくださ
い。
DSN1708E

TOO MANY SELECT CRITERIA
VALUES

説明: DSN1SDMP で許される SELECT 基準値の数
は、最高 8 個です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

INPUT/OUTPUT ERROR,
DDNAME=xxxxxxxx

説明: DSN1SDMP が入出力操作を試みたときに、エラ
ーが発生しました。入出力障害が生じたデータ・セット
の DD 名は、'xxxxxxxx' です。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: ジョブ制御言語の 'xxxxxxxx' DD ス
テートメントが有効であるようにしてから、ジョブを実
行依頼し直してください。
DSN1710E

UNABLE TO OPEN SDMPTRAC

説明: DSN1SDMP が SDMPTRAC データ・セットを
オープンしようと試みたときに、エラーが発生しまし
た。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

DSN1711E

処理は終了します。

ユーザーの処置: ジョブ制御言語の SDMPTRAC DD
ステートメントが有効になるようにしてから、ジョブを

START TRACE ERROR,
REASON=xxxxxxxx

説明: 実行依頼された START TRACE コマンドが、
DB2 によって処理されません。理由コード 'xxxxxxxx'
が、計測機能インターフェース (IFI) から返されまし
た。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: メッセージ DSN1712I に続く戻り域
を検査してください。 考えられる問題としては、以下
のものがあります。
v START TRACE コマンドの構文が無効である。 コマ
ンドを訂正してから、ジョブを実行依頼し直してくだ
さい。コマンド・テキストの前に、サブシステム認識
文字を入れないようにしてください。
v ユーザーがトレース・コマンドを出す許可を得ていな
い。 トレース許可を入手してから、ジョブを実行依
頼し直してください。
DSN1712I

処理は終了します。

ユーザーの処置: 8 個以下の SELECT 基準値を指定し
て、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1709E

実行依頼し直してください。

START TRACE RETURN-AREA
FOLLOWS:

説明: DSN1SDMP が、START TRACE コマンドを出
しました。このメッセージのあとに、計測機能インター
フェース (IFI) COMMAND 呼び出しが出す戻り域が示
されます。この戻り域には、DB2 コマンド応答メッセ
ージが入っています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSN1713I

処理を続行します。

READA ERROR, REASON=xxxxxxxx

説明: DSN1SDMP が、DB2 トレース・レコードを入
手しようとして、計測機能インターフェース (IFI)
READA 呼び出しを出したときに、エラーが発生しまし
た。 理由コード 'xxxxxxxx' は、IFCARC2 に戻される
IFI 理由コードです。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: DSN1SDMP は、戻されたすべてのレ
コードを書き出し、処理を続行します。
ユーザーの処置: 可能な理由コードとしては、以下のも
のがあります。
00E60802
DSN1SDMP 戻り域の大きさが十分ではなく、
戻されたトレース・レコードを収められなかっ
た。 DSN1SDMP 戻り域は、要求された OPn
第 24 章 DB2 メッセージ

785

DSN1714I
モニター・バッファーと同じ大きさなので、こ
の条件は起こらないはずです。
00E60803
READA 要求が行われたときに、使用可能なデ
ータが存在していなかった。 DSN1SDMP が始
動したトレースを、オペレーター・コンソール
または別のアプリケーション・プログラムが停
止した場合に、このような条件が起こります。

DSN1717I

説明: DSN1SDMP が、STOP TRACE コマンドを出し
ました。計測機能インターフェース (IFI) COMMAND
呼び出しから生じる戻り域が、このメッセージのあとに
示されます。この戻り域には、DB2 コマンド応答メッ
セージが入っています。
重大度:

DSN1714I

TRACE RECORDS WERE LOST

説明: DB2 トレース・レコードが失われてしまい、
SDMPTRAC データ・セット内に含まれていません。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSN1718E

0 (通知)

システムの処置:

処理を続行します。

ユーザーの処置: トレース・レコードが失われた理由と
しては、次のことが考えられます。
v OP バッファーの大きさが十分ではない。より大きな
BUFSIZE を START TRACE コマンドで指定してか
ら、ジョブを実行依頼し直してください。
v トレース・データが大きすぎて、データの読み取り前
にバッファーがオーバーフローしている。 START
TRACE コマンドでより精細な選択をしてから、ジョ
ブを実行依頼し直してください。
DSN1715E

UNABLE TO OBTAIN WORK SPACE

説明: DSN1SDMP が、作業ストレージを獲得しようと
試みたときに、エラーが発生しました。

処理は終了します。

ユーザーの処置: より大きな領域サイズをジョブ制御言
語で指定してから、ジョブを実行依頼し直してくださ
い。
DSN1716E

UNABLE TO OPEN SDMPIN

説明: DSN1SDMP が、SDMPIN データ・セットをオー
プンしようと試みたときに、エラーが発生しました。
8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: ジョブ制御言語の SDMPIN DD ステ
ートメントが有効になるようにしてから、ジョブを実行
依頼し直してください。

重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: メッセージ DSN1717I の後に続く戻
り域を検査してください。次の問題がある可能性があり
ます。
v オペレーター・コンソールまたは別のアプリケーショ
ン・プログラムによって、トレースがすでに停止され
ている。
ACTIONS ARE COMPLETE

説明: 要求された IFC 選択ダンプ処置が、すべて終了
しました。トレース・レコードはすべて、指定された宛
先に書き出されています。異常終了処置が要求されてい
た場合には、すべての異常終了処置がとられています。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: DSN1SDMP は、自分が始動させたト
レースを停止させて、処理を完了します。
DSN1720I

READA ERROR, REASON=xxxxxxxx

説明: DSN1SDMP が、DB2 トレース・レコードを入
手しようとして、計測機能インターフェース (IFI)
READA 呼び出しを出したときに、エラーが発生しまし
た。 理由コード 'xxxxxxxx' は、IFCARC2 に戻される
IFI 理由コードです。
重大度:
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STOP TRACE ERROR,
REASON=xxxxxxxx

8 (エラー)

システムの処置:

重大度:

処理を続行します。

説明: DSN1SDMP が、処理の終了時に、DB2 STOP
TRACE コマンドを実行依頼しようと試みました。しか
し、このコマンドが失敗しました。計測機能インターフ
ェース (IFI) から戻される理由コードは、'xxxxxxxx' で
す。

DSN1719I
重大度:

STOP TRACE RETURN-AREA
FOLLOWS:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置:
ります。

次の理由コードが出される可能性があ
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DSN1800I
00E60824
ユーザーか適切なモニター権限を持っていな
い。適切なモニター権限 (MONITOR1 または
MONITOR2) を取得してから、ジョブを実行依
頼し直してください。
DSN1800I

START OF DSN1CHKR FOR JOB
job-name step-name

説明: このメッセージは、DSN1CHKR が処理を開始し
たことを示しています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSN1801I

DSN1CHKR は処理を開始します。

ANCHOR POINT mm IN ERROR IN
PAGE nnnnnn

説明: このメッセージは、アンカー・ポイント 'mm'
が、ページ 'nnnnnn' でエラーになっていることを示し
ています。順方向ポインターがゼロのときに逆方向ポイ
ンターがゼロでないか、あるいは、逆方向ポインターが
親チェーンの中の最終レコード ID を指し示していない
かのいずれかです。このメッセージに先行して
DSN1835I が出されている場合には、子ポインターが、
データ・セットの高使用頻度 RBA より先のページを示
しています。子ポインターが無効であるか、あるいはデ
ータ・セットが切り捨てられているかのいずれかです。
重大度:

DSN1803I

PARENT RID = nnnnnnnn

説明: このメッセージは、破壊が検出されたリングまた
はリンクの親レコードのレコード ID 'nnnnnnnn' を示し
ています。これは、破壊されたリングまたはリンクに関
連する一連のメッセージのうちの 1 つです。
DSN1802I、DSN1804I、および DSN1805I と組み合わせ
て表示されます。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理を続行します。
問題判別:
さい。
DSN1804I

IBM サポート担当員に支援を要求してくだ

CURRENT RID = nnnnnnnn

説明: このメッセージは、リングまたはリンクの破壊が
検出された時点での現行レコードのレコード ID
'nnnnnnnn' を示しています。 これは、破壊されたリン
グまたはリンクに関連する一連のメッセージのうちの 1
つです。 DSN1802I、DSN1803I、および DSN1805I と
組み合わせて表示されます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。
問題判別:
さい。

IBM サポート担当員に支援を要求してくだ

DSN1805I

PREVIOUS IN CHAIN = nnnnnnnn

4 (警告)

システムの処置: FORMAT/DUMP オプションが有効で
あれば、出力用にこのページにマークが付けられます。
処理は続行されます。
問題判別:
さい。

IBM サポート担当員に支援を要求してくだ

DSN1802I

RING/LINK CHAIN BROKEN - type
RID = nnnnnnnn

説明: このメッセージは、'nnnnnnnn' のレコード ID を
もつ、 'type' (アンカーまたは親) で始まるリングまたは
リンク・チェーンが破壊されていることを示していま
す。これは、破壊されたリングまたはリンクに関連する
一連のメッセージのうちの 1 つです。
DSN1803I、DSN1804I、および DSN1805I と組み合わせ
て表示されます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: FORMAT/DUMP オプションが有効で
あれば、出力用にこのページにマークが付けられます。
処理を続行します。
問題判別:
さい。

IBM サポート担当員に支援を要求してくだ

説明: このメッセージは、リングまたはリンクの破壊が
検出された時点より前のレコードのレコード ID
'nnnnnnnn' を示しています。 これは、破壊されたリン
グまたはリンクに関連する一連のメッセージのうちの 1
つです。 DSN1802I、DSN1803I、および DSN1804I と
組み合わせて表示されます。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 処理は続行されます。
問題判別:
さい。
DSN1806I

IBM サポート担当員に支援を要求してくだ

IDMAP ENTRY entry-number IN PAGE
page-number IS IN ERROR

説明: このメッセージは、ページ 'page-number' の中の
IDMAP 項目 'entry-number' が、有効でないことを示し
ています。有効な項目は、X'0014' から X'0Fhh' までで
す (ページ内の IDMAP 項目の数によって異なりま
す)。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: FORMAT/DUMP オプションが有効で
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DSN1807I
あれば、出力用にこのページにマークが付けられます。
処理は続行されます。

あれば、出力用にこのページにマークが付けられます。
処理は続行されます。

問題判別:
さい。

問題判別: IBM サポート担当員に支援を要求してくだ
さい。

IBM サポート担当員に支援を要求してくだ

DSN1807I

CHILD POINTER chd-rid IN ERROR IN
PARENT RECORD par-rid IN PAGE
pppppp

説明: このメッセージは、ページ 'pppppp' の中のレコ
ード ID 'par-rid' をもつ親レコードに、 'chd-rid' の無効
なレコード ID をもつ子ポインターが含まれていること
を示しています。このメッセージに先行して DSN1835I
が出されている場合には、子ポインターが、データ・セ
ットの高使用頻度 RBA より先のページを示していま
す。 子ポインターが無効であるか、あるいはデータ・
セットが切り捨てられているかのいずれかです。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: FORMAT/DUMP オプションが有効で
あれば、出力用にこのページにマークが付けられます。
処理は続行されます。
問題判別:
さい。

IBM サポート担当員に支援を要求してくだ

DSN1808I

OVERFLOW RECORD IN ERROR OVERFLOW RID = ovf-rid, POINTER
RID = ptr-rid

説明: このメッセージは、レコード ID 'ptr-rid' のポイ
ンター・レコードが指し示す、レコード ID 'ovf-rid' の
レコードが、オーバーフロー・レコードでないことを示
しています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: FORMAT/DUMP オプションが有効で
あれば、出力用にこのページにマークが付けられます。
処理は続行されます。
問題判別:
さい。

IBM サポート担当員に支援を要求してくだ

DSN1809I

OVERFLOW RECORD IN ERROR OVERFLOW RID = ovf-rid, HAS NO
POINTER RECORD
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重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: SYSUT1 DD ステー
トメントを訂正し、ジョブを再実行してください。
問題判別: 検査可能なシステム表スペースは、ハッシュ
項目が参照するか、またはリンクを含む必要がありま
す。索引が参照する単一レコードの表スペースは、検査
することはできません。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照
してください。
DSN1811I

ANCHOR POINT PAGE page IS OUT
OF RANGE — VALUE IS LESS THAN
2 OR GREATER THAN 'E'X

説明: ANCHOR 機能が、ページ・スロット引き数とし
て正しくないページ値をもっています。アンカー・ポイ
ントは、ページ 2 からページ 14 (16 進数の E) までの
範囲でしか見つけることができません。この範囲を超え
て指定されたアンカー・ポイント・ページは、無効で
す。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 次のパラメーター・セットを使用し
て、処理が続行されます。
ORPHAN ID = orph-id ID ENTRY =
entry-val FOUND IN PAGE
page-number

説明: このメッセージは、ページ 'page-number' 内で、
ID = 'orph-id' および ID 項目 = 'entry-val' をもつレコ
ードが orphan (孤立) であることを示しています。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。

4 (警告)

システムの処置:

INPUT DATA SET INVALID, NOT A
CHECKABLE SYSTEM TABLESPACE

説明: このメッセージは、SYSUT1 によって定義され
たデータ・セットが検査可能な表スペースではないた
め、分析できないことを示しています。

DSN1812I

説明: このメッセージは、レコード ID 'ovf-rid' をもつ
オーバーフロー・レコードを指し示すポインター・レコ
ードがないことを示しています。
重大度:

DSN1810I

FORMAT/DUMP オプションが有効で

問題判別: IBM サポート担当員に支援を要求してくだ
さい。
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DSN1813I
DSN1813I

UNABLE TO DUMP PAGE
page-number

説明: ページを検索している際にエラーが発生したた
め、ページ 'page-number' をダンプすることができませ
ん。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

UNEXPECTED END OF DATA AT
PAGE page-number

説明: ページ 'page-number' で、予期したよりも早く
END-OF-DATA 条件に達しました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

DSN1CHKR COMPLETED
SUCCESSFULLY, pg-cnt PAGES
PROCESSED

説明: このメッセージは、DSN1CHKR が正常に処理を
完了したことを示しています。すべての検査が完了しま
した。 'pg-cnt' は、表スペース内のページ数ではなく、
検査処理の際に読み取ったページ数を表しています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置:
DSN1816I

DSN1CHKR TERMINATED WITH
ERRORS, pg-cnt PAGES PROCESSED

4 (警告) または 8 (エラー)

システムの処置:

重大度: 8 (エラー)

問題判別: 正しい構文については、 DB2 ユーティリテ
ィー・ガイドおよび解説書 を参照してください。
以下は、無効な引き数です。
v ANCHOR または HASH オプションのオフセット値
が、ゼロでも 4 でもない。
v ANCHOR およびオプション・ページが指定した際
に、指定したページ番号が 2 より小さいため、これ
は非データ・ページになる。
DSN1818I

IDMAP ENTRY entry-number IN PAGE
page-number IS BEING USED BY
MULTIPLE CHAINS - ONE OF WHICH
IS IN ERROR

説明: このメッセージは、1 つのレコードが 2 つの異
なるチェーンの一部となっているために、表スペース内
に誤った構造を作り出したことを示しています。 MAP
オプションを使用している場合、最初のレコードに戻る
経路が失われているため、このチェーンのマッピングは
停止します。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 処理は続行されます。
問題判別:
さい。

IBM サポート担当員に支援を要求してくだ

DSN1819I

HASH VALUE FOR dbid
CORRESPONDS TO: PAGE =
page-number AND ANCHOR POINT
OFFSET = offset

処理は終了します。

説明: このメッセージは、DSN1CHKR が正常に処理を
完了しなかったことを示しています。 'pg-cnt' は、表ス
ペース内のページ数ではなく、検査処理の際に読み取っ
たページ数を表しています。
重大度:

説明: このメッセージは、MAPコマンドの引き数
'arg-val' が無効であることを示しています。

処理は終了します。

問題判別: 前の診断メッセージおよびシステム・メッセ
ージを調べ、問題を訂正した上で、ジョブを実行し直し
てください。
DSN1815I

ARGUMENT arg-val OF THE MAP
COMMAND IS INVALID

システムの処置: 処理は終了します。
処理は続行されます。

問題判別: 前の診断メッセージおよびシステム・メッセ
ージを調べ、問題を訂正した上で、ジョブを実行し直し
てください。
DSN1814I

DSN1817I

処理は終了します。

説明: このメッセージは、ハッシュ機能を実行したあと
の 'dbid' のハッシュ値を示しています。ここで、
'page-number' はページを表し、'offset' はアンカー・ポイ
ントを表します。
重大度: 0 (通知)
システムの処置: 処理は続行されます。

問題判別: 直前の診断メッセージを調べ、可能であれば
問題を訂正して、ジョブを実行し直してください。 問
題を訂正できない場合には、IBM サポート担当員に支
援を要求してください。
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DSN1820I
DSN1820I

MAPPING OF map-opt (val1,val2) HAS
STARTED

説明: このメッセージは、指示されたオプション
'map-opt' のマッピングが開始されたことを示していま
す。このオプションは、ANCHOR、HASH、PAGE、ま
たは RID のいずれかです。このオプションの引き数
'val1' と 'val2' もマップされます。このメッセージのあ
とに、チェーンのレコードが続きます。
重大度:

DSN1821I

処理を続行します。

MAPPING OF 'map-opt' (val1,val2)
HAS COMPLETED

説明: このメッセージは、指示されたオプション
'map-opt' のマッピングが開始されたことを示していま
す。このオプションは、ANCHOR、HASH、PAGE、ま
たは RID のいずれかです。このオプションの引き数
'val1' と 'val2' もマップされます。このメッセージは、
チェーンのレコードの後に続きます。
0 (通知)

システムの処置:
DSN1822I

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
問題判別:
ださい。

入力値を訂正して、ジョブを実行し直してく

DBID dbid HASHED TO AN EMPTY
ANCHOR POINT - NO ENTRIES FOR
THE GIVEN DBID ARE AVAILABLE IN
THE TABLESPACE

4 (警告)

DSN1823I

DSN1825I

重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

問題判別: 正しい構文については、DB2 コマンド解説
書 を参照してください。

処理は終了します。

問題判別: 入力値を訂正して、ジョブを実行し直してく
ださい。
RECORD WITH OBID = rec-obid IS
INVALID FOR THIS CHAIN

説明: 親の OBID または最初に処理されたレコードに
はエラーがなかったものと想定します。このメッセージ
は、OBID 'rec-obid' をもつレコードが、現在処理中のチ
ェーンに対しては無効であることを示しています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は終了します。

問題判別: MAP 機能を使用している場合には、与えら
れた値が有効なレコードを指していることを確かめてく
ださい。 問題を訂正できない場合には、IBM サポート
担当員に支援を要求してください。
DSN1827I

INVALID SYNTAX, c EXPECTED

説明: このメッセージは、parmlist を構文解析している
際に予期しない文字が見つかったこと、および 'c' が予
期していた文字であったことを示しています。

INPUT VALUE EITHER TOO LONG
OR OMITTED: in-val

説明: このメッセージは、入力値 'in-val' が 8 桁の 16
進数より長くなっているか、または全部省略されたこと
を示しています。

DSN1826I

システムの処置: 次のパラメーター・セットを使用し
て、処理が続行されます。

重大度:

説明: このメッセージは、入力値 'hex-data' が有効な
16 進数ではないことを示しています。

処理を続行します。

説明: DBID 'dbid' が、空のアンカー・ポイントにハッ
シュしました。 0 (空) の値をもつアンカー・ポイント
は、表スペース内に使用可能な項目がないことを意味し
ます。したがって、リンクは検査されません。
重大度:

INVALID HEX DATA: hex-data

0 (通知)

システムの処置:

重大度:

DSN1824I

THE SPECIFIED PAGE IS NOT A
HASHED DATA PAGE - THE
REQUESTED FUNCTION REQUIRES A
HASHED DATA PAGE.

説明: このメッセージは、MAP コマンドの HASH ま
たは ANCHOR オプションが非ハッシュ・データ・ペー
ジ (すなわち、アンカー・ポイントのないページ) に対
して出されたことを示しています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置: 次のパラメーター・セットを使用し
て、処理が続行されます。
問題判別: ANCHOR 機能を使用している場合には、ペ
ージ・スロット引き数を調べて、ページ値が正しいこと
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DSN1828I
を確かめてください。 HASH 機能を使用している場合
には、'dbid' 値が正しいことを確かめてください。それ
以外の場合は、SYSUT1 DD ステートメントを調べて、
表スペースが正しいことを確かめてください。正しい場
合は、RID または PAGE 機能を使用して、マッピング
を行ってください。
DSN1828I

OBID = rec-obid IS INVALID FOR
THIS DATABASE

説明: このメッセージは、OBID'rec-obid' をもつレコー
ドが、現在処理中のデータベースに対しては無効である
ことを示しています。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN1MAP、DSN1LNKF
重大度:

DSN1831I

説明: このメッセージは、MAP オプションのパラメー
ターとして指定されたページ 'page-no' により、
END-OF-DATA 条件に達したことを示しています。この
ページ番号は、マップされている表スペースには無効で
す。
重大度: 4 (警告)
システムの処置: 次のパラメーター・セットを使用し
て、処理が続行されます。
問題判別: MAP オプションのページ・パラメーターを
訂正して、ジョブを実行し直してください。
DSN1833I

4 (警告)

システムの処置: 次のパラメーター・セットを使用し
て、処理が続行されます。
問題判別: MAP コマンドを使用している場合には、ユ
ーザー提供のすべてのオフセットが実際に、有効なデー
タを指しているかどうかを確かめてください。 DB2 に
エラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関す
る情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。

重大度: 4 (警告)
システムの処置: 次のパラメーター・セットを使用し
て、処理が続行されます。

MAPPING MUST STOP AT PARENT
RECORD WHEN USING THE
BACKWARD POINTER

説明: このメッセージは、逆方向ポインターが使用され
たために、要求されたマッピングが、開始レコードでは
なく親レコードで停止したことを示しています。
重大度:

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ANCHOR POINT IS NOT IN USE

説明: マップされるアンカー・ポイントの値が、0 にな
っています。これは、このアンカー・ポイントが使用中
でないことを意味します。したがって、リンクは検査さ
れません。

DSN1834I
DSN1829I

END OF DATA REACHED, PAGE =
page-number IS OUT OF RANGE

GETMAIN FOR BUFFERS FAILED. NO
MORE AVAILABLE STORAGE IN
ADDRESS SPACE.

説明: ページ・バッファーの GETMAIN が失敗しまし
た。 使用できる仮想記憶域が、アドレス・スペース内
にこれ以上ありません。検査される表スペースが大きす
ぎて、現在のシステム構成では処理することができませ
ん。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
DSN1830I
説明:
す。

INVALID NUMBERS OF VALUES
SPECIFIED FOR func-name

このメッセージは、以下のいずれかを示していま

v 値が何も指定されなかった。
v 偶数の値を必要とする機能に対して、奇数の値が指定
された。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

問題判別: パラメーターの指定については、 DB2 ユー
ティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してくださ
い。 parmlist を訂正し、ジョブを実行し直してくださ
い。

処理は終了します。

問題判別: 可能であれば、システム構成を変更して、も
っと多くの仮想記憶域がアドレス・スペース内で使用で
きるようにしてください。
DSN1835I

THE REQUESTED PAGE page-no IS
BEYOND THE END OF THE
TABLESPACE.

説明: アンカー・ポイントまたは親レコード内の子ポイ
ンターから要求されたページ番号が、そのデータ・セッ
トの高使用頻度 RBA より先を指しています。 rid がエ
ラーであるか、あるいはデータ・セットが切り捨てられ
ているかのいずれかです。
重大度: 4 (警告)
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DSN1940I
システムの処置: FORMAT/DUMP オプションが有効で
あれば、出力用にこのページにマークが付けられます。
処理は続行されます。
問題判別: 直前の診断メッセージおよびシステム・メッ
セージを調べ、問題を訂正したうえで、ジョブを実行し
直してください。 問題を訂正できない場合には、IBM
サポート担当員に支援を要求してください。
DSN1940I

csect-name COMPRESSION REPORT

:
noncmpbytes
KB WITHOUT COMPRESSION
cmpbytes
KB WITH COMPRESSION
percsave
PERCENT OF THE BYTES WOULD BE
SAVED
numdictrows
ROWS SCANNED TO BUILD DICTIONARY
numscanrows
ROWS SCANNED TO PROVIDE
COMPRESSION ESTIMATE
numdictents
DICTIONARY ENTRIES
auncmprowlen
BYTES FOR AVERAGE UNCOMPRESSED
ROW LENGTH
avgcmprowlen
BYTES FOR AVERAGE COMPRESSED ROW
LENGTH
dictpages
DICTIONARY PAGES REQUIRED
noncmppages
PAGES REQUIRED WITHOUT
COMPRESSION
cmppages
PAGES REQUIRED WITH COMPRESSION
pctpgsave
PERCENT OF THE DB2 DATA PAGES
WOULD BE SAVED
説明: DSN1COMP が、正常に完了しました。 この報
告書は、入力データ・セットに基づいて見積もった、圧
縮によって節約される割合を示しています。この報告書
のサンプルについては、 DB2 ユーティリティー・ガイ
ドおよび解説書の DSN1COMP ユーティリティーを参照
してください
以下に、圧縮統計を示しています。
noncmpbytes
データ行 (行接頭部を含む) のうち、圧縮され
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ない合計 KB 数 (KB=1024 バイト)。 この数
値は、最も近い KB に丸められます。
cmpbytes
データ行 (行接頭部を含む) のうち、圧縮され
る合計 KB 数。この数値は、最も近い KB に
丸められます。
percsave
行が圧縮された場合に節約されるバイト数の百
分率。
上記の値は、データ行および関連する行接頭部 (6 バイ
ト) のバイト数だけを反映しています。DB2 ページおよ
びディクショナリー・ページのオーバーヘッドは含まれ
ていません。
numdictrows
ディクショナリーを作成するために使用された
データ行の数。
numscanrows
圧縮節約の見積もりを作成するために、ディク
ショナリーを使用して処理されたデータ行の
数。
numdictents
圧縮ディクショナリーに含まれている項目の
数。
auncmprowlen
圧縮されない行の平均の長さ。
avgcmprowlen
圧縮される行の平均の長さ。
dictpages
圧縮ディクショナリーに必要な DB2 ページの
数。
noncmppages
圧縮されないデータ行に必要な DB2 ページ数
の見積もり。PCTFREE および FREEPAGE に
必要なスペースを含みます。この数値は、次の
整数に切り上げられます。
cmppages
圧縮されるデータ行に必要な DB2 ページ数の
見積もり。 PCTFREE および FREEPAGE に必
要なスペースを含みます。ディクショナリー・
ページも含まれます。この数値は、次の整数に
切り上げられます。
pctpgsave
データ行を圧縮することによって節約される
DB2 ページ数の百分率の見積もり。
重大度:

0 (通知)
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DSN1941I
システムの処置:
ました。
DSN1941I

このユーティリティーは正常に完了し

csect-name COMPRESSION ESTIMATE
WAS NOT CALCULATED

説明: 圧縮ディクショナリーを作成するだけの十分なデ
ータがありません。 入力データ・セットが空である
か、または入力データ・セット内の行数がディクショナ
リーを作成するには不十分です。
重大度:

DSN1945I

説明: このメッセージに続いて、圧縮ディクショナリ
ー・ツリーが示されます。各ノードは、 SYSPRINT デ
ータ・セット内でフォーマット設定されています。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 処理は続行されます。
DSN1946I

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置:
てください。

入力データ・セット内の行数を増やし

csect-name DICTIONARY TREE

csect-name IMAGE COPY CONTAINING
MULTIPLE PARTITIONS

# 説明: DSN1COMP が圧縮レポートを作成するために、
# 複数の区画を含むイメージ・コピーのうち、最初の区画
# のデータしか十分に与えられていません。
重大度: 8 (エラー)

DSN1942I

csect-name ERROR WHEN BUILDING
THE COMPRESSION DICTIONARY

説明: ディクショナリーの作成中に、内部エラーが発生
しました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 単一区画を含むイメージ・コピーに対
して、DSN1COMP を実行してください。
DSN1947I

処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。

DSN1947I csect-name COMPRESSION
UNAVAILABLE FOR INDEX SPACES

説明: 索引データが DSN1COMP に対する入力として
提供されました。圧縮は、表スペース・データに対して
だけサポートされています。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。

DSN1943I

csect-name DICTIONARY PAGE
ENCOUNTERED

説明: 入力データ・セットの処理中に、ディクショナリ
ー・ページが検出されました。これは、データが圧縮形
式になっていることを示します。
重大度:

DSN1950I

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: DSN1COMP は、圧縮形式でないデー
タを含むデータ・セットに対して実行してください。
DSN1944I

csect-name INPUT PARAMETERS

説明: DSN1COMP が使用した入力パラメーターは、ユ
ーザー提供の値またはデフォルト値のいずれかです。
重大度:

ユーザーの処置: 表スペース・データを含むデータを使
って DSN1COMP を提供してください。

0 (通知)

システムの処置:

処理は続行されます。

DSN1COPY HAS SUPPRESSED VSAM
OPEN VERIFY,
ACBERRFLG=acb-errorcode.open-option

説明: DSN1COPY は、SYSUT1 データ・セットに関し
て VSAM OPEN によって行われる VSAM VERIFY を
抑止します。 DB2 によって用いられる VSAM デー
タ・セットの場合には、VSAM VERIFY は不要です。
DB2 で VSAM データ・セットを使用する場合、ICF カ
タログ内のデータ・セットの RBA のうち、使用頻度の
高いものが常に現行の RBA となります。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN1COPY
重大度:

0 (通知)

システムの処置:

処理は続行されます。
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DSN1951I
DSN1951I

ODD NUMBER OF HEX
CHARACTERS SPECIFIED IN VALUE
PARM.

説明: VALUE パラメーターに、奇数の 16 進文字が含
まれています。偶数の 16 進文字だけが許されます。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN1VAL
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: NUMPARTS,32KB パラメーター (ま
たはそのデフォルト値である 4KB)、および開始ページ
番号が正しいことを確認してください。正しければ、入
力データ・セット名をメッセージが示すように変更して
ください。
問題判別: パラメーターの要件については、
DSN1COPY または DSN1PRNT に関する情報を参照し
てください。

ユーザーの処置: VALUE パラメーターに指定する 16
進数の桁数を訂正した上で、ジョブを実行依頼し直して
ください。

DSN1954I

問題判別: パラメーターの要件については、 DB2 ユー
ティリティー・ガイドおよび解説書 の DSN1COPY 資
料を参照してください。

説明:

DSN1952I

UNEXPECTED END OF INPUT DATA CHECK FOR INVALID SPECIFICATION
OF THE 32K PARAMETER.

説明: SYSUT1 で指定されたイメージ・コピー・デー
タ・セットに関して、最初のページが読み取られる前に
データの終わりになりました。誤った入力データ・セッ
トが指定されたか、あるいは入力データ・セットに含ま
れているのが 4KB ページであるのに、32KB が指定さ
れたかのいずれかです。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN1COPY
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 入力データ・セットに含まれるのが
4KB ページである場合には、 32KB パラメーターを除
去するか、または入力データ・セットの名前を変更して
有効なイメージ・コピーを指定するようにするか、また
は FULLCOPY または INCRCOPY パラメーターを除去
するかしてください。

csect-name PARAMETER PAGESIZE
OR LOB IS MISSING OR
INCORRECTLY SPECIFIED.

このメッセージは、次の状況で出されます。

v プログラムが、データ・セットの先頭ページからペー
ジ・サイズを決定しようとしましたが、先頭ページが
ヘッダー・ページではなかった、あるいは、
v 先頭ページは、LOB ヘッダー・ページで、LOB パラ
メーターが欠落しています。
このメッセージは、以下の CSECT によって出されま
す。 DSN1COPY、DSN1PRNT
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 入力データ・セットが LOB 表スペー
スではない場合には、PAGESIZE パラメーターを指定し
てください。入力データ・セットが LOB 表スペースで
ある場合には、LOB または PAGESIZE パラメーター、
あるいはその両方を指定してください。
DSN1955I

SYSUT1 DD CARD IS MISSING

説明: SYSUT1 DD ステートメントが指定されていま
せん。
このメッセージは、以下の CSECT によって出されま
す。 DSN1COPY、DSN1PRNT、DSN1COMP

問題判別: パラメーターの要件については、
DSN1COPY に関する情報を参照してください。

重大度: 8 (エラー)

DSN1953I

ユーザーの処置: SYSUT1 DD ステートメントを指定
して、ジョブを再実行してください。

STARTING PAGE NUMBER
REQUIRES AN INPUT DATA SET
NAME OF data-set-name

説明: 印刷のためのページ範囲の開始ページ番号が、指
定された入力データ・セットと矛盾しています。
このメッセージは、以下の CSECT によって出されま
す。 DSN1COPY、DSN1PRNT
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システムの処置:

DSN1956I

処理は終了します。

csect-name SYNTAX ERROR: parm2 IS
SPECIFIED WITHOUT parm1

説明: キーワード parm1 は parm2 とともに指定する
必要があります。
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DSN1957I
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 正しいキーワードを指定して、ジョブ
を実行依頼し直してください。

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: FULLCOPY または INCRCOPY のい
ずれかを省略してください。
DSN1960I

DSN1957I

csect-name COMPRESSED RECORDS
CANNOT BE EXPANDED DUE TO
INCORRECT INPUT DATA SET
SPECIFICATION.

説明: EXPAND オプションが指定されたときに、
DSN1PRNT がこのメッセージを出します。入力デー
タ・セットは、増分イメージ・コピー・データ・セット
である可能性があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 正しい入力データ・セットを指定し
て、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1958I

INVALID DATA SET NAME.

説明: DB2 表スペースに、正しくない名前が指定され
ました。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN1CHDS
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: FULLCOPY または INCRCOPY が指
定されていた場合には、出力データ・セット名を訂正し
てください。ページ範囲を印刷している場合には、入力
データ・セット名を訂正してください。 DB2 データ・
セットの命名規則の説明については、 DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイ
ド の第 2 部 (第 1 巻) を参照してください。
DSN1959I

BOTH FULLCOPY AND INCRCOPY
PARAMETERS CANNOT BE
SPECIFIED.

説明: DSN1COPY を、1 回の実行で、全イメージ・コ
ピーと増分イメージ・コピーの両方に適用することはで
きません。全イメージ・コピーが、最初に適用されま
す。その後で、各増分イメージ・コピーを、最も古い増
分コピーから順に、別個のステップで適用しなければな
りません。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN1SDEF
重大度:

8 (エラー)

csect-name input/output DATA SET
ALLOCATION ERROR. ERROR FIELD
IS ERRFIELD value1.INFORMATION
FIELD IS INFFIELD value2.

説明: 入力または出力データ・セットの割り振りが失敗
しました。 ERRFIELD value1 には、エラー番号が含ま
れています。 INFFIELD value2 には、情報番号が含ま
れています。エラーの原因を判別する助けとして、
# 「OS/390 MVS Diagnosis: Reference」または「OS/390
MVS Programming: Authorized Assembler Services
| Guide」で SVC99 エラー・コードを参照してくださ
い。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 割り振りエラーの原因を訂正した上
で、ジョブを実行依頼し直してください。
DSN1961I

PIECE NUMBER value IS INVALID.

説明: 取り出されたページの部分番号が、区分表スペー
スの場合の NUMPARTS を超えているか、あるいは線
形表スペースの場合のデフォルト値である 32 を超えて
います。 'DPIECNUM value' は、取り出されたページの
部分番号です。ページの範囲を指定して印刷する場合、
NUMPARTS とページ・サイズから計算される数値に対
して、開始ページ番号が無効な数値である場合に、この
メッセージが発行されます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: SYSIBM.SYSTABLESPACE を参照し
て、このページの正しい区画番号を調べてください。
NUMPARTS または 32KB が誤って指定されている場合
にはそれらを訂正するか、または有効なイメージ・コピ
ーを用いてジョブを実行依頼し直すか、またはページ範
囲印刷の場合には開始ページ番号を訂正してください。
DSN1962I

OUTPUT DATA SETS MUST BE
VSAM WHEN IMAGE COPY DATA
SETS ARE USED AS INPUT TO
DSN1COPY.

説明: DSN1COPY への入力としてイメージ・コピー・
データ・セットを用いる場合には、出力データ・セット
は VSAM でなければなりません。 QSAM データ・セ
ットを出力用に使うことはできません。
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DSN1963I
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 出力データ・セットを VSAM に変更
するか、あるいは FULLCOPY および NUMPARTS パ
ラメーターを除去するかしてください。
DSN1963I

ZERO PAGES ARE INVALID WHEN
IMAGE COPY DATA SETS ARE USED
AS INPUT TO STAND ALONE
UTILITIES.

説明: IMAGE COPY データ・セット内のページに、ヘ
ッダーのないものがあります。ヘッダーのないページ
は、イメージ・コピー・データ・セットを独立型ユーテ
ィリティーへの入力として使用する場合は、無効です。

ユーザーの処置: SYSIBM.SYSTABLESPACE を参照し
て、このページの正しい区画番号を調べてください。
DSN1966I

説明: 'odsname' がまだ定義されていないため、DB2 が
これを検出することができません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: アクセス方式サービスを使用して、ま
だ定義されていない 'odsname' およびその他の VSAM
データ・セットを定義してください。
DSN1967I

重大度:

OUTPUT DATA SET odsname NOT
FOUND

THE OBID ARRAYS ARE FULL

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

説明: SYSXLAT ファイルに、500 レコードを超える
OBID が指定されています。

ユーザーの処置: イメージ・コピー・データ・セット名
が無効であった場合には、 SYSIBM.SYSCOPY から有
効な名前を調べてください。独立型ユーティリティーに
対して有効な IMAGE COPY データ・セットを実行依
頼し直してください。共用以外のデータベースにデー
タ・セットがある場合は、REPAIR ユーティリティーを
使用しなければ、ヘッダー・ページのタイム・スタンプ
値を訂正することはできません。

問題判別: 500 を超える表を含む表スペースに対して、
DSN1COPY を用いることはできません。

DSN1964I

説明: SYSXLAT ファイル内では、ソース OBID また
はターゲット OBID を反復させてはなりません。

NO VALUE HAS BEEN SPECIFIED
FOR THE NUMBER OF PARTITIONS.

説明: 区画の数に、値が指定されていません。
'NUMPARTS' パラメーターの後に、この値を指定する必
要があります。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

THE PARTITION NUMBER VALUE IS
INVALID.

説明: 'NUMPARTS' パラメーターの後に続く区画の番
号が、1 〜 64 の間の値になっていません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
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8 (エラー)

システムの処置:

DSN1968I

重大度:

処理は停止します。

OBIDS SHOULD NOT BE
DUPLICATED

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置:
い。

SYSXLAT ファイルを変更してくださ

処理は終了します。

ユーザーの処置: SYSIBM.SYSTABLESPACE を参照し
て、このページの正しい区画番号を調べてください。正
しい区画の番号を指定して、ジョブを実行依頼し直して
ください。ページが区分化されていない場合は、
NUMPARTS パラメーターを省略するか、 NUMPARTS
をゼロに指定するかのいずれかを行ってください。
DSN1965I

重大度:

処理は終了します。

DSN1969I

SYSXLAT FILE CAN NOT BE
OPENED

説明: DD ステートメントが指定されていないため、
SYSXLAT ファイルの QSAM OPEN が失敗しました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: OBID 変換を行う必要
がある場合は、SYSXLAT DD ステートメントを指定し
てください。それ以外の場合には、SYSXLAT パラメー
ターを除去した上で、実行し直してください。
問題判別: 標準の QSAM 診断手順に従ってください。
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DSN1970I
DSN1970I

DATA PAGE CONTAINING OBID xxxx,
HAS NO MATCHING VALUE IN THE
SYSXLAT FILE

説明: SYSXLAT ファイルの OBID レコードの 1 つ
に、ソース・システムの OBID 値と一致しないソース
OBID 値が含まれています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 一致しない OBID 値が含まれる
SYSXLAT ファイルのレコードに、ソース・システムの
OBID 値と一致する OBID 値を指定してください。
このエラーは、OBIDXLAT が、圧縮されたセグメント
表スペースの増分イメージ・コピーに対して試行された
場合にも発生することがあります。詳しい対処方法につ
いては、DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書
の DSN1COP の中の OBIDXLAT オプションの説明を
参照してください。
DSN1971I

DBID xxxx NOT FOUND IN THE
SYSXLAT FILE. REPLACE SOURCE
DBID xxxx OF THE SYSXLAT FILE
WITH IT.

説明: SYSXLAT ファイルの最初のレコードに、正しく
ないソース DBID 値が入っています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: SYSXLAT ファイルの最初のレコード
に、ソース・システムの DBID 値と一致するソース
DBID 値を指定してください。

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: SYSXLAT ファイルの最初のレコード
に、ソース・システムおよびターゲット・システムの
DBID 値と一致する、ソース DBID 値とターゲット
DBID 値をペアで指定してください。
DSN1975I

SOURCE PSID IS MISSING

説明: SYSXLAT ファイルの 2 番目のレコードに、
PSID 値が含まれていません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: SYSXLAT ファイルの 2 番目のレコ
ードに、ソース・システムおよびターゲット・システム
の PSID 値と一致する、ソース PSID 値とターゲット
PSID 値をペアで指定してください。
DSN1976I

TARGET PSID IS MISSING

説明: SYSXLAT ファイルの 2 番目のレコードに、タ
ーゲット PSID が入っていません。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: SYSXLAT ファイルの 2 番目のレコ
ードに、ターゲット・システムの PSID 値と一致するタ
ーゲット PSID 値を指定してください。
DSN1977I

SOURCE OBID IS MISSING

説明: SYSXLAT ファイル内に、OBID 値をもたないレ
コードが含まれています。
重大度: 8 (エラー)

DSN1972I

PSID xxxx NOT FOUND IN THE
SYSXLAT FILE REPLACE SOURCE
DBID xxxx OF THE SYSXLAT FILE
WITH IT

説明: SYSXLAT ファイルの 2 番目のレコードに、正
しくないソース PSID 値が入っています。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: SYSXLAT ファイルの 2 番目のレコ
ードに、正しい PSID 値を与えてください。

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: SYSXLAT ファイルを訂正して、最初
および 2 番目のレコード以降のすべてのレコードに、
ソース OBID 値とターゲット OBID 値をペアで含める
ようにしてください。
DSN1978I

TARGET OBID IS MISSING

説明: SYSXLAT ファイル内に、ターゲット OBID 値
が指定されていないレコードが含まれています。
重大度: 8 (エラー)
システムの処置: 処理は終了します。

DSN1973I

SOURCE DBID IS MISSING

説明: SYSXLAT ファイルの最初のレコードに、DBID
値が含まれていません。
重大度:

ユーザーの処置: SYSXLAT ファイルに、ターゲット・
システムの OBID 値と一致する OBID 値を指定してく
ださい。

8 (エラー)
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DSN1979I
DSN1979I

csect-name SOURCE & TARGET
VALUES MUST BE WITHIN THE
RANGE OF 1 TO 65535.

説明: SYSXLAT ファイルの SOURCE 値および
TARGET 値は、1 〜 65535 の範囲内になければなりま
せん。
重大度:

v NUMPARTS サブパラメーターの左または右の括弧が
抜けている。
v PRINT サブパラメーターの左または右の括弧が抜け
ている。
v PRINT サブパラメーターに、16 進数でないページ番
号の数字が指定されている。
v PRINT サブパラメーターに含まれている開始ページ
番号が、終了ページ番号よりも大きな値である。

8 (エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: SYSXLAT ファイルに、1 〜 65535
の間の値を指定してください。

v PRINT サブパラメーターに、6 桁の 16 進数より大
きなページ番号が含まれている。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:
DSN1980I

BROKEN PAGE BIT SET, WILL
RESET AND RETRY BROKEN PAGE
TEST

説明: このメッセージは、破壊されたページを検出した
ことを示しています。このメッセージに続いて、メッセ
ージ DSN1990I が発行された場合、破壊されたページの
原因を判断してください。メッセージ DSN1990I が出な
い場合には、 REPAIR ユーティリティーを用いて破壊
ページ・ビットをリセットして、問題を訂正してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
and Reference」の第 2 部を参照してください。
重大度:

4 (警告)

ユーザーの処置: EXEC DD ステートメント内の、指
摘されたパラメーターを訂正した上で、ジョブを入力し
直してください。
問題判別: パラメーターの要件については、
DSN1COPY、DSN1PRNT、または DSN1COMP の資料
を参照してください。
DSN1982I

NO BLANKS ARE ALLOWED WITHIN
THE PARAMETER LIST

説明: ユーティリティー・リストの 1 つまたは複数の
パラメーター相互間に、1 つまたは複数のスペースが入
っています。

システムの処置: 処理は続行されます。

重大度:

オペレーターの応答:
てください。

システムの処置:

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: RECOVER または
REPAIR ユーティリティーのいずれかを用いて、破壊ペ
ージを訂正してください。 DB2 にエラーがあると思わ
れる場合、問題の識別と報告に関する情報については、
「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照
してください。
破壊ページ・ビットの設定に関連するダンプが要求され
たときに、問題判別は、すでにされています。
DSN1981I

INVALID PARAMETER FIELD:
bad-parameter

説明: EXEC ステートメントで、無効な入力パラメー
ターが検出されました。 このパラメーターが、有効な
キーワードでないか、あるいは無効なサブパラメーター
と関連付けられています。
無効なサブパラメーターの例としては、以下のものがあ
ります。
v NUMPARTS サブパラメーターが '(nn)' 以外である。
'nn' は 10 進数です。
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処理は終了します。

8 (エラー)
処理は終了します。

ユーザーの処置: パラメーター・リストを調べて、パラ
メーターとパラメーターの間にスペースが入らないよう
にしてください。
DSN1983I

csect-name DICTIONARY IS INVALID,
REASON= X’nnnn’

説明: データ・セットで見つかったディクショナリーは
無効です。拡張ディクショナリーの妥当性検査の間に、
DB2 内部エラーが発生しました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 正しいデータ・セットが指定されてい
るか検査してください。 EXPAND オプションを削除し
て、ジョブを再実行依頼できます。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

REASON によってエラーの性質が識別され
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DSN1984I
ます。 REASON は、IBM サポート・センターによっ
て診断目的のために使用されます。
DSN1984I

UNEXPECTED PAGE NUMBER,
EXPECTING: expected-page-number

説明: このメッセージは、予期しないページ番号が検出
されたことを示しています。入力データ・セットが、イ
メージ・コピーであって、 FULLCOPY または
INCRCOPY パラメーターが指定されていなかった場
合、このメッセージを受け取ることがあります。 (16 進
数で示されている) 'expected-page-number' は、予期され
ていたページ番号であって、検出されたページ番号では
ありません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DSN1PRNT を使用し
て、表スペースまたは索引スペースをダンプしてくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide
and Reference」の第 2 部を参照してください。
DSN1985I

ZERO PAGES ENCOUNTERED.FIRST
PAGE = first-zero-page-number, LAST
PAGE = last-zero-page-number

説明: 1 つまたは複数のページのゼロ・ページがあっ
て、そのあとに有効なデータ・ページがあります。ゼ
ロ・ページとは、すべてが 0 であるページか、また
は、ページ同期ビットのみがページの最初および最後の
バイトにたっているページのことです。 16 進数で表示
される ’first-zero-page-number’ および
’last-zero-page-number’ は、最初にゼロが検出されたペー
ジと最後にゼロが検出されたページです。多くの場合、
これはエラー状態ではありません。ゼロでない
FREEPAGE パラメーターを用いて作成されたセグメン
ト化表スペースまたは索引スペースの場合には、これは
正常な状態です。さらには、ある更新シナリオが異常終
了し、データのロールバックが必要とされた後、非区分
表スペースが、ゼロ・ページを含んでいることは、普通
にあることです。
重大度:

す。同様に、ゼロ・ページが、DB2 が導入した有効な
ゼロ・ページである場合は、このページはフリー・スペ
ースであり、必要に応じて DB2 が使用するので、処置
は不要です。ゼロ・ページが有効なゼロ・ページであ
り、それを表スペースから削除したい場合は、 REORG
ユーティリティーを実行してください。
ゼロ・ページを DB2 が有効に導入していたかどうかを
判別するには、 CHECK INDEX ユーティリティーを実
行してください。これは、影響を受けた表スペースに関
して少なくとも 1 つの索引が定義されていると想定し
ています。
ゼロ・ページが無効であると判別された場合は、
RECOVER ユーティリティーを実行する必要がありま
す。
DSN1986I

NEITHER FULLCOPY NOR INCRCOPY
PARAMETERS MAY BE SPECIFIED
WITH THE SEGMENT PARAMETER.

説明: パラメーター SEGMENT、FULLCOPY、および
INCRCOPY は、SYSUT1 参照する入力のタイプを記述
します。 SEGMENT は、表スペースまたは索引スペー
スが入力されたときにだけ関係します。 FULLCOPY お
よび INCRCOPY は、イメージ・コピーが入力されたと
きにだけ関係します。入力データ・セットが区分表スペ
ースである場合には、 FULLCOPY または INCRCOPY
パラメーターは指定できません。入力データ・セットが
全イメージ・コピーまたは増分イメージ・コピーである
場合には、 SEGMENT を指定してはなりません。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置: 処理は終了します。
ユーザーの処置: 正しくないパラメーターを除去してく
ださい。
DSN1987I

csect-name INDEX PAGE CONTAINING
OBID id HAS NO MATCHING VALUE
IN THE SYSXLAT FILE.

説明: このメッセージは、そのページの OBID が入力
ソース OBID リストに一致する値を見つけなかったと
きに、出されます。このメッセージは、入力された
OBID 値が十分でないときも、出されます。
重大度: 8 (エラー)

4 (警告)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システムの処置: OBID がソース・リストに一致する値
がないページのダンプを要求して、処理が終了します。
ユーザーの処置: 正しい OBID 値を入力して、ジョブ
を実行依頼し直します。

システム・プログラマーの応答: ゼロ・ページがセグメ
ント化の結果として生じたものであれば、処置は不要で
第 24 章 DB2 メッセージ
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DSN1988I
DSN1988I

csect-name EXPAND KEYWORD IS
SPECIFIED BUT DICTIONARY IS NOT
FOUND

説明: EXPAND オプションが指定されたときに、
DSN1PRNT がこのメッセージを出します。ディクショ
ナリーが、データ・セットに見つかりませんでした。正
しくないデータ・セット・ピースが指定されたか、また
は複数ピース線形データ・セットについて正しくないデ
ータ・セット番号が指定されました。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: 正しいキーワードまたは正しいデー
タ・セット名を指定して、ジョブを実行依頼し直してく
ださい。
DSN1989I

csect-name IS PROCESSED WITH THE
FOLLOWING OPTIONS:

:
v check/32K/fullcopy/incrcopy/segment/
v numparts=n/format/expand/swonly/
v print/value/obidxlat/reset/no check/4K/
v

no imagecopy/nonsegment/numparts=0/

v

no print/no value/no obidxlat/

v

no format/no reset/no expand/no swonly

説明: 独立型ユーティリティー 'csect-name' が、指定さ
れたオプション、またはデフォルト値により提供された
オプションを使用して処理中です。
重大度:

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: RECOVER または
REPAIR ユーティリティーのいずれかを用いて、破壊ペ
ージを訂正してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
サービス情報は、IBM サポート・センターが診断目的
で使用します。
DSN1991I

UNCLUSTERED DATA DETECTED.
RID: ’xxxxxxxx’X TABLE: tablename
INDEX KEY: index-key

説明: データは破壊されていません。次の DB2 カタロ
グ表スペースのうちの 1 つのデータの配列だけが、影
響を受けています。すなわち、 SYSDBASE、
SYSPLAN、または SYSVIEWS のいずれか。通常、こ
れらのページのデータは、ロックの競合を最小にするよ
うに配置されます。 DSN1COPY が、指定の TABLE
の INDEX KEY が示すオブジェクトに関して、データ
の配列がロッキング競合を最小限にできなくなっている
ことを発見しました。したがって、 SYSDBASE、
SYSPLAN、および SYSVIEWS では、デッドロックお
よびタイムアウトの回数が増える可能性があります。
システムの処置: DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。

0 (通知)

システムの処置:

処理は続行されます。

ユーザーの処置: パラメーターが正しいことを確かめて
ください。パラメーターを正しく指定しないと、予期し
ない結果が起きることがあります。

問題判別: IBM サポート担当員に支援を要求してくだ
さい。 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリスト
されている次の診断項目を集めてください。 1、 2、
5、 64。
DSN1992I

DSN1990I

csect-name BROKEN PAGE.PAGE
NUMBER =
broken-page-number.REASON: comment,
SERVICE INFO: CODE = c1, d1 = v1
... dn = vn

VSAM PUT ERROR, RPLERREG =
return-code, RPLERRCD = reason-code

説明: VSAM PUT が、示されたエラー・コードで失敗
しました。
重大度: 8 (エラー)

説明: ページの検査中に、メッセージで示された理由に
より破壊されたページが検出されました。 ページ番号
は、16 進数形式で示されます。

システムの処置: 処理は終了します。

重大度:

システム・プログラマーの応答: 標準の VSAM 診断手
順に従ってください。標準の VSAM プロシージャー、
RPL フィールド、および VSAM 制御ブロックについて

4 (警告)

システムの処置:

800

処理は続行されます。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSN1993I • DSN1999I
詳しくは、「DFSMS/MVS: Macro Instructions for Data
Sets」を参照してください。
DSN1993I

DSN1COPY/DSN1PRNT/DSN1COMP
TERMINATED, page-count PAGES
PROCESSED

説明: このメッセージは、独立型ユーティリティーが処
理を正常に完了できなかったことを示しています。ペー
ジ・カウントは、10 進数形式で表示されます。
重大度:

8 (エラー)

システムの処置:

処理は終了します。

ユーザーの処置: このアプリケーション・プログラムで
前に出されたエラー・メッセージを調べてください。
システム・プログラマーの応答: 直前に示されたエラー
を訂正して、ジョブを再実行依頼してください。
DSN1994I

DSN1COPY/DSN1PRNT/DSN1COMP
COMPLETED SUCCESSFULLY,
page-count PAGES PROCESSED

説明: このメッセージは、独立型ユーティリティーが処
理を正常に完了したことを示しています。ページ・カウ
ントは、10 進数形式で表示されます。
重大度:

0 (通知)

システムの処置: 処理は終了します。
DSN1995I

VSAM GET ERROR, RPLERREG =
return-code, RPLERRCD = reason-code

説明: VSAM GET が、示されたエラー・コードで失敗
しました。
重大度:

8 (エラー)

ー)。それ以外の場合、重大度コードは 4 です。
システムの処置: エラー・コードが 128 以上の場合、
処理は終了します。それ以外の場合、処理は正常に続行
されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 標準の VSAM 診断手
順に従ってください。標準の VSAM プロシージャー、
および VSAM 制御ブロックについて詳しくは、
「DFSMS/MVS: Macro Instructions for Data Sets」を参
照してください。
DSN1997I

OUTPUT DSNAME = data-set-name,
data-set-type

説明: 示された 'data-set-name' が、出力に使用されま
す。 'data-set-type' は、VSAM または SEQ (順次デー
タ・セットの場合) のいずれかです。
重大度:

0 (通知)

DSN1998I

INPUT DSNAME = data-set-name,
data-set-type

説明: 示された'data-set-name'が、入力に使用されます。
'data-set-type' は、VSAM または SEQ (順次データ・セ
ットの場合) のいずれかです。
重大度:

0 (通知)

DSN1999I

START OF
DSN1COPY/DSN1PRNT/DSN1COMP
FOR JOB job-name step-name

説明: このメッセージは、独立型ユーティリティーが処
理を開始したことを示しています。

システムの処置:

処理は終了します。

重大度: 0 (通知)

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システムの処置: 独立型ユーティリティーが処理を開始
します。

システム・プログラマーの応答: 標準の VSAM 診断手
順に従ってください。標準の VSAM プロシージャー、
RPL フィールド、および VSAM 制御ブロックについて
詳しくは、「DFSMS/MVS: Macro Instructions for Data
Sets」を参照してください。
DSN1996I

VSAM OPEN ERROR, ACBERRFLG =
ACB error-code.OPEN option

説明: VSAM OPEN が失敗し、示された 'ACB
error-code' が返されました。 OPEN オプションは、
'INPUT' または 'OUTPUT' のいずれかでした。
重大度:

エラー・コードが 128 以上のときは、8 (エラ
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第 25 章 DSN2... メッセージ
以下のような、2 つのバージョンの CICS 接続機能があります。
v DB2 に付属するバージョンには、CICS バージョン 3 リリース 3 またはそれ以前のリリースが必要で
す。この接続機能は、DSNCxxx メッセージを出します。
v CICS に付属するバージョンには、バージョン 3 リリース 3 より後の CICS リリースが必要です。こ
の接続機能は、DSN2xxx メッセージを出します。
DSN2001I

CICS UR INDOUBT RESOLUTION IS
INCOMPLETE FOR ssid

説明: CICS は、DB2 が前の接続から未確定のまま保
有しているリカバリー単位の後処理を解決することがで
きません。これは、CICS がコールド・スタートされた
ためです。
システムの処置:
行されます。

CICS 接続機能の始動処理は正常に続

オペレーターの応答:
連絡してください。

csect-name DSN2CT'xx' MODULE NOT
FOUND

説明: 接尾部 'xx' の付くリソース管理テーブル
DSN2CT がロードできません。
システムの処置:
す。

THE ATTACHMENT FACILITY IS
ALREADY ACTIVE

説明: CICS 接続機能はすでにアクティブで、CICS に
対して使用可能になっています。
システムの処置:
す。

CICS 接続機能の初期設定は終了しま

オペレーターの応答: CICS 接続機能は、1 回のオカレ
ンスしか許可されません。

CICS システム・プログラマーに

システム・プログラマーの応答: DB2 から -DISPLAY
THREAD および -RECOVER INDOUBT コマンドを出
して、未確定のリカバリー単位を手操作で解決する必要
があります。
DSN2002I

DSN2003I

DSN2004I

THE PLAN NAME IS NOT FOUND IN
THE RCT

説明: このメッセージは、DSNC DISPLAY または
DSNC DISCONNECT コマンドに対する応答として表示
されます。そのコマンドで指定されたプランが、リソー
ス管理テーブル (RCT) 内に見つかりません。
システムの処置:
されません。

その CICS 接続機能コマンドは処理

オペレーターの応答: 正しいプラン名を指定して、コマ
ンドを入力し直してください。

CICS 接続機能の初期設定は終了しま

ユーザーの処置: 正しい接尾部を指定して、開始コマン
ドを入力し直してください。リソース管理テーブル
DSN2CT が、正しいアプリケーション・プログラム・ラ
イブラリーにあることを確かめてください。そのライブ
ラリーは、CICS 始動 JCL の JOBLIB または STEPLIB
ステートメント内で連結されています。
DSN2CT がアプリケーション・プログラム・ライブラリ
ーにない場合は、DSN2CT をアセンブルするための
DSNCRCT マクロの正しいバージョンを使用中であるこ
とを確かめてください。 CICS の第 3 版リリース 3 よ
り後のバージョンである場合は、正しい DSNCRCT マ
クロは、 DB2 マクロ・ライブラリーにではなく、CICS
マクロ・ライブラリーにあります。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

DSN2005I

THE TRANSACTION NAME IS NOT
FOUND IN THE RCT

説明: このメッセージは、DSNC DISPLAY または
DSNC MODIFY コマンドに対する応答として表示され
ます。 コマンドに指定されたトランザクションが、リ
ソース管理テーブル (RCT) 内に見つかりません。
システムの処置: その CICS 接続機能コマンドは処理
されません。
オペレーターの応答: 正しいトランザクション名を指定
して、コマンドを入力し直してください。
DSN2006I

THE dest DESTINATION ID IS INVALID

説明: このメッセージは、CICS 接続機能コマンドに対
する応答として表示されます。そのコマンドに指定され
た宛先 ID (メッセージ中の dest) が、 CICS 宛先管理
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DSN2007I
テーブル (DCT) またはリソース管理テーブル (RCT) 内
に見つかりません。
システムの処置:
されません。

その CICS 接続機能コマンドは処理

オペレーターの応答: 正しい宛先 ID を指定して、コ
マンドを入力し直してください。
DSN2007I

THE COMMAND VERB IS MISSING
OR INVALID

説明: CICS 接続機能が、入力コマンドの処置キーワー
ドを認識することができません。
システムの処置:

そのコマンドは処理されません。

オペレーターの応答: 正しい構文を使用して、コマンド
を入力し直してください。
DSN2008I

KEYWORD IS MISSING OR INVALID

説明: CICS 接続機能コマンドが入力されました。その
コマンドに、コマンド処理プログラムでは認識できない
定位置キーワードが含まれているか、またはキーワード
が指定されていません。
システムの処置:

コマンドは処理されません。

オペレーターの応答: 正しい構文を使用して、コマンド
を入力し直してください。
DSN2009I

DSN2011I

THE VALUE IN THE COMMAND IS
INVALID

説明: DSNC MODIFY コマンド内の数値が無効である
可能性があります。そうでなければ、次のいずれか 1
つが原因で、このエラーが起こりました。

tran TRANSACTION ABENDED
BECAUSE THREADS ARE
UNAVAILABLE

説明: このエラー・メッセージに示されたトランザクシ
ョンが異常終了しました。このトランザクションに関し
て、DB2 とのスレッド接続が使用できなかったためで
す。変数 tran は、CICS トランザクション ID です。
次の場合に、このエラー・メッセージが出される可能性
があります。
v リソース管理テーブル内のトランザクション項目の
TWAIT が NO である。
v トランザクション項目の TWAIT が POOL であり、
プール項目内の TWAIT が NO であり、POOL 内の
すべてのスレッドがアクティブである。
システムの処置: 示されたトランザクションは異常終了
します。 CICS 接続機能は他の処置をとりません。
オペレーターの応答:
連絡してください。

CICS システム・プログラマーに

システム・プログラマーの応答: 次のいずれの処置によ
って問題が訂正されるかを判別してください。
v リソース管理テーブル (RCT) の現行生成で、さらに
多くのスレッドを使用できる場合は、 DSNC
MODIFY コマンドを使用して、さらに多くのスレッ
ドをアクティブにするように、マスター端末オペレー
ターに指示する。
v リソース管理テーブルを生成し直して、失敗したトラ
ンザクションに対して、さらに多くのスレッドを使用
可能にする。 CICS 接続機能をいったん停止してか
ら、再始動することにより、新しい RCT をアクティ
ブにします。

v 値が、リソース管理テーブル (RCT) 内の THRDM パ
ラメーターに指定された値よりも大きい。

DSN2012I

v POOL RCT 項目を変更しようとしている場合は、活
動スレッドのカウントを 3 よりも小さくセットする
ことはできない。

説明: マスター端末オペレーターにより入力された
DSNC STOP コマンドが処理中です。

システムの処置: コマンドは処理されません。

システムの処置: CICS 接続機能は、このコマンドが入
力された端末を解放し、静止処理を進めます。

オペレーターの応答: 有効な値を使用して、コマンドを
入力し直してください。
システム・プログラマーの応答: 必要なスレッドの数が
リソース管理テーブル (RCT) 内で許可されている数よ
りも多い場合は、より大きな数のスレッドを THRDM
パラメーターに指定して、テーブルを生成し直してくだ
さい。

THE ATTACHMENT FACILITY STOP
QUIESCE IS PROCEEDING

オペレーターの応答: 必要な時間内に静止が完了しない
場合は、DB2 -STOP FORCE コマンドを入力すること
ができます。
DSN2013I

DISPLAY REPORT FOLLOWS

説明: CICS 接続機能の表示が要求されました。このメ
ッセージに続いて表示されます。
システムの処置:
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処理は続行されます。

DSN2014I
DSN2014I

STATISTICS REPORT FOR rct-name
FOLLOWS

DSN2015E

csect THE ATTACHMENT FACILITY
FOR name IS IN STANDBY

説明: CICS 接続機能の統計表示が要求されました。こ
のメッセージに続いて表示されます。現在使用中のリソ
ース管理テーブル (RCT) の名前は rct-name です。

説明: CICS 接続機能が待機モードになりました。
DB2 が停止して、STANDBY=SQLCODE が RCT で指
定されたからです。

RCT 内の各項目ごとに、次の情報が表示されます。

システムの処置: CICS 接続機能はすべての SQL 要求
に対して負の SQLCODE を出すことになります。

TRAN

CICS トランザクション名。

PLAN

DB2 プラン名。

オペレーターの応答: DB2 を再始動したあとで、接続
を再開してください。

CALLS この接続での SQL ステートメントの合計数。
AUTHS

DSN2016I
この項目に関連するトランザクションのサイン
オン呼び出しの総数。サインオンでは、新しい
スレッドが作成されるのか、または既存のスレ
ッドが再使用されるのかは示されません。スレ
ッドが再利用され、TOKENE=NO であると、
許可 ID またはトランザクション ID が変更さ
れた場合しかサインオンが発生しません。

W/P

HIGH

この項目に使用できるすべてのスレッドが使用
中であったために、トランザクションが待機し
なければなかった回数、またはスレッド要求が
POOL に変えられた回数。
CICS 接続機能が開始された以後の任意の時点
で、この項目と関連付けられたトランザクショ
ンに必要な並行スレッドの最大数。

ABORTS
ロール・バックされたリカバリー単位の合計
数。
COMMITS
この項目に関連がある DB2 トランザクション
が明示または暗黙の (たとえば EOT) 同期点を
持つたびに、以下の 2 つのフィールドのいず
れかが増分されます。
1-PHASE
この項目と関連があるトランザクションの単一
フェーズ・コミットの合計数。
2-PHASE
この項目に関連するトランザクションの 2 フ
ェーズ・コミットの総数。
統計レポートの各フィールドの詳細説明は、DB2 ユニバ
ーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理
ガイド 第 4 部 (第 1 巻) の「CICS 接続の制御」を参
照してください。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

csect-name THE CONNECTION OF CICS
WITH name FAILED, ’reason-code’

説明: DB2 との接続処理中にエラーが発生したため、
CICS 接続機能が異常終了しつつあります。エラーは
reason-code によって示され、特定の DB2 サブシステム
は name によって示されます。
システムの処置: CICS 接続機能は、異常終了コード
X'04E' で終了します。初期識別が許可エラーのせいで失
敗した場合、DSN2042I が発行され、ダンプは要求され
ません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: reason-code を調べ、
終了の原因となった特定の障害を判別してください。
DSN2017I

ATTACHMENT OF A THREAD
SUBTASK FAILED

説明: CICS 接続機能は処理を続行しますが、リソース
管理テーブル (RCT) 項目で許可されただけの数のスレ
ッド・サブタスクを開始することはできません。
システムの処置: CICS 接続機能は、現在使用されてい
ないすべてのサブタスクを終了させようとしましたが、
1 つも終了させることができません。現行トランザクシ
ョンを処理するのに使用できる活動サブタスクがほかに
ない場合、 CICS はそのトランザクションを異常終了す
るように要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このエラーは、以下の
いずれかが原因で起こった可能性があります。
v ローカル・ストレージ・キュー・エリア (LSQA) 内
のストレージが不足している。
v スレッド・サブタスクの合計数が、許可される最大数
に達している。最大値は、リソース管理テーブル
(RCT) の THRDMAX パラメーターに指定されます。
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DSN2018I
DSNC DISPLAY STATISTICS コマンドを使用する
と、現在のスレッド使用状況を分析するのに役立ちま
す。
DSN2018I

name IS NOT ACTIVE

説明: サブシステム name がアクティブでないため、
DSNC STRT コマンドは実行できません。
システムの処置: DSNC STRT コマンドは、CICS 接続
機能を開始させることなく処理を終わらせます。

DSN2024I

dest CANNOT BE LOCATED IN THE
DCT

説明: メッセージに示された宛先が、CICS 宛先管理テ
ーブル (DCT) 内に見つかりません。
システムの処置: CICS 接続機能の始動処理が続行され
ます。リソース管理テーブル (RCT) 内の宛先項目は、
CICS 接続機能による変更の可能性に備えて '*' にセッ
トされます。

オペレーターの応答: DB2 が始動された後で、この
CICS 接続機能コマンドを入力し直してください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 DSNC MODIFY コマンドを使用して、エ
ラーの宛先を正しい識別文字にセットしてください。

DSN2019I

システム・プログラマーの応答: RCT または DCT の
いずれかを訂正して、エラーの宛先を同期させるように
してください。

THE MODIFY COMMAND IS
COMPLETE

説明: DSNC MODIFY コマンドが、正常に処理を完了
しました。
DSN2020I

THE DISPLAY COMMAND IS
COMPLETE

説明: DSNC DISPLAY コマンドが、正常に処理を完了
しました。

DSN2025I

THE ATTACHMENT FACILITY IS
INACTIVE

説明: これは、CICS 接続機能によって出される最終メ
ッセージで、 CICS 接続機能がシャットダウン処理を完
了したことをリソース管理テーブルのエラーの宛先に通
知するものです。
システムの処置:

DSN2021I

THE DISCONNECT COMMAND IS
COMPLETE

説明: DSNC DISCONNECT コマンドが、正常に処理を
完了しました。
DSN2022I

THE ATTACHMENT FACILITY STOP
FORCE IS PROCEEDING

説明: マスター端末オペレーターにより入力された
DSNC STOP FORCE コマンドが処理中です。
システムの処置: CICS 接続機能は、このコマンドが入
力された端末を解放し、STOP FORCE 処理を進めま
す。
DSN2023I

THE ATTACHMENT FACILITY HAS
CONNECTED TO name USING rct-name

説明: DSNC STRT コマンドが正常に処理を完了し、
サブシステム name が CICS に対して使用可能になり
ました。 CICS 接続機能のこの開始のために指定された
リソース管理テーブル (RCT) の名前は、rct-name で
す。
システムの処置: DSNC STRT コマンドは処理を完了
し、CICS 接続機能はアクティブです。
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DSN2026I

CICS 接続機能は終了します。

DSN2STOP FAILED TO DISABLE THE
name RMI EXIT

説明: CICS 接続機能が、示されたリソース・マネージ
ャー・インターフェース (RMI) 出口を割り込み禁止に
することに失敗しました。 DSN2STOP で出口を割り込
み禁止にしようとしたときに、その出口が使用中であっ
たか、あるいは '使用中' フラグがオンのときに、RMI
出口コードで異常終了が発生しました。 CICS システム
をいったん停止してから、再始動しなければ、CICS 接
続機能を再始動することはできません。
システムの処置: CICS 接続機能は、CICS トレース、
リソース管理テーブル (RCT)、および接続管理テーブル
(CCT) のダンプをしてから、終了処理を続行します。
オペレーターの応答: CICS 接続機能のシステム・プロ
グラマーに通知してください。 CICS システムをいった
ん停止してから、再始動しなければ、CICS 接続機能を
再開することはできません。
システム・プログラマーの応答: これは、CICS 'タスク
関連のユーザー出口' の問題である可能性があります。
この実行に関連するトレースおよびダンプを分析して、
エラーの原因を判別してください。
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DSN2027I
DSN2027I

SHUTDOWN IS IN
PROGRESS.transaction COMMANDS
MAY NOT BE ENTERED

説明: CICS 接続機能は、CICS 接続機能の終了処理中
または終了後には、 DB2 あてのコマンドを受け入れま
せん。
システムの処置:

コマンドはリジェクトされます。

ユーザーの処置: CICS 接続機能のシステム・プログラ
マーに通知してください。

システムの処置:

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。また、この宛先がリソース管理テーブル・
エラー宛先の 1 つである場合は、 CICS 接続機能の
MODIFY コマンドを使用して、宛先コードを別の宛先
(使用できる宛先が存在する場合) に変更してください。
システム・プログラマーの応答: CICS 手順に従って、
エラーを訂正してください。詳しくは、「CICS/ESA
Problem Determination Guide」を参照してください。
DSN2031I

DSN2028I

USER IS NOT AUTHORIZED FOR
transaction COMMANDS

説明: ユーザーがサインオン中に、DB2 がコマンド要
求を拒否しました。 したがって、コマンドで要求され
た機能に関してそのユーザーに許可を与えられていない
と思われます。
システムの処置:

CICS 接続機能は操作を続行します。

THE COMMAND IS INVALID.THE
ATTACHMENT FACILITY IS INACTIVE

説明: CICS 接続機能が非アクティブのとき有効なコマ
ンドは、STRT だけです。非アクティブのときに CICS
接続機能に他のコマンドを出しても、受け入れられませ
ん。
システムの処置:

コマンドはリジェクトされます。

コマンドはリジェクトされます。

オペレーターの応答: CICS 接続機能のシステム・プロ
グラマーに通知してください。

DSN2032I

システム・プログラマーの応答: 使用された許可 ID
は、リソース管理テーブル (RCT) の生成手順に記述さ
れています。ユーザーにコマンドへのアクセスを許可す
る必要がある場合は、 GRANT ステートメントを使っ
て権限を指示してください。

説明: この応答は、メッセージに示された DB2 コマン
ド (transaction) が完了したこと、および結果として生じ
た出力が要求された装置で使用可能になっていることを
示しています。

DSN2029I

transaction COMMAND FAILED,
REASON CODE rc

説明: メッセージに示された DB2 コマンド
(transaction) が、そのコマンドでとられた処置を示す応
答メッセージを戻すことができません。 DB2 は、メッ
セージに示された理由コード (rc) を戻しました。
システムの処置:
置は不明です。

このコマンドの結果としてとられた処

オペレーターの応答: CICS 接続機能のシステム・プロ
グラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: このコマンドが失敗し
た理由を示すメッセージが出されていないか、マスタ
ー・コンソールを調べてください。 859 ページの『第
4 部 DB2 コード』 を参照して、DB2 が戻した理由コ
ードを調べてください。
DSN2030E

AN ERROR HAS OCCURRED
WRITING TO THE TRANSIENT DATA
OUTPUT DESTINATION destination

説明: 示された宛先に書き出しているときに、CICS 接
続機能がエラーを検出しました。

transaction COMMAND ALTERNATE
DESTINATION OUTPUT COMPLETE

システムの処置:
DSN2033I

処理は正常に続行されます。

TERMINAL termid IS NOT
SUPPORTED BY BMS OR IS INVALID

説明: このメッセージは、応答の代替宛先を要求した
CICS 接続機能または DB2 コマンドに対する応答とし
て出されます。要求された端末、termid に経路指定して
いるときに、 CICS 基本マッピング・サポート (BMS)
がエラーを検出しました。
システムの処置: コマンドからの出力は抑止される可能
性があります。
オペレーターの応答: 端末 ID が正しく入力されてい
るかどうかを確かめてください。それ以外の場合は、シ
ステム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 端末 ID が有効かど
うかを確かめてください。宛先装置が BMS でサポート
されないため、または宛先装置が CICS に定義されてい
ないために、このメッセージが出されることがありま
す。 termid が CSMT である場合、このメッセージの前
にメッセージ DSN2030E が出る可能性があります。こ
の接続機能は、一時データ宛先エラーの後、無条件に端
末 CSMT へ出力を経路指定します。
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DSN2034I
DSN2034I

INDOUBT RESOLUTION FOR ur-id IS
INCORRECT

説明: CICS は、ur-id のリカバリーが必要であること
を示していますが、リカバリー単位が DB2 には未確定
です。
システムの処置: CICS 接続機能の始動処理は正常に続
行されます。
オペレーターの応答:
連絡してください。

INDOUBT RESOLUTION FOR ur-id IS
INCOMPLETE

説明: CICS は、ur-id についてのリカバリーが必要な
いことを示していますが、DB2 が未確定です。
CICS 接続機能の始動処理は正常に続

オペレーターの応答:
連絡してください。

CICS システム・プログラマーに

システム・プログラマーの応答: CICS または DB2 再
始動処理あるいはその両方が同期していません。エラー
の原因を判別してください。適切な処置をとって、すべ
てのリソースを整合性のある状態に戻してください。
DSN2037A

矛盾が生じる場合、その理由を判別する必要がありま
す。たとえば、DB2 がコールド・スタートすると問題
が生じることがあります。

システムの処置:
行されます。

オペレーターの応答:
連絡してください。

CICS システム・プログラマーに

システム・プログラマーの応答: CICS は、DB2 から
の解決要求リストにない ID によって、リカバリー単位
をリカバリーしようとしました。 DB2 -DISPLAY
THREAD および -RECOVER INDOUBT コマンドを使
用して、すべての未確定のリカバリー単位が解決されて
いるかどうかを確かめてください。

DSN2035I

されています。 CICS 接続機能の始動処理は正常に続行
されます。

CICS システム・プログラマーに

システム・プログラマーの応答: CICS は、DB2 から
の解決要求リストに含まれている ID によって、作業単
位をリカバリーすることができません。 DB2
-DISPLAY THREAD および -RECOVER INDOUBT コ
マンドを使用して、すべての未確定のリカバリー単位が
解決されているかどうかを確かめてください。

subsystem IS NOT ACTIVE transaction IS
WAITING

説明: メッセージに示された CICS 接続機能の始動ト
ランザクションが、示されている DB2 サブシステムか
ら、このサブシステムがアクティブになったという通知
を待っています。 DB2 が開始した後、CICS 接続機能
の開始が完了しました。
システムの処置: CICS 接続機能は、始動処理が完了す
るのを待ちます。
オペレーターの応答: DB2 サブシステムを始動してく
ださい。
DSN2038I

THE COMMAND IS INVALID WHILE
WAITING FOR subsystem name

説明: CICS 接続機能が DB2 サブシステムの始動を待
っている間は、入力されたコマンドを処理することがで
きません。 subsystem name は、まだ操作可能になって
いない DB2 サブシステムの名前を示しています。
システムの処置:
DSN2039I

コマンドはリジェクトされます。

THE ERROR DESTINATIONS ARE: d1
d2 d3

エラーの原因を判別してください。 CICS コールド・ス
タートがこの問題の原因になる可能性があります。

説明: このメッセージは DSNC MODIFY
DESTINATION コマンドに答えて出され、 CICS 接続
機能が認識している現在アクティブなメッセージ宛先を
リストしています。 '****' として示されるヌル項目
は、実際の宛先を示すように変更することができます。

DSN2036I

DSN2040I

INDOUBT RESOLUTION FOR ur-id IS
INCONSISTENT

説明: CICS は、ur-id のリカバリー解決を ABORT (バ
ックアウト) するよう示していますが、DB2 はその解決
を COMMIT するよう示しています。
このエラーは、損傷を受けた CICS システムのジャーナ
ル・ファイルによって引き起こされる可能性がありま
す。
システムの処置: 作業単位は、DB2 によってコミット
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MODULE name COULD NOT BE
FOUND

説明: CICS 接続機能の初期設定時に、指定されたモジ
ュールを探してロードしようとしましたが、 MVS
LOAD マクロを介して MVS にアクセス可能などのラ
イブラリーにも見つかりません。
システムの処置: CICS 接続機能の初期設定は終了しま
す。
オペレーターの応答:
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CICS 接続機能のシステム・プロ

DSN2041I
グラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: CICS
JOBLIB/STEPLIB ライブラリーを調べて、 CICS
SDFHAUTH ライブラリーおよび DB2 SDSNLOAD ラ
イブラリーが定義されていることを確かめてください。
DSN2041I

NO ACTIVE THREADS

説明: DSNC DISPLAY TRANSACTION コマンドまた
は DSNC DISPLAY PLAN コマンドが入力されました
が、アクティブなスレッドは作成されませんでした。
CICS 接続機能は、生成されたサブタスクを識別してサ
インオンしている可能性がありますが、サブタスクに対
しては、スレッドの作成が出されていません。
DSN2042I

CONNECTION NOT AUTHORIZED TO
name

説明: 指定された DB2 サブシステムへの接続の試みが
失敗しました。これは、ユーザーが DB2 へのアクセス
を許可されていないためです。 RACF またはユーザー
作成の接続出口のいずれかによって、許可が拒否されま
した。
システムの処置:

システム・プログラマーの応答: このメッセージに関連
する異常終了ダンプを分析して、エラーの原因を判別す
る必要があります。
DSN2044I

DSNCRCT ENTRY HAS BEEN
CORRUPTED OR OVERLAID

説明: CICS 接続機能は、リソース管理テーブル (RCT)
項目が、CICS 接続機能が最後に始動された後に、破壊
されたかオーバーレイされたことを検出しました。
システムの処置: CICS タスクは、00C30011 の理由コ
ードで異常終了します。 CICS 接続機能は他の処置をと
りません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージに関連
する異常終了ダンプを分析して、どの CICS トランザク
ションおよび RCT 項目が破壊されたかを判別してくだ
さい。 CICS 接続機能を再始動して、 RCT の有効コピ
ーを入手してください。

CICS 接続機能は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: CICS ジョブに指定さ
れたユーザーは、示された DB2 サブシステムへの接続
を許可されていません。ユーザーに DB2 へのアクセス
を許可する方法については、 DB2 ユニバーサル・デー
タベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第
3 部 (第 1 巻) を参照してください。
DSN2043I

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

DSN2STOP ENCOUNTERED ERROR,
RECOVERY ROUTINE
started/completed

説明: CICS 接続機能を DB2 から切り離してストレー
ジから削除しているときに、 CICS 異常終了が起こりま
した。 このメッセージは 2 度出されることがありま
す。このメッセージは、異常終了リカバリー・ルーチン
の開始時に出され、それはメッセージ・テキストで
'started' と示されています。また、リカバリー・ルーチ
ンが正常に完了すると、メッセージ・テキストに
'completed'と示されて、メッセージがもう一度出されま
す。
システムの処置: リカバリー・ルーチンが失敗に終わる
と、CICS トランザクション・ダンプがとられて、プロ
グラム DSN2STOP が終了します。リカバリー・ルーチ
ンが成功した場合、 CICS 接続機能は正常に終了しま
す。

DSN2045I

RESOURCE MANAGER rmi-name IS
UNKNOWN TO CICS ATTACH
FACILITY

説明: CICS 接続機能が、 rmi-name という名前のリソ
ース・マネージャー・インターフェース (RMI) から要
求を受け取りました。 この RMI は、CICS 接続機能に
認識されていません。
システムの処置: CICS タスクは異常終了し、CICS ト
ランザクション・ダンプがとられます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: CICS トランザクショ
ン・ダンプを分析して、不明のリソース・マネージャ
ー・インターフェース (RMI) から要求が出された原因
を判別してください。
問題判別: トレース表やプログラム・ストレージなどの
CICS ダンプ情報は、その要求を出したモジュールを判
別するのに役立ちます。 CICS EXEC インターフェー
ス・ブロック・リソース名フィールド EIBRSRCE に、
RMI の名前が入っています。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
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DSN2046I • DSN2052I
DSN2046I

RCT RELEASE LEVEL nnnn IS
INCONSISTENT WITH CICS ATTACH
RELEASE LEVEL mmmm

説明: リソース管理テーブル (RCT) のリリース・レベ
ル nnnn が、 CICS 接続機能のリリース・レベル
mmmm と一致しません。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN2STRT
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 正しい DB2 リリー
ス・レベル mmmm を指定した DSNCRCT マクロを使
用して、 RCT を再アセンブルしてください。
DSN2047I

TWA SIZE IS TOO SMALL FOR
TRANSID tran

説明: トランザクション 'tran' に定義された CICS
TWASIZE が小さすぎて、CICS 接続機能のコマンド処
理プログラム (DSN2COM1) をサポートできません。
システムの処置: CICS 接続機能は、この CICS タスク
を異常終了させ、CICS トランザクション異常終了を出
します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: コマンド処理プログラ
ム・トランザクションを定義し直して、正しい
TWASIZE を指定してください。
DSN2048I

UNABLE TO INTERPRET SQL CALL
WHILE FORMATTING AN EDF
DISPLAY TRAN tran TASK task

説明: CICS 接続機能が、CICS トランザクション tran
およびタスク ID task に関して、 SQL ステートメント
に関連するストレージを暗号解読することができませ
ん。 SQLCA (SQL 連絡域) または RDI (RDS 入力パラ
メーター・リスト) ストレージのいずれかを、 CICS 接
続機能が解釈することができません。
システムの処置: 問題のストレージについての CICS
トランザクション・ダンプがとられます。
プログラマーの応答: このタスクに関連する CICS ス
トレージが変更またはオーバーレイされていないかどう
かを確かめてください。 CICS トランザクション・ダン
プのストレージを分析すると、問題の原因を解く手掛か
りが得られるかもしれません。
問題判別: 問題のストレージについての CICS トラン
ザクション・ダンプがとられます。この状況では、SQL
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ステートメントに関して実行診断機能 EDF が提供する
情報は、次のものから構成されます。
v EDF 状況: ABOUT TO EXECUTE または
COMMAND EXECUTION COMPLETE
v 処理状況: CALL TO RESOURCE MANAGER
DSNCSQL
v CICS 接続機能のリソース・マネージャーへのこの呼
び出しに関連する ARG 値。
SQL ステートメントについては他の情報は提供されま
せん。
DSN2049E

csect-name RECOVER INDOUBT FOR
urid FAILED WITH reason-code

説明: CICS から DB2 へ渡された未確定要求の解決に
失敗しました。
システムの処置: 接続は、CICS および DB2 内の未確
定 'urid' によって示されたリカバリー単位を残します。
接続が、CICS 領域のシステム・ダンプを要求します。
システム・プログラマーの応答: 理由コードを用いて、
RECOVER INDOUBT 要求が失敗した原因を判別してく
ださい。必要な場合、RECOVER INDOUBT コマンドを
使ってリカバリー単位を手動で解決してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 82
DSN2052I

INSUFFICIENT STORAGE AVAILABLE
TO START ATTACHMENT FACILITY

説明: 始動時に、CICS 接続機能が、必要な量のストレ
ージを割り振ることができませんでした。接続機能が、
データのみのロード・モジュール DSN2CTxx をロード
しているときにエラーが発生すると、このメッセージが
発行されることがあります。
システムの処置: CICS 接続機能は初期設定されませ
ん。
システム・プログラマーの応答: CICS システムに、よ
り大きな動的ストレージを与えてください。別の方法と
して、未使用の記入項目を削除するか、RCT の
THRDA および THRDM の値を下げることにより、接
続機能が必要とするストレージのサイズを減少させるこ
とができます。
ロード・エラーの場合は、MVS コンソール・ログに先
行するメッセージがないかどうかを調べ、ロードが失敗
した理由を判別してください。 RCT をロードできるだ
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DSN2053I
けの十分な空き REGION スペースがない場合は、該当
する CICS 資料を参照し、CICS システムの調整に関す
る情報を入手してください。

ユーザーの処置: IBM サポート担当員に連絡し、支援
を要求してください。
DSN2056I

DSN2053I

INSUFFICIENT TWASIZE FOR
DSN2COM1. REQUIREMENT IS twasize

csect-name CICS RELEASE release IS
DOWN LEVEL FOR THIS
ATTACHMENT FACILITY

説明: CICS 接続機能は、DSN2COM1 を実行するすべ
てのトランザクションに関して、 twasize の TWASIZE
を必要とします。指定された TWASIZE が必要量より
も小さかったか、TWASIZE がまったく指定されていな
いか、のいずれかです。

説明: 使用中の接続機能が CICS 第 3 版リリース 3
より後のリリースを必要としています。 現在は CICS
第 3 版リリース 3 かそれ以前のリリースを使用してい
ます。この CICS のリリースの場合は、DB2 に付属し
ている接続機能を使用する必要があります。

システムの処置:

システムの処置:

接続機能は、終了します。

システム・プログラマーの応答: CSD グループの
DFHDB2 が CSD にインストール済みであることを確か
めてください。プログラム DSN2COM1 を実行するトラ
ンザクションは、そのトランザクション項目に
TWASIZE(twasize) を指定する必要があります。
DSN2054I

DYNAMIC PLAN PROGRAM LINK
FAILED FOR TRANSACTION
’transaction’.EIBRESP WAS ’eibresp’.

説明: 接続機能が、DSNCRCT に指定された動的プラ
ン出口プログラムにリンクすることができません。 こ
のメッセージにリストされた理由コードが、 CICS によ
って EIB の EIBRESP フィールドに提供されます。
システムの処置: このトランザクションは、DSNC 異
常終了で異常終了します。
ユーザーの処置: 「CICS (MVS/ESA 版) 適用業務プロ
グラミング解説書」で、eibresp の値を調べてくださ
い。この値は、接続機能が動的プラン出口へのリンクを
試みた後、CICS から戻されます。 eibresp に基づいて
適切な処置をとってください。 たとえば、 eibresp が
PGMIDERR である場合は、トランザクション
transaction の RCT 項目を調べ、動的プラン出口プログ
ラム名 (PLNPGME または PLNPGMI) が CICS に認識
された有効なプログラムの名前であるかどうかを確かめ
てください。
DSN2055I

SINGLE PHASE COMMIT FAILED FOR
TRANSACTION ’transaction’. EIBTASKN
WAS ’task number’.

説明: CICS が DB2 からの単一フェーズ・コミットを
要求しましたが、DB2 がそれに応じることができませ
ん。
システムの処置: このトランザクションは、DSNC 異
常終了で異常終了します。

接続機能は初期設定しません。

ユーザーの処置: DSNC トランザクションの CSD 定
義が、プログラム DSNCCOM1 を指定していることを
確かめてください。 CICS のプログラム・リスト・テー
ブル (PLT) 処理を使用して、接続機能を初期化してい
る場合、 CICS PLTPI 表が、プログラム DSNCCOM0
を使用して、接続機能を初期化していることを確認して
ください。
DSN2059I

csect-name CICS ATTACHMENT
FACILITY MISMATCH WITH
RESOURCE CONTROL TABLE
rct-name

説明: DSN2CT リソース管理テーブルをアセンブルす
るために間違ったマクロ・ライブラリーが使用されまし
た。
2 つのバージョンの CICS 接続機能があります。 DB2
に付属のバージョンには、CICS バージョン 3 リリース
3 またはそれより前のリリースが必要です。CICS に付
属のバージョンには、バージョン 3 リリース 3 より後
の CICS が必要です。このエラー・メッセージにより、
CICS が CICS に付属の接続機能を使っていることが示
されていますが、RCT は DB2 マクロ・ライブラリー
を使ってアセンブルされました。
システムの処置: CICS 接続機能の初期設定は終了しま
す。
ユーザーの処置: CICS マクロ・ライブラリーに入って
いる DSNCRCT マクロを使って DSN2CT をアセンブ
ルし直してください。
DSN2060I

csect-name INITPARM IS IGNORED
BECAUSE FORMAT IS INVALID.

説明: CICS 初期設定ジョブで指定された DSN2STRT
INITPARM は誤りです。 INITPARM の形式は、次のと
おりでなければなりません。
INITPARM=(DSN2STRT=’xx,yyyy’)
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DSN2061I
ここで、'xx' は RCT の接尾部、'yyyy' は DB2 サブシ
ステム ID です。 RCT 接尾部は長さが 2 文字を超え
てはならず、サブシステム ID は 4 文字を超えてはな
りません。

DSN2STRT INITPARM を訂正して CICS を初期設定し
直すことができます。
DSN2063I

RCT の接尾部だけを指定するには、次の形式を用いま
す。

csect-name NOT AUTHORIZED TO
START TRANSACTION
transaction.ATTACHMENT FACILITY
NOT STARTED

INITPARM=(DSN2STRT=’xx’)
サブシステム ID の一時変更だけを指定するには、次の
形式を用います。
INITPARM=(DSN2STRT=’,yyyy’)
システムの処置: 接続機能は、DSNC STRT コマンド
に指定されたサブシステム ID を用いて初期設定しよう
と試みます。サブシステム ID がそこに指定されていな
い場合、接続機能は、リソース管理テーブル内に指定さ
れているサブシステム ID を用いて初期設定を試みま
す。
ユーザーの処置: サブシステム ID (SSID) を一時変更
したい場合は、正しい SSID を付けた DSNC STRT コ
マンドを用いて接続機能を再始動してください。代替と
して、DSN2STRT INITPARM を訂正して CICS を初期
設定し直すことができます。
DSN2061I

csect-name INITPARM IS INVALID.
ATTACHMENT FACILITY NOT
STARTED.

説明: リソース管理テーブルの接尾部が DSNC STRT
コマンドに指定されていません。また、CICS 初期設定
ジョブでの DSN2STRT INITPARM の形式が誤っていま
す。 INITPARM の形式は、次のとおりでなければなり
ません。

説明: トランザクション 'transaction' の始動がユーザー
に許可されていません。
CICS-DB2 接続機能は、transaction を初期設定の際に開
始します。 transaction を開始する前に、この接続機能
は、 CICS の QUERY SECURITY コマンドを用いて外
部セキュリティー (たとえば、RACF) を検査します。
CICS が transaction に関して値 NOTREADABLE を返
したときは、接続機能がこのメッセージを出します。
システムの処置: 接続機能は初期設定しません。
システム・プログラマーの応答: 接続機能を始動したユ
ーザーの許可 ID を識別してください。外部セキュリテ
ィー・プロダクトを使用して、そのユーザーが
transaction を開始する許可を与えてください。
DSN2064I

csect-name transaction ABENDED.
ATTACHMENT FACILITY IS
TERMINATING.

説明: CICS-DB2 トランザクション 'transaction' が異常
終了しました。
システムの処置: CICS-DB2 接続機能が終了します。
システム・プログラマーの応答: 異常終了の原因を識別
し、必要な場合それを訂正して、接続機能を再始動して
ください。

INITPARM=(DSN2STRT=’xx,yyyy’)
DSN2065I
ここで、'xx' は RCT の接尾部、'yyyy' は DB2 サブシ
ステム ID です。 RCT 接尾部は長さが 2 文字を超え
てはならず、サブシステム ID は 4 文字を超えてはな
りません。
RCT の接尾部だけを指定するには、次の形式を用いま
す。

csect-name INVALID LENGTH. DATA
NOT DISPLAYABLE.

説明: CICS 実行診断機能 (EDF) 下で実行されている
モジュールが、間違った長さ標識を持つ入力または出力
変数を表示しようとしました。
システムの処置: EDF 処理は続行されますが、変数の
値は表示されません。

INITPARM=(DSN2STRT=’xx’)
サブシステム ID の一時変更だけを指定するには、次の
形式を用います。
INITPARM=(DSN2STRT=’,yyyy’)
システムの処置: 接続機能は初期設定しません。
ユーザーの処置: 接続機能を始動するには、DSNC
STRT コマンドを用いてコマンド上のリソース管理テー
ブル接尾部を指定してください。代替として、
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DSN2070I

csect ROLLBACK FAILED FOR
TRANSACTION transaction EIBRESP2
= X’eibresp2’

説明: この接続機能は、CICS ROLLBACK を出すこと
ができませんでした。 CICS によって EIB の
EIBRESP2 フィールドに示される理由コードが eibresp2
に示されます。
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DSN2700I
システムの処置: このトランザクションは、DSNC 異
常終了で異常終了します。
システム・プログラマーの応答: CICS (MVS/ESA 版)
適用業務プログラミング解説書 の中で eibresp2 値を調
べてください。この値は、接続機能が ROLBE=YES オ
プションによって要求されたロールバックを試行したあ
とに CICS から戻されます。
DSN2700I

DSN2SAMG message-id HAS BEEN
ISSUED

説明: このメッセージは、要求されたメッセージがメッ
セージ登録簿 (DSN2MSGT) に見つからなかった場合だ
けに出されます。
システムの処置: システムは、要求されたメッセージが
出されたかのように処理を続けます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 実際のメッセージ・テ
キストについては、本書を参照してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
DSN2901I

UNRECOVERABLE IOERROR IN
PROGRAM DSN2COM1.THE
ATTACHMENT FACILITY WILL
SHUTDOWN.

説明: プログラム DSN2COM1 に関する保管データを
検索する試みは、 CICS が IOERR (EIBRESP = X'11')
の例外条件を返して、失敗しました。
システムの処置:
します。

DB2-CICS 接続機能はシャットダウン

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: RETRIEVE 操作中に
入力エラーまたは出力エラーが起こると、IOERR とな
ります。 CICS 補助トレース・レコードおよび CICS
システム・ログを調べて、IOERR の原因を判別してく
ださい。
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第 26 章 DSN3... メッセージ
DSN3001I

csect-name ABNORMAL DISCONNECT
FROM SUBSYSTEM INTERFACE

説明: このメッセージは、DB2 がほとんど終了しかけ
ているか、あるいは実行されていない状態になっている
にもかかわらず、オンライン・ルーチンが依然として
SSI 呼び出し (IEFSSREQ) をサポートしていることが、
'csect-name' によって検出されたことを示しています。
このことは、'csect-name' DSN3RS0X で起きますが、そ
れはサービス・アドレス・スペースがメモリーの終わり
に達していて、しかも通常終了ルーチンによってもオン
ライン・エラー・リカバリー・ルーチンによっても、
DB2 サブシステムの終了が正常に完了しなかった場合
に起きます。また、'csect-name' DSN3SSTM ででも起き
ますが、それはこの条件がオンライン終了過程で検出さ
れたときです。
システムの処置: 接続は終了します。 DB2 が再始動さ
れるまでは、すべての IEFSSREQ 要求は、DB2 ERLY
コードが処理します。
問題判別: SVC ダンプが要求されます。この SVC ダ
ンプおよび関連 SYS1.LOGREC 項目を調べると、特定
の SSI 機能コードのサポートを除去しなかったリソー
ス・マネージャーを判別することができます。
DSN3RS0X がダンプを要求した場合、関係するすべて
の制御ブロックおよびスタック・ストレージがダンプさ
れます。関連する 1 次基本制御ブロックは、DB2 の場
合、SSVT です。
DSN3SSTM の場合は、問題診断に必要な情報をダンプ
するために、 DB2 の ’標準ダンプ' 機能が使用されま
す。関連する 1 次基本制御ブロックは、'アクティブ'
な CONN ブロックです。
DSN3002I

RECOVERY INCOMPLETE FOR
connection-name

説明: 示されたサブシステム ('connection-name') に関連
する少なくとも 1 つの DB2 リカバリー単位 (UR)
が、再始動同期が行われたあとも、依然として '未確定'
のままになっています。 ('未確定' UR とは、DB2 がコ
ミットを提案したものの、 'connection-name' がこのコミ
ットが承認しない UR のことです。)
このメッセージは、'connection-name' サブシステムが、
すべての未確定 UR を解決する前に新しい作業を開始
した場合に出される可能性があります。この
'connection-name' サブシステムは、未確定 UR を処理し
ている途中の場合もあります。
システムの処置:

これらの'未確定' URによって保持

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

(ロック) されているリソースは、その状況が解決される
までは、他の作業単位で使用することはできません。
システム・プログラマーの応答: システム・プログラマ
ーまたはシステム管理者、あるいはその両者は、'未確定
' 状況を解決するための適切なリカバリー処置をとらな
ければなりません。この状況の解決には、すべての '未
確定' UR に関して 'コミット保証' や 'バックアウト' の
決定を行うことも含まれます。
未確定のままになっている UR を調べるに
は、-DISPLAY THREAD コマンドを使用する必要があ
ります。この結果、すべての未確定 UR がすでに解決
していることが示されることもあります。未確定 UR
を解決し、これらの UR が保持しているリソースを解
放するためには、MVS コンソールから、あるいは接続
機能を介して、-RECOVER INDOUBT コマンドを使用
する必要があります。
問題判別: このエラーはおそらく、サブシステムが異常
終了した後で行われたコールド・スタート、またはサブ
システムのログのオフライン変更によって起こったもの
と考えられます。
DSN3004I

DESCRIPTOR GET FAILURE RC=X
xxxxxxxx, REASON=X xxxxxxxx

説明: IEFSSREQ 呼び出しを処理する DB2 エージェン
トを作成するために必要なパラメーター・リストが、サ
ブシステム・サポート・サブコンポーネントの内部パラ
メーター・ディレクトリー (DSN3DIR1) から取得でき
ません。 RC は、システム・パラメーター管理プログ
ラムから返された戻りコードを表し、 REASON は、(レ
ジスター 0 から戻された) 理由コードを表しています。
このメッセージが表示されるときには、戻りコードは常
に 4 にセットされ、サブシステム・サポート・サブコ
ンポーネントのディレクトリーに IEFSSREQ 記述子が
見つからなかったことが示されます。 これはシステ
ム・エラーであり、DB2 サブシステムを終了させま
す。理由コードは常に 0 です。
システムの処置:
終了します。

サブシステム初期設定は打ち切られ、

システム・プログラマーの応答: マスター・ディレクト
リー (DSNZPARM) または DB2 プログラム・ライブラ
リー、あるいはその両方を修復して、DB2 サブシステ
ムを再始動させてください。
問題判別: 問題が解消しない場合には、ダンプおよびコ
ンソール・ログを用いて問題を診断してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
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DSN3006I
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
DSN3006I

xxxx SSI FUNCTION WAS ALREADY
ACTIVE WHEN ACTIVATE WAS
ATTEMPTED

説明: 初期設定シーケンス・エラーが発生しました。
SSI サービス・リソース・マネージャーのサブシステ
ム・サポート (SSSS) が、その初期設定中に、すでに別
のリソース・マネージャー ('xxxx') が DSN3AC0X を呼
び出して、 EOM または FEOT SSI 呼び出しを活動化
していることを検出しました。このような場合のエラー
は、重大です。
システムの処置: サブシステム初期設定は打ち切られ、
DB2 は終了します。
システム・プログラマーの応答: DB2 プログラム・ラ
イブラリーに対してすべての保守が適用されたことを確
認した上で、DB2 サブシステムを再始動させてくださ
い。
問題判別: 問題が解消しない場合には、ダンプおよびコ
ンソール・ログを用いて問題を診断してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
DSN3007I

xxxx SSI FUNCTION WAS ALREADY
INACTIVE WHEN DEACTIVATE WAS
ATTEMPTED

説明: 終了シーケンス・エラーが発生しました。 SSI
サービス・リソース・マネージャー (SSSS) のサブシス
テム・サポートが、その終了中に、すでに別のリソー
ス・マネージャー ('xxxx') が、 DSN3AC0X を呼び出し
て EOM または FEOT SSI 呼び出しを非活動化してい
ることを検出しました。 このような場合のエラーは、
重大です。
システムの処置:

終了が続行されます。

システム・プログラマーの応答: DB2 プログラム・ラ
イブラリーに対してすべての保守活動が適用されたこと
を確認してください。
問題判別: 問題が解消しない場合には、ダンプおよびコ
ンソール・ログを用いて問題を診断してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。

DSN3008I

csect-name ABNORMAL DISCONNECT
FOR PROGRAM REQUEST
HANDLER(S)

説明: このメッセージは、DB2 がほとんど終了しかけ
ているか、あるいは実行されていない状態になっている
にもかかわらず、 1 つまたは複数のリソース・マネー
ジャーがそのプログラム要求ハンドラーを介して、アプ
リケーション・プログラム呼び出しを依然としてサポー
トしていることを、 'csect-name' が検出したことを示し
ています。これは、システム・サービス・アドレス・ス
ペースがメモリーの終わりに達しているのに、通常終了
ルーチンによってもオンライン・エラー・リカバリー・
ルーチンによっても、 DB2 サブシステムの終了が正常
に完了されなかった場合に起こります。
システムの処置: プログラム要求ハンドラー (PRH) の
接続は終了します。すべてのアプリケーション・プログ
ラム・サポート要求は、DB2 が接続されていないとい
う理由で拒否されます。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの「問
題判別」の項を参照してください。
問題判別: SVC ダンプが要求されます。この SVC ダ
ンプと関連の SYS1.LOGREC 項目を調べると、アプリ
ケーション・プログラム・サポート呼び出しのサポート
を継続している、リソース・マネージャーを判別するこ
とができます。関連するすべての制御ブロックおよびス
タック・ストレージが、ダンプされます。関連する 1
次基本制御ブロックは、プログラム要求ハンドラー・ブ
ロック (PRHB) です。
DSN3010I

csect-name PARTICIPANT OS/390 RRS
IS COLD STARTING AND HAS LOST
ITS LOG.OTHER RECOVERABLE
RESOURCE MANAGERS MIGHT HAVE
INDOUBT UNITS OF RECOVERY.

説明: DB2 には未確定のリカバリー単位を調整する責
任があり、 OS/390 RRS にはリカバリー単位に参加す
る役割があります。 OS/390 RRS はコールド・スター
トしており、未確定のリカバリー単位の情報が失われて
います。リカバリー単位に参加している OS/390 RRS
回復可能リソース・マネージャーにも損傷が起こってい
る可能性があります。
システムの処置: 処理は続行されます。
システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: DB2 は、他の OS/390 RRS
回復可能リソース・マネージャーで 1 つまたは複数の
未確定のリカバリー単位を調整する機能を持っていま
す。 OS/390 RRS は、これらのリカバリー単位の情報
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DSN3011I
をすべて失っています。参加プログラムである OS/390
RRS 回復可能リソース・マネージャーが、未確定のリ
カバリー単位をまだ所有している可能性があります。そ
のようなリカバリー単位を識別する OS/390 RRS リカ
バリー単位 ID (URID) を除いて、DB2 には、他の
OS/390 RRS 回復可能リソース・マネージャーの情報は
ありません。後続の DSN3017I、DSN3018I、または
DSN3019I メッセージには、リカバリー単位ごとの状況
が記述され、各リカバリー単位に対する OS/390 RRS
URID が示されます。
DSN3011I

csect-name COORDINATOR OS/390
RRS IS COLD STARTING AND HAS
LOST ITS LOG.INDOUBT DB2
THREADS NEED MANUAL
RESOLUTION.

説明: DB2 には、未確定のスレッドへの参加責任があ
ります。コミット調整プログラムである OS/390 RRS
は、 DB2 未確定スレッドの情報をすべて失ったことを
DB2 に通知しました。この DB2 の未確定のスレッド
は、RECOVER INDOUBT コマンドを使用して手操作で
解決しなければなりません。
システムの処置:

ってすでに解決されているスレッドは破棄されます。ま
だ解決されていないスレッドは、このコマンドによって
解決された後に破棄されます。
作業論理単位に対する RECOVER INDOUBT コマンド
を使用して行われたコミットか打ち切りかの決定は、す
べてのダウンストリーム参加プログラム (もしあれば)
に伝搬されます。
DSN3012I

csect-name DB2 WAS RESTARTED ON
THE WRONG SYSTEM AND CANNOT
CONNECT TO RRS.THERE ARE
UNRESOLVED UNITS OF RECOVERY
WHERE DB2 IS THE COORDINATOR.

説明: DB2 は、 1 つまたは複数の未確定リカバリー単
位のコミット調整プログラムです。 DB2 は、OS/390
RRS に接続してこれらの未確定リカバリー単位を解決
することはできません。
システムの処置: 処理は続行されます。
オペレーターの応答: OS/390 RRS IPCS インターフェ
ースを使用して正しいシステムを判別し、そのシステム
上で DB2 を再始動してください。

処理は続行されます。

システム・プログラマーの応答:
連絡してください。

データベース管理者に

データベース管理者の処置: DB2 は、参加プログラム
で、1 つまたは複数の未確定スレッドを持っています。
調整プログラムは OS/390 RRS です。 OS/390 RRS
は、未確定 DB2 スレッドの情報を失っています。
OS/390 RRS が調整している、未確定スレッドのリスト
は、未確定タイプ・スレッドに DISPLAY THREAD コ
マンドを使用し、接続名に RRSAF を指定すると表示す
ることができます。調整プログラムが RRSAF である
DSNV408I メッセージが、このタイプのスレッドを示し
ます。後続の DISPLAY THREAD 報告書内の
DSNV449I メッセージには、 NID フィールドの
OS/390 RRS リカバリー単位を示す OS/390 RRS リカ
バリー単位 ID (URID) が含まれます。
ヒューリスティックな決定 (すなわち、作業論理単位を
コミットするか打ち切るかの決定) は、他の参加プログ
ラムである OS/390 RRS 回復可能リソース・マネージ
ャーで調整しなければなりません。他の参加プログラム
が存在するかどうかを判別するのは、簡単ではありませ
ん。情報は、失われた場合でも、MVS/RRS リカバリ
ー・ログ内で参照することができます。
この DB2 では、OS/390 RRS が調整した未確定スレッ
ドは、すべて RECOVER INDOUBT コマンドで解決し
なければなりません。ロックされたデータは、解決され
るまでは使用することができません。このコマンドによ

DSN3013I

csect-name DB2 WAS RESTARTED ON
THE WRONG SYSTEM AND CANNOT
CONNECT TO RRS.THERE ARE
UNRESOLVED UNITS OF RECOVERY
WHERE DB2 IS A PARTICIPANT.

説明: DB2 には 1 つまたは複数の未確定スレッドがあ
り、 OS/390 RRS に接続してこれらの未確定リカバリ
ー単位を解決することはできません。
システムの処置: 処理は続行されます。
オペレーターの応答: OS/390 RRS IPCS インターフェ
ースを使用して正しいシステムを判別し、そのシステム
上で DB2 を再始動してください。
DSN3014I

csect-name DB2 HAS NO KNOWLEDGE
OF RRS URID=rrs_urid. THE RRS UR
IS INDOUBT.THE DB2 URID
RECORDED BY RRS=db2_urid.

説明: DB2 を参加プログラム、OS/390 RRS を調整プ
ログラムとして、DB2 が OS/390 RRS を再始動してい
ます。 OS/390 RRS にはリカバリー単位があり、DB2
がその参加プログラムとなっていますが、 DB2 は
OS/390 RRS リカバリー単位を認識していません。
OS/390 RRS リカバリー単位 ID は ’rrs_urid’ です。
OS/390 RRS は、DB2 リカバリー単位 ID を ’db2_urid’
として記録しています。
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DSN3015I • DSN3017I
システムの処置:
す。

OS/390 RRS の再始動が継続されま

オペレーターの応答:
ださい。

データベース管理者に通知してく

データベース管理者の処置: このメッセージは、DB2 ま
たは OS/390 RRS の問題であることを示しています。
また、この前に行われた以下のいずれかの処置のため
に、通常このメッセージが発生します。
v DB2 条件付き再始動が実行され、DB2 ログの一部ま
たは全部が失われた。 この条件付き再始動は、これ
以前の任意の時点で行われた可能性があります。
v DB2 RECOVER INDOUBT コマンドを使用して、
DB2 リカバリー単位を ’db2_urid’ の URID で解決し
た。
上記のいずれかが行われた場合は、このメッセージは無
視することができます。いずれも行われなかった場合
は、DB2 または OS/390 RRS に問題がある場合があり
ます。 ’db2_urid’ が有効なログ RBA と思われる場合
は、’db2_urid’ 値を使用して、 SUMMARY オプション
および URID オプションとともに DSN1LOGP ユーテ
ィリティーを使用します。 DSN1LOGP が ’db2_urid’
を検出した場合は、 DB2 UR がコミットされたか打ち
切られた (ロールバックされた) かどうかが、後処理に
より示されます。可能な場合は、OS/390 RRS ISPF イ
ンターフェースを使用して OS/390 RRS URID をコミ
ットするか、打ち切って、ヒューリスティック・ダメー
ジを避けてください。

オペレーターの応答:
ださい。

データベース管理者に通知してく

データベース管理者の処置: このメッセージには、 DB2
または OS/390 RRS の問題が示される場合がありま
す。また、DB2 の条件付き再始動が実行されて DB2 ロ
グの一部または全部が失われたために、通常このメッセ
ージが発生する場合があります。 この条件付き再始動
は、これ以前の任意の時点で行われた可能性がありま
す。
’db2_urid’ が有効なログ RBA と思われる場合は、
’db2_urid’ 値を使用して、 SUMMARY オプションおよ
び URID オプションとともに DSN1LOGP ユーティリ
ティーを使用します。 DSN1LOGP が ’db2_urid’ を検
出した場合は、 DB2 UR がコミットされたか打ち切ら
れた (ロールバックされた) かどうかが、後処理により
示されます。 OS/390 RRS ISPF インターフェースを使
用して OS/390 RRS URID をコミットするか、打ち切
って、ヒューリスティック・ダメージを避けてくださ
い。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、6、 33、 72.
DSN3016I

csect-name RRS HAS LOST DATA
FROM ITS LOG.

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。

説明: DB2 は OS/390 RRS を再始動しようとしていま
すが、OS/390 RRS はログの一部を失っています。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、6、 33、 72.

オペレーターの応答:
ださい。

DSN3015I

csect-name DB2 HAS NO KNOWLEDGE
OF RRS URID=rrs_urid. THE RRS UR
IS INDOUBT.THE DB2 URID
RECORDED BY RRS=db2_urid.

説明: DB2 を調整プログラム、OS/390 RRS を参加プ
ログラムとして、DB2 が OS/390 RRS を再始動してい
ます。 OS/390 RRS には リカバリー単位があり、DB2
がその調整プログラムとなっています。 DB2 には
OS/390 RRS リカバリー単位の情報がありません。
OS/390 RRS リカバリー単位 ID は ’rrs_urid’ です。
OS/390 RRS は、DB2 リカバリー単位 ID を ’db2_urid’
として記録しています。
システムの処置:
す。
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システムの処置: RRS の再始動が継続されます。
データベース管理者に通知してく

データベース管理者の処置: RRS ログ・データが失われ
ているため、 DB2 は、未確定リカバリー単位を RRS
で正常に解決できない場合があります。このメッセージ
の後に、メッセージ DSN3017I、 DSN3018I、
DSN3019I、 DSN3020I、 DSN3021I、 DSN3022I、およ
び DSN3023I のうちの 1 つまたは複数が出される場合
があります。
DSN3017I

csect-name RRS HAS NO KNOWLEDGE
OF DB2 URID=db2_urid. THE DB2 UR
IS INDOUBT. THE RRS URID
RECORDED BY DB2=rrs_urid.

説明: DB2 を調整プログラム、OS/390 RRS を参加プ
ログラムとして、 DB2 が OS/390 RRS に接続して再
始動しています。 DB2 には OS/390 RRS が参加プロ
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DSN3018I
グラムとなるリカバリー単位がありますが、 OS/390
RRS には DB2 リカバリー単位の情報がありません。
DB2 リカバリー単位 ID は ’db2_urid’ です。 DB2
は、OS/390 RRS リカバリー単位 ID を ’db2_urid’ とし
て記録しています。
システムの処置:
す。

OS/390 RRS の再始動が継続されま

オペレーターの応答:
ださい。

データベース管理者に通知してく

データベース管理者の処置: このメッセージは、DB2 ま
たは OS/390 RRS の問題を示している場合がありま
す。また、以下のいずれかが原因で、通常どおり表示さ
れる場合があります。
v OS/390 RRS コールド・スタートが実行され、OS/390
RRS ログが失われた。この場合、メッセージ
DSN3010I が出されているはずです。
v OS/390 RRS で、再始動中にログ・データの一部が失
われた可能性がある。この場合、メッセージ
DSN3016I が出されているはずです。
v OS/390 RRS ISPF インターフェースを使用して、ヒ
ューリスティックに UR をコミットまたはロールバ
ックした。

オペレーターの応答: データベース管理者に通知してく
ださい。
データベース管理者の処置: このメッセージは、DB2 ま
たは OS/390 RRS の問題を示している場合がありま
す。また、以下のいずれかが原因で、通常どおり表示さ
れる場合があります。
v OS/390 RRS コールド・スタートが実行され、OS/390
RRS ログが失われた。この場合、メッセージ
DSN3010I が出されているはずです。
v OS/390 RRS で、再始動中にログ・データの一部が失
われた可能性がある。この場合、メッセージ
DSN3016I が出されているはずです。
v OS/390 RRS ISPF インターフェースを使用して、ヒ
ューリスティックに UR をコミットまたはロールバ
ックした。
上記のいずれかに該当する場合は、メッセージを無視す
ることができます。 それ以外の場合は、DB2 または
OS/390 RRS に問題がある場合があります。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。

上記のいずれかに該当する場合は、メッセージを無視す
ることができます。 それ以外の場合は、DB2 または
OS/390 RRS に問題がある場合があります。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、6、 33、 72.

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。

DSN3019I

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、6、 33、 72.

説明: DB2 を調整プログラム、OS/390 RRS を参加プ
ログラムとして、 DB2 が OS/390 RRS に接続して再
始動しています。 DB2 には OS/390 RRS が参加プロ
グラムとなるリカバリー単位がありますが、 OS/390
RRS には DB2 リカバリー単位の情報がありません。
DB2 リカバリー単位 ID は ’db2_urid’ です。 DB2
は、OS/390 RRS リカバリー単位 ID を ’db2_urid’ とし
て記録しています。

DSN3018I

csect-name RRS HAS NO KNOWLEDGE
OF DB2 URID=db2_urid. THE DB2 UR
WAS COMMITTED.THE RRS URID
RECORDED BY DB2=rrs_urid.

説明: DB2 を調整プログラム、OS/390 RRS を参加プ
ログラムとして、 DB2 が OS/390 RRS に接続して再
始動しています。 DB2 には OS/390 RRS が参加プロ
グラムとなるリカバリー単位がありますが、 OS/390
RRS には DB2 リカバリー単位の情報がありません。
DB2 リカバリー単位 ID は ’db2_urid’ です。 DB2
は、OS/390 RRS リカバリー単位 ID を ’db2_urid’ とし
て記録しています。
システムの処置:
す。

OS/390 RRS の再始動が継続されま

csect-name RRS HAS NO KNOWLEDGE
OF DB2 URID=db2_urid. THE DB2 UR
WAS ROLLED BACK.THE RRS URID
RECORDED BY DB2=rrs_urid.

システムの処置: OS/390 RRS の再始動が継続されま
す。
オペレーターの応答: データベース管理者に通知してく
ださい。
データベース管理者の処置: このメッセージは、DB2 ま
たは OS/390 RRS の問題を示している場合がありま
す。また、以下のいずれかが原因で、通常どおり表示さ
れる場合があります。
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DSN3020I • DSN3022I
v OS/390 RRS コールド・スタートが実行され、OS/390
RRS ログが失われた。この場合、メッセージ
DSN3010I が出されているはずです。
v OS/390 RRS で、再始動中にログ・データの一部が失
われた可能性がある。この場合、メッセージ
DSN3016I が出されているはずです。
v OS/390 RRS ISPF インターフェースを使用して、ヒ
ューリスティックに UR をコミットまたはロールバ
ックした。
上記のいずれかに該当する場合は、メッセージを無視す
ることができます。 それ以外の場合は、DB2 または
OS/390 RRS に問題がある場合があります。

DSN3021I

csect-name POSSIBLE HEURISTIC
DAMAGE.RRS HAS ROLLED BACK
THE UR WITH RRS.URID=rrs_urid.
THE DB2 UR WITH DB2
URID=db2_urid IS INDOUBT.

説明: DB2 は、OS/390 RRS を再始動しようとしてお
り、未確定であるリカバリー単位 (UR) DB2
URID=db2_urid を持っています。 DB2 は UR に対す
るコミット調整プログラムであり、 OS/390 RRS は参
加プログラムです。 OS/390 RRS は同じ UR をロール
バックしています。 OS/390 RRS URID は rrs_urid で
す。

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部を参照してく
ださい。

システムの処置: OS/390 RRS の再始動が継続されま
す。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、6、 33、 72.

データベース管理者の処置: 可能な場合は、確実に DB2
UR を解決して打ち切ってください。ロールバックされ
た場合は、ヒューリスティック・ダメージは発生しませ
ん。 DB2 UR を解決してコミットする場合は、OS/390
RRS が同じ UR をロールバックしたため、ヒューリス
ティック・ダメージが発生する場合があります。

DSN3020I

csect-name POSSIBLE HEURISTIC
DAMAGE.RRS HAS COMMITTED THE
UR WITH RRS URID=rrs_urid.THE DB2
UR WITH DB2 URID=db2_urid IS
INDOUBT.

説明: DB2 は、OS/390 RRS を再始動しようとしてお
り、未確定であるリカバリー単位 (UR) DB2
URID=db2_urid を持っています。 DB2 は UR に対す
るコミット調整プログラムであり、 OS/390 RRS は参
加プログラムです。 OS/390 RRS は同じ UR をコミッ
トしています。 OS/390 RRS URID は rrs_urid です。
システムの処置:
す。

OS/390 RRS の再始動が継続されま

オペレーターの応答:
ださい。

データベース管理者に通知してく

データベース管理者の処置: 可能な場合は、確実に DB2
UR を解決してコミットしてください。ロールバックさ
れた場合は、ヒューリスティック・ダメージは発生しま
せん。 DB2 UR を解決して打ち切る場合は、 OS/390
RRS が同じ UR をコミットしたため、ヒューリスティ
ック・ダメージが発生する場合があります。
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オペレーターの応答: データベース管理者に通知してく
ださい。

DSN3022I

csect-name HEURISTIC DAMAGE HAS
OCCURRED.RRS HAS COMMITTED
THE UR WITH RRS URID=rrs_urid,
AND DB2 HAS ROLLED BACK THE
SAME UR. THE DB2 URID=db2_urid

説明: DB2 は OS/390 RRS に接続して再始動してお
り、ロールバックされていた DB2 URID=db2_urid のリ
カバリー単位 (UR) を持っています。 DB2 は UR に対
するコミット調整プログラムであり、 OS/390 RRS は
参加プログラムです。 OS/390 RRS は同じ UR をコミ
ットしています。 OS/390 RRS URID は rrs_urid で
す。
システムの処置: OS/390 RRS の再始動が継続されま
す。
オペレーターの応答:
ださい。

データベース管理者に通知してく

データベース管理者の処置: DB2 が UR をロールバッ
クし、OS/390 RRS が同じ UR をコミットしたため、
ヒューリスティック・ダメージが発生しました。損傷を
修復してください。これは簡単な作業ではありません。
アプリケーションに関する情報は、 UR に関係してい
る回復可能リソース・マネージャーを判別する際に必要
となります。ヒューリスティックな処置が行なわれた
後、更新されたデータは、読み取りや書き込みなどで多
くのアプリケーションが使用した可能性があります。ま
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DSN3023I
た、ダメージを修正するには、これらのアプリケーショ
ンの効果を逆行させるようなことも行わなければならな
いかもしれません。使用できるツールには、次のものが
あります。
v OS/390 RRS ISPF 機能。関連するリソース・マネー
ジャーのセットおよび実行した処置を判別するのに役
立ちます。
v DB2 DSN1LOGP ユーティリティー。リカバリー単位
によって変更された表スペースを識別する要約報告書
を提供します。
これ以上の支援が必要であれば、IBM サポート担当員
に連絡してください。
DSN3023I

csect-name HEURISTIC DAMAGE HAS
OCCURRED.RRS HAS ROLLED BACK
THE UR WITH RRS URID=rrs_urid,
AND DB2 HAS COMMITTED THE
SAME UR. THE DB2 URID=db2_urid

説明: DB2 は OS/390 RRS に接続して再始動してお
り、コミットされた DB2 URID=db2_urid のリカバリー
単位 (UR) を持っています。 DB2 は UR に対するコミ
ット調整プログラムであり、 OS/390 RRS は参加プロ
グラムです。 OS/390 RRS は同じ UR をロールバック
しています。 OS/390 RRS URID は rrs_urid です。
システムの処置:
す。

OS/390 RRS の再始動が継続されま

オペレーターの応答:
ださい。

データベース管理者に通知してく

データベース管理者の処置: DB2 が UR をコミット
し、OS/390 RRS が同じ UR をロールバックしたた
め、ヒューリスティック・ダメージが発生しました。損
傷を修復してください。これは簡単な作業ではありませ
ん。アプリケーションに関する情報は、 UR に関係し
ている回復可能リソース・マネージャーを判別する際に
必要となります。ヒューリスティックな処置が行なわれ
た後、更新されたデータは、読み取りや書き込みなどで
多くのアプリケーションが使用した可能性があります。
また、ダメージを修正するには、これらのアプリケーシ
ョンの効果を逆行させるようなことも行わなければなら
ないかもしれません。使用できるツールには、次のもの
があります。

これ以上の支援が必要であれば、IBM サポート担当員
に連絡してください。
DSN3024I

csect_name HEURISTIC DAMAGE HAS
OCCURRED. COORDINATOR DB2
HAS COMMITTED THE UR WITH DB2
URID=db2_urid, AND RRS HAS
INDICATED THAT THE OUTCOME
WAS MIXED. THE RRS URID=rrs_urid.

説明: DB2 はコミット調整プログラムであり、 OS/390
RRS は参加プログラムです。 DB2 は URID が
db2_urid である UR をコミットしており、 OS/390
RRS は、URID が rrs_urid である OS/390 RRS UR に
参加している 1 つまたは複数の回復可能リソース・マ
ネージャーが、同じ UR をロールバックしたことを示
しています。
システムの処置: 処理は続行されます。
オペレーターの応答:
ださい。

データベース管理者に通知してく

データベース管理者の処置: DB2 が UR をコミットし
ており、少なくとも 1 つの OS/390 RRS 回復可能リソ
ース・マネージャーが同じ UR をロールバックしたた
め、ヒューリスティック・ダメージが発生しました。損
傷を修復してください。これは簡単な作業ではありませ
ん。アプリケーションに関する情報は、 UR に関係し
ている回復可能リソース・マネージャーを判別する際に
必要となります。ヒューリスティックな処置が行なわれ
た後、更新されたデータは、読み取りや書き込みなどで
多くのアプリケーションが使用した可能性があります。
また、ダメージを修正するには、これらのアプリケーシ
ョンの効果を逆行させるようなことも行わなければなら
ないかもしれません。使用できるツールには、次のもの
があります。
v OS/390 RRS ISPF 機能。関連するリソース・マネー
ジャーのセットおよび実行した処置を判別するのに役
立ちます。
v DB2 DSN1LOGP ユーティリティー。リカバリー単位
によって変更された表スペースを識別する要約報告書
を提供します。
これ以上の支援が必要であれば、IBM サポート担当員
に連絡してください。

v OS/390 RRS ISPF 機能。関連するリソース・マネー
ジャーのセットおよび実行した処置を判別するのに役
立ちます。
v DB2 DSN1LOGP ユーティリティー。リカバリー単位
によって変更された表スペースを識別する要約報告書
を提供します。
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DSN3025I
DSN3025I

csect-name HEURISTIC DAMAGE HAS
OCCURRED.COORDINATOR DB2 HAS
ROLLED BACK THE UR WITH DB2
URID=db2_urid, AND RRS HAS
INDICATED THE OUTCOME WAS
MIXED. THE RRS URID=rrs_urid.

説明: DB2 はコミット調整プログラムであり、 OS/390
RRS は参加プログラムです。 DB2 は URID が
db2_urid である UR をロールバックしており、 OS/390
RRS は、URID が rrs_urid である OS/390 RRS UR に
参加している 1 つまたは複数の回復可能リソース・マ
ネージャーが、同じ UR をコミットしたことを示して
います。
システムの処置:

処理は続行されます。

オペレーターの応答:
ださい。

データベース管理者に通知してく

データベース管理者の処置: DB2 が UR をロールバッ
クしており、少なくとも 1 つの OS/390 RRS 回復可能
リソース・マネージャーが同じ UR をコミットしたた
め、ヒューリスティック・ダメージが発生しました。損
傷を修復してください。これは簡単な作業ではありませ
ん。アプリケーションに関する情報は、 UR に関係し
ている回復可能リソース・マネージャーを判別する際に
必要となります。ヒューリスティックな処置が行なわれ
た後、更新されたデータは、読み取りや書き込みなどで
多くのアプリケーションが使用した可能性があります。
また、ダメージを修正するには、これらのアプリケーシ
ョンの効果を逆行させるようなことも行わなければなら
ないかもしれません。使用できるツールには、次のもの
があります。
v OS/390 RRS ISPF 機能。関連するリソース・マネー
ジャーのセットおよび実行した処置を判別するのに役
立ちます。
v DB2 DSN1LOGP ユーティリティー。リカバリー単位
によって変更された表スペースを識別する要約報告書
を提供します。
これ以上の支援が必要であれば、IBM サポート担当員
に連絡してください。
DSN3026I

csect-name POSSIBLE HEURISTIC
DAMAGE.COORDINATOR DB2 HAS
COMMITTED THE UR WITH DB2
URID=db2_urid, AND RRS HAS
INDICATED THAT THE OUTCOME IS
PENDING. THE RRS URID=rrs_urid.

トも行いましたが、少なくとも 1 つの OS/390 RRS 回
復可能リソース・マネージャーが、 URID=rrs_urid であ
る OS/390 RRS UR に対するコミット処理を完了して
いないことを示しています。
システムの処置:

オペレーターの応答:
ださい。

データベース管理者に通知してく

データベース管理者の処置: 可能な場合は、 OS/390
RRS 回復可能リソース・マネージャーが確実に OS/390
RRS UR をコミットするようにしてください。ロールバ
ックされた場合は、ヒューリスティック・ダメージは発
生しません。 OS/390 RRS 回復可能リソース・マネー
ジャーが OS/390 RRS UR を ロールバックした場合
は、 DB2 が同じ UR をコミットしたため、ヒューリス
ティック・ダメージが発生する場合があります。
DSN3027I

csect-name POSSIBLE HEURISTIC
DAMAGE.COORDINATOR DB2 HAS
ROLLED BACK THE UR WITH DB2
URID=db2_urid, AND RRS HAS
INDICATED THAT THE OUTCOME IS
PENDING. THE RRS URID=rrs_urid.

説明: DB2 は URID が db2_urid である DB2 UR に
対するコミット調整プログラムであり、 OS/390 RRS
は参加プログラムです。 OS/390 RRS は UR のロール
バックも行いましたが、少なくとも 1 つの OS/390
RRS 回復可能リソース・マネージャーが、
URID=rrs_urid である OS/390 RRS UR に対するロール
バック処理を完了していないことを示しています。
システムの処置:

処理は続行されます。

オペレーターの応答: データベース管理者に通知してく
ださい。
データベース管理者の処置: 可能な場合は、 OS/390
RRS 回復可能リソース・マネージャーが確実に OS/390
RRS UR をロールバックするようにしてください。ロー
ルバックされた場合は、ヒューリスティック・ダメージ
は発生しません。 OS/390 RRS 回復可能リソース・マ
ネージャーが OS/390 RRS UR をコミットした場合
は、 DB2 が同じ UR をロールバックしたため、ヒュー
リスティック・ダメージが発生する場合があります。

説明: DB2 は URID が db2_urid である DB2 UR に
対するコミット調整プログラムであり、 OS/390 RRS
は参加プログラムです。 OS/390 RRS は UR のコミッ

822

処理は続行されます。
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DSN3028I
# DSN3028I
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

csect-name action-1 CANNOT BE
PERFORMED ON A UR BECAUSE
THE UR IS IN A GLOBAL
TRANSACTION, AND THE STATE OF
THE GLOBAL TRANSACTION IS
action-2. action-2 IS PERFORMED. URID
= rba CONNECTION NAME = connid
CORRELATION ID = corrid LUWID =
logical-unit-of-work-ID = token

説明: グローバル・トランザクションの一部であるリカ
バリー単位 (UR) に対して、-RECOVER INDOUBT コ
マンドが実行されました。リカバリー・アクションは、
グローバル・トランザクションの状態と整合していませ
ん。要求されたリカバリー・アクション action-1 は、グ
ローバル・トランザクションの整合性を保持するために
action-2 に変更されました。 URID は、UR の開始
RBA です。接続名、相関 ID、および LUWID の組み
合わせが、UR に関連したスレッドを識別します。

# システムの処置: 未確定のリカバリー単位は action-2
# に解決されます。
DSN3100I

csect-name SUBSYSTEM ssnm READY
FOR START COMMAND

説明: このメッセージは、 DB2 サブシステム初期設定
が完了した場合に CSECT DSN3RRSR によって出され
ます。 'ssnm' は、このメッセージを出したサブシステ
ムの名前です。このメッセージは、MVS の IPL 処理中
に出されます。また、このメッセージは、DB2 の直前
の実行が終了した後にも、 CSECT DSN3EC0X によっ
て出されます。この処理中には、メッセージ DSN3104I
も出されます。
オペレーターの応答: DB2 を実行する必要がある場合
には、-START コマンドを出してください。
DSN3101I

csect-name INVALID EARLY
PROCESSING MODULE NAME IN
PARMLIB RECORD. ssnm IS NOT
AVAILABLE

説明: CSECT DSN3UR00 が、DB2 サブシステムの初
期設定に渡したパラメーターに誤りがあることを検出し
ました。初期処理に用いるロード・モジュール名の長さ
が 1〜8 文字でないか、あるいはパラメーター・ストリ
ングに構文エラーがあります。パラメーター・ストリン
グの全体の長さは 3〜10 文字で、最後の文字の直後は
',' でなければなりません。これらのパラメーターは、
SYS1.PARMLIB のメンバー IEFSSNxx 内で DB2 サブ
システムを定義しているレコードの、パラメーター・フ
ィールドから取得したものです。

サブシステム認識文字は、まだ認識されていないので、
このメッセージには含まれません。 ssnm' は、 IPL 時
に初期設定が行われていた DB2 サブシステムの名前で
す。
システムの処置: 示された名前の DB2 サブシステム
は、MVS のこの IPL では使用できません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.PARMLIB メン
バー IEFSSNxx のレコード内のパラメーター・フィール
ドを訂正して、 MVS を IPL し直してください。 DB2
サブシステムを定義する IEFSSNxx レコードの形式につ
いては、 DB2 インストレーション・ガイド の第 2 部
を参照してください。
DSN3102I

csect-name INVALID SUBSYSTEM
RECOGNITION CHARACTER IN
PARMLIB RECORD. ssnm IS NOT
AVAILABLE

説明: サブシステム認識文字が無効であることが、
CSECT DSN3UR00 によって検出されました。この文字
は、ブランク以外の文字でなければなりません。サブシ
ステム認識文字は、 DB2 IPL 初期設定に渡されたパラ
メーター・ストリングの最後のフィールドです。これ
は、SYS1.PARMLIB のメンバー IEFSSNxx 内の、示さ
れたサブシステムに関するレコードから取得されます。
サブシステム認識文字は判別できなかったので、このメ
ッセージには含まれていません。 ssnm' は、 IPL 時に
初期設定が行われていた DB2 サブシステムの名前で
す。
システムの処置: 示された名前の DB2 サブシステム
は、MVS のこの IPL では使用できません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SYS1.PARMLIB メンバー IEFSSNxx の
レコード内のパラメーターを訂正して、 MVS を IPL
し直してください。 DB2 サブシステムを定義する
IEFSSNxx レコードの形式については、 DB2 インスト
レーション・ガイド の第 2 部を参照してください。
DSN3103I

csect-name - UNABLE TO LOAD
EARLY PROCESSING MODULE
SPECIFIED IN PARMLIB RECORD.ssnm
IS NOT AVAILABLE

説明: CSECT DSN3UR00 が、 DB2 サブシステムの
IPL 初期設定に渡された最初のパラメーターに指定され
ている、初期処理ロード・モジュールをロードすること
ができません。 ssnm' は、 IPL 時に初期設定が行われ
ていた DB2 サブシステムの名前です。
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DSN3104I
ロード・モジュール名が誤って指定されているか、ある
いは MVS リンク・リスト内に含まれるライブラリー
に、このロード・モジュールが収められていないかのい
ずれかです。
システムの処置: DSN3UR00 は、コード X'04E' およ
び理由コード X'00F30103' で異常終了します。示された
名前の DB2 サブシステムは、MVS のこの IPL では使
用できません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: エラーの原因を識別し
てください。初期処理ロード・モジュールを訂正する
か、あるいは必要なステップを実行してリンク・リス
ト・ライブラリーにこのモジュールを入れてください。
MVS の IPL をやり直してください。 DB2 サブシステ
ムを定義する IEFSSNxx レコードの形式については、
DB2 インストレーション・ガイド の第 2 部を参照して
ください。 MVS リンク・リストの要件については、該
当の MVS 資料を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 内に項目が作成されていま
す。 SVC ダンプは取られません。
DSN3104I

csect-name - TERMINATION COMPLETE

システム・プログラマーの応答: エラーの原因を識別し
てください。初期処理ロード・モジュールを訂正する
か、あるいは必要なステップを実行してリンク・リス
ト・ライブラリーにこのモジュールを入れてください。
MVS の IPL をやり直してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、「DB2 Diagnosis Guide and
Reference」の第 2 部を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 内に項目が作成されていま
す。 SVC ダンプは取られません。「MVS/ESA JES2 初
期設定およびチューニングの手引き」に記載されている
MVS リンク・リスト要件を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5
DSN3106I

csect-name SUBSYSTEM
STOPPED.THIS COMMAND NOT
PROCESSED: command-text

説明: コマンドが受け取られましたが、以下の理由のい
ずれかのために、これを処理することができません。
v DB2 サブシステムが始動していない。
v DB2 の始動中にコマンドは処理のためにキューに入
れられたが、コマンドの開始処理がエラーに終った。

説明: このメッセージは、DB2 サブシステムが終了し
たことを示しています。 MVS による DB2 アドレス・
スペースの実際の終了は、もっと早く完了している可能
性があります。このメッセージは、正常か異常かにかか
わらず、終了のたびに表示されます。

システムの処置: コマンドは処理されません。

オペレーターの応答: DISPLAY ACTIVE コマンドを出
して、MVS によるアドレス・スペースの終了処理が完
了しているかどうかを調べてください。

DSN3107I

DSN3105I

説明: CSECT DSN3EC0X により、このコマンドが 'シ
ステム' 権限を得ていないコンソールから入力されたも
のであることが検出されました。

csect-name - UNABLE TO LOAD
EARLY PROCESSING MODULE
'DSN3EPX' ssnm IS NOT AVAILABLE

説明: CSECT DSN3UR00 が、MVS に必要な初期処理
モジュール DSN3EPX をロードすることができませ
ん。 ’ssnm' は、IPL 時に初期設定が行われていた DB2
サブシステムの名前です。ロード・モジュールが誤って
削除されたか、あるいは MVS リンク・リスト内に含ま
れているライブラリーに、このロード・モジュールが入
っていないかのいずれかです。
システムの処置: DSN3UR00 は、コード X'04E' およ
び理由コード X'00F30105' で異常終了します。 DB2 サ
ブシステム 'ssnm' が、MVS のこの IPL で使用できま
せん。
オペレーターの応答:
てください。
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v コマンドの処理が可能になる前に DB2 が終了した。

オペレーターの応答: DB2 サブシステムを始動させて
から、コマンドを入力し直してください。
csect-name COMMAND REJECTED.
REQUESTER NOT AUTHORIZED

システムの処置: コマンドは処理されません。このメッ
セージは、このコマンドを入力したコンソールに送られ
ます。
オペレーターの応答: 'システム' 権限を得ている別のコ
ンソールから、このコマンドを入力してください。
システム・プログラマーの応答: このコンソールを使用
して DB2 コマンドを入力するかどうかを確かめてくだ
さい。その必要があれば、MVS サービスを用いて、こ
のコンソールに ’システム' コマンドに関する許可を与
えてください。

システム・プログラマーに通知し
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DSN3108I
DSN3108I

csect-name COMMAND REJECTED.
COMMAND FACILITY PATH
UNAVAILABLE

説明: CSECT DSN3EC0X により、 MVS コンソール
から DB2 コマンド処理プログラムまでの経路が使用不
能であることが検出されました。ただし、接続機能の 1
つを用いることにより、まだコマンドを入力することが
できる可能性があります。
システムの処置: コマンドは処理されません。このメッ
セージは、コマンドを入力したコンソールに送られま
す。
システム・プログラマーの応答: 次回に DB2 が再始動
されると、コンソール・コマンド機能は再び使用可能に
なります。この機能を今すぐにリカバリーさせる必要が
ある場合には、DB2 を取り消してから再始動させてく
ださい。
DSN3109I

csect-name - UNABLE TO OBTAIN
SUBSYSTEM AFFINITY TABLE INDEX
FOR SUBSYSTEM ssnm. IEFSSREQ
RC = nn

説明: CSECT DSN3UR00 が、示されたサブシステムの
ためのサブシステム類似性表索引を得ることができませ
ん。 MVS は、示されたサブシステム名を、既知のサブ
システムとしては認識していません。このメッセージが
出された場合は、MVS または DB2 に重大なエラーが
発生しています。
メッセージの中の 'nn' は、IEFSSREQ MVS サービスか
らの戻りコードです。ssnm' は、 IPL 時に初期設定が行
われていた DB2 サブシステムの名前です。
システムの処置: DSN3UR00 は、完了コード X'04E'
および理由コード '00F30104' で異常終了します。示さ
れた名前の DB2 サブシステムは、MVS のこの IPL で
は使用できません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: IPL をやり直してみて
ください。問題が解消しない場合は、標準の DB2 問題
報告手順に従ってください。
問題判別: SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれま
す。 SVC ダンプは取られません。 IEFSSREQ からの
戻りコードについては、該当の MVS 資料の制御ブロッ
ク SSOB に関する記述の中で述べられています。

DSN3111I

csect-name LOAD MODULE module-name
DOES NOT HAVE AMODE(31)
ATTRIBUTE. ssnm IS NOT AVAILABLE

説明: マスター・スケジューラー初期設定時に DB2 を
MVS サブシステムとして確立させる DB2 プログラム
が、独自のロード・モジュールまたはそのプログラムに
よってロードされたロード・モジュールのリンケージ・
エディター属性が、 AMODE(31) または RMODE(ANY)
になっていないことを判別しました。大部分の DB2 ロ
ード・モジュールは、31 ビット・アドレッシング・モ
ードで実行することができなければなりません。
このメッセージの中の 'csect-name' は、エラーを検出し
たプログラムの名前、 'module-name' は、無効な
AMODE 属性を備えていることが検出された最初のロー
ド・モジュールの名前、そして ’ssnm' は、IPL 時に初
期設定が行われていた DB2 サブシステムの名前です。
システムの処置: プログラム DSN3UR00 は、コード
X'04E' および理由コード X'00F30111' で異常終了しま
す。 ’ssnm'という名前の DB2 サブシステムは、初期設
定されません。このサブシステムは、エラーが訂正され
て MVS が IPL し直されるまでは、使用不能になりま
す。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに障害を
通知してください。
システム・プログラマーの応答: 以下のすべてが実行さ
れたことを確認してください。
v

DB2 に対するインストール活動および保守活動が、
SMP を用いて実行されている。

v SMP の JCLIN の中に、正しい AMODE および
RMODE 制御ステートメントが含まれていた。
v

使用されている MVS のバージョンのデータ機能プ
ロダクト (DFP) とともに提供される、適切なリンケ
ージ・エディターが、 SMP によってリンク・エディ
ット・ステップ用に呼び出されている。

エラーの原因となった手順または JCL を訂正した上
で、実行し直してください。必要があれば、誤って実行
されたすべての SMP APPLY ステップを REJECT し
て、拒否されたステップを実行し直してください。そし
て、MVS の再 IPL を要求してください。
問題判別: SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれま
す。 SVC ダンプは取られません。
MVS の保守援助機能 AMBLIST が、LISTLOAD 機能
出力の要約セクションに、リンケージ・エディター・モ
ジュールの属性を示します。
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DSN3112I
DSN3112I

csect-name UNABLE TO REGISTER
COMMAND PREFIX, CPF RETURN
CODE = xxyy. ssnm IS NOT
AVAILABLE

説明: DB2 は、ご使用のシステムで指定したコマンド
の接頭部を、MVS に登録することができませんでし
た。コマンド接頭部は、サブシステム定義パラメーター
の中で指定されています。 xx は 16 進数戻りコード、
そして yy は CPF MVS サービスからの 16 進数理由コ
ードです。サブシステム ssnm は利用不能です。
システムの処置: この DB2 サブシステムは、利用不能
です。
システム・プログラマーの応答: CPF マクロ・サービ
スに関する MVS 資料を参照して、 xx および yy コー
ドの理由を判別してください。指定されたコマンド接頭
部が登録されていないか、あるいはすでに登録されてい
るコマンド接頭部の、サブストリングまたはスーパー・
ストリングでないかを確かめてください。必要な場合、
MVS DISPLAY OPDATA コマンドを使用して、コマン
ド接頭部が MVS で登録されているか調べてください。
DSN3113I

csect-name INVALID SUBSYSTEM
DEFINITION PARAMETER IN
PARMLIB RECORD. ssnm IS NOT
AVAILABLE.

説明: DB2 は、サブシステム定義パラメーターにエラ
ーを検出しました。このパラメーターは
SYS1.PARMLIB の IEFSSNxx メンバーから得たもので
す。 このエラーの原因として、以下の可能性がありま
す。
v 初期処理ロード・モジュール名の長さが 1〜8 文字の
間にない。

DSN3114I

説明: DB2 が、サブシステム定義パラメーター
IEFSSNxx に指定されている、ご使用のシステムで定義
したグループ接続名を検出しましたが、 DB2 グループ
接続は MVS のこのリリースではサポートされていませ
ん。 DB2 のグループ接続機構は、 MVS/ESA SP4.2.2
またはそれ以降のリリースが必要です。 DB2 サブシス
テム ssnm が利用不能です。
システム・プログラマーの応答: サブシステム定義パラ
メーターにあるグループ接続名を削除して、再 IPL し
てください。
DSN3115I

システムの処置:
です。

コマンド接頭部は、無効のためこのメッセージには挿入
されていません。初期設定したいサブシステムの名前は
'ssnm' です。
システムの処置:
ん。

DB2 サブシステムが利用できませ

DSN3116I

csect-name THE VERSION OF THE DB2
EARLY CODE IS INCOMPATIBLE
WITH THIS VERSION OF MVS. ssnm
IS NOT AVAILABLE

説明: DB2 初期コードのこのバージョンは、MVS/ESA
4.2.0 が必要です。サブシステム ssnm は利用不能で
す。
システム・プログラマーの応答: LINKLIST ライブラリ
ーからロードする DB2 早期コードのバージョンは、使
用中の MVS のリリースと互換性がありません。
LINKLIST ライブラリーの連結順序を変更して、互換性
がある DB2 早期コードのリリースが使用できるように
してください。

システム・プログラマーの応答: サブシステム定義パラ
メーターを訂正して、MVS を再 IPL してください。
DB2 サブシステムを定義しているサブシステム定義パ
ラメーターの形式については、 DB2 インストレーショ
ン・ガイド を参照してください。
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この DB2 サブシステムは、利用不能

システム・プログラマーの応答: Name/Token マクロ・
サービスに関する MVS 資料を参照して、 xx 戻りコー
ドの理由を判別してください。

v コマンド接頭部の効力範囲が 1 文字長でない。

v グループ接続名の長さが 1〜4 文字の間にない。

csect-name UNABLE TO REGISTER
GROUP ATTACH NAME,
NAME/TOKEN RC = xx. ssnm IS NOT
AVAILABLE

説明: DB2 は、ご使用のシステムで指定したグループ
接続名を、MVS に登録することができません。グルー
プ接続名は、サブシステム定義パラメーターに指定され
ています。 xx は、MVS Name/Token サービスからの
16 進数戻りコードです。サブシステム ssnm は利用不
能です。

v コマンド接頭部の長さが 1〜8 文字の間にない。

v コマンド接頭部の効力範囲が X、S、または M でな
い。

csect-name GROUP ATTACH NAME IS
NOT ALLOWED WITH THIS RELEASE
OF MVS. ssnm IS NOT AVAILABLE
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DSN3201I
DSN3201I

ABNORMAL EOT IN PROGRESS FOR
USER=xxxxxxxx
CONNECTION-ID=yyyyyyyy
CORRELATION-ID=zzzzzzzzzzzz
JOBNAME=aaaaaaaa ASID=9999
TCB=99999999

説明: USER、 CONNECTION-ID、
CORRELATION-ID、 JOBNAME、ASID、および TCB
アドレスに示された値をもつエージェントに対して、異
常終了が開始されました。これらの値は、終了しようと
しているエージェントの最終的な既知の ID です。
異常終了の原因としては、接続エージェントのアドレ
ス・スペースの障害、あるいはオペレーターによる取り
消しコマンドの結果によることが考えられます。
USER または CORRELATION-ID、あるいはその両方の
値は、ブランクとなることがあります。終端エージェン
トが IDENTIFY レベルで DB2 に接続されており、し
かも障害の発生した時点で、直前にサインオンされてい
ないか、直前にプランに対する許可を得ていなかった場
合には、このエージェントに関連付けられている
CORRELATION-ID はありません。それ以外の場合、
USER、CONNECTION-ID、CORRELATION-ID、
JOBNAME、および ASID の値は、この接続で DB2 に
対して設定された最後の値です。こららの値は、このエ
ージェントの現行の活動を表している場合もあります。
TCB 値は、終了しようとしている TCB のアドレスで
す。このエージェントによって直前に行われた DB2 作
業は、正常に完了している可能性があります。 '0nn' で
始まる相関 ID ('nn' は 01〜28) は、システム・エージ
ェントを示します。
システムの処置: このエージェントは、直前に、終了処
理のために、システム・サービスのサービス・タスクの
キューに入っていました。このメッセージは、エージェ
ントが処理のためにキューから取り出されたことを示し
ています。コミットされていないデータベース変更は、
ロールバックされます。
ユーザーの処置: ユーザーのジョブまたは TSO セッシ
ョンは、取り消すことができません。この状況では、
PA1 キーを押しても効果はありません。ユーザーのアプ
リケーション・プログラムが取り消されたり異常終了し
たりした際に、長く待たされるのを回避するために、コ
ミットを頻繁に行ってください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージについ
て「問題判別」の項を参照してください。 MVS の
CANCEL または FORCE コマンドは何の効力もないの
で、出さないようにしてください。 DB2 を取り消して
はなりません。広範囲にわたるロールバックが行われて
いると、追加のログ活動のために、その後に DB2 再始
動を行うと非常に時間がかかることがあります。

問題判別: いくつかの標識を調べることにより、据え置
き終了条件を検出することができます。以下の一部また
は全部の状況が存在している可能性があります。
v 接続アドレス・スペースがスワップアウトされ、終わ
ることのない WAIT 条件に陥っている可能性があ
る。
v MVS の CANCEL および FORCE コマンドが効果が
ないように見える。
v 接続されたタスクが、リソース
SYSZDSN3.ERLYOLRH 初期ブロック・アドレス上
に、MVS 共用 ENQ を保持している。
v 障害のあるタスクに関連するエージェントの異常終了
中であって、このメッセージが書き込まれる前に、こ
のタスクの接続が -DISPLAY THREAD 出力に QD
状況として表示される。この状況コードの定義につい
ては、メッセージ DSNV404I を参照してください。
v エージェントがサービス・タスクの作業キューから除
去された後、終了処理が開始されたとき、このメッセ
ージ DSN3201I が、MVS コンソールに書き出されて
いる。
v 障害のあるタスクに関連するエージェントの異常終了
時、-DISPLAY THREAD 出力で、このタスクの接続
が D 状況として表示される。この状況コードの定義
については、メッセージ DSNV404I を参照してくだ
さい。
DSN3458I

csect-name MODULE modname MUST
HAVE THE AMODE (31) ATTRIBUTE

説明: 許可出口ロード・モジュールが、31 ビットのア
ドレッシング・モード (AMODE) 属性でリンク・エディ
ットされていません。ロード・モジュール DSN3@ATH
または DSN3@SGN が、'modname' によって指定されて
います。
システムの処置: サブシステムの始動は終了します。
システム・プログラマーの応答: 属性
AMODE(31)、RMODE(ANY) を指定して、許可出口モジ
ュールを再リンク・エディットしてください。
問題判別: リンク・エディットに使用されているロー
ド・モジュール属性を調べてください。
DSN3580I

CONNECTION FOR [EOM | FEOT |
IDEN] GAVE RC=X xxxxxxxx,
REASON=X xxxxxxxx

説明: サブシステム・インターフェース呼び出しに対す
る SSSS 接続から、ゼロ以外の戻りコードが、
DSN3AMI2 に返されました。メッセージの中の変数
は、関係する SSI 呼び出し、およびそれに関連する戻
りコードと理由コードを表しています。
システムの処置: 現行のタスク (TCB) は、システム完
第 26 章 DB2 メッセージ

827

DSN3581I
了コード X'04E' および異常終了理由コード '00F30580'
で異常終了します。 DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:
再始動させてください。

DB2 サブシステムを

問題判別: 登録 6 の EB に関連付けられたトレース表
およびスタック・ストレージを調べて、エラーを突き止
める必要があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、5。

| DSN3581I
|
|
|
|

csect-name SAF service FAILED WITH
SAF RETURN CODE = saf-retc, RACF
RETURN CODE = racf-retc, AND RACF
REASON CODE = racf-reac.DB2
REASON CODE = db2-reac

| 説明: DB2 が指定された SAF (セキュリティー許可機
| 能) サービスを呼び出しましたが、次のコードで失敗し
| ました。
|

変数

定義

|
|

csect

メッセージを出した DB2 モジュールの
CSECT 名。

|
|

service

|
|

saf-retc

|
|

racf-retc
RACF 戻りコード。

|
|
|

db2-retc

|
|
|
|
|

DB2 はこのサービスに、リモート・クライアントか
ら受け取った Kerberos チケットの構文解析を要求し
ました。エラーの説明については、OS/390 セキュリ
ティー・サーバー (RACF) 呼び出し可能サービスを
参照してください。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

DB2 は、SAF R_ticketserv サービスを使って、リモ
ート・クライアントから受け取った Kerberos チケッ
トの構文解析を行います。エラーの説明については、
OS/390 SecureWay セキュリティー・サーバー RACF
呼び出し可能サービス を参照してください。8 と 16
の SAF および RACF 戻りコードは、 Network
Authentication Privacy Service からの状況コードが
RACF 理由コードに含まれているため、チケットを構
文解析しているときに Network Authentication Privacy
Service (Kerberos) に障害があることを示していま
す。これらの状況コードは、 OS/390 SecureWay
Security Server Network Authentication and Privacy
Service Administration マニュアルに記載されていま
す。以下に、よくある状況コードと、それがどのよう
に DB2 に関連しているかについての追加情報を示し
ます。

|
|
|
|
|
|

96C73A07
ssnmDIST 開始済みタスクのユーザー ID を
プリンシパル名と関連付けて、クライアン
ト・システムが Kerberos ターゲット・プリ
ンシパルでこのプリンシパル名を使う必要の
あることを示している可能性があります。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

注: DB2 コネクトのクライアント・システ
ムは、DB2 (OS/390 版) のデータベース
を、 ″AUTHENTICATION KERBEROS
TARGET PRINCIPAL principal_name″ に
カタログする必要があります。SYSDSP
が ssnmDIST 開始済みタスクに関連づけ
られているユーザー ID であると想定し
ます。 プリンシパル (たとえば、
SYSDSPp) は、RACF ALTUSER コマン
ドを使って SYSDSP ユーザー ID と関
連付けられていなければなりません。さ
らに、 SYSDSPp プリンシパル名は、
DB2 (OS/390 版) データベースの DB2
コネクト・データベース構成のターゲッ
ト・プリンシパル名に指定されていなけ
ればなりません。

失敗したサービスの名前。
SAF 捩りコード。

DB2 によって割り当てられた、失敗の理由コ
ード。

|
|
|

DB2 は、失敗を DB2 理由コードと関連付けま
す。この理由コードは、この失敗に関連した他
のメッセージにも表示されます。

|
|
|

システムの処置: 呼び出しが失敗します。このフィーチ
ャーに関連した、他のメッセージがこの後に表示されま
す。

|
|

ユーザーの処置:
ださい。

|
|

オペレーターの応答:
てください。

|
|

システム・プログラマーの応答: 処置は、使用されてい
るサービスによって異なります。

|

v R_ticketserv
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システム・プログラマーに通知してく

| v R_ticketserv (プリンシパル名)
システム・プログラマーに通知し

|
|
|
|
|
|

DB2 は、SAF R_usermap サービスを使って、リモー
ト・クライアントから受け取った Kerberos チケット
に関連づけられているユーザー ID を判別します。エ
ラーの説明については、OS/390 SecureWay セキュリ
ティー・サーバー RACF 呼び出し可能サービス を参
照してください。チケットから得たプリンシパル名
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DSN3581I
|
|
|
|
|

は、括弧に囲まれており、ユーザーが問題の原因を判
別するのを助けます。クライアント・システムが無効
なプリンシパル名を使用しているか、または、プリン
シパル名とユーザー ID のアソシエーションが RACF
に定義されていません。

|
|
|
|
|
|
|

ローカル OS/390 レルムで認証されたプリンシパル
は、そのローカル・プリンシパル名を、ローカル
RACF ユーザー ID に関連付けるマッピングを持って
いなければなりません。このアソシエーションは、
KERBNAME パラメーターを指定して RACF
ADDUSER または ALTUSER コマンドを実行するこ
とによって作成できます。

|
|
|
|
|
|
|

外部 OS/390 レルムで認証されたプリンシパルは、そ
の外部完全修飾プリンシパル名を、ローカル RACF
のユーザー ID に関連付けるマッピングを持っていな
ければなりません。このアソシエーションは、
KERBLINK パラメーターを指定して RACF
RDEFINE または RALTER コマンドを実行すること
によって作成できます。

| v R_usermap
|
|
|
|
|

DB2 は、このサービスに、リモート・クライアント
から受け取った Kerberos チケットに関連付けられた
ユーザー ID を判別することを要求します。エラーの
説明については、 OS/390 セキュリティー・サーバー
(RACF) 呼び出し可能サービス を参照してください。
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第 27 章 DSN7... メッセージ
DSN7000I

は、複数行メッセージ応答の最初の行です。

csect-name REQUIRED CSECT
DSN6GRP COULD NOT BE FOUND IN
SYSTEM PARAMETERS LOAD
MODULE.

DSN7101I

説明: 必要な CSECT DSN6GRP がシステム・パラメ
ーター・ロード・モジュールに見つかりません。

説明: このメッセージは、DISPLAY GROUP コマンド
からの出力行です。

システムの処置: DB2 サブシステムが、理由コード
00F70001 で終了します。

group-name はデータ共用グループの名前です。
group-level は、次のような 3 桁の数字のストリングで
す。
v 版
v リリース
v 修正レベル

オペレーターの応答: システム・パラメーター・ロー
ド・モジュールを訂正して、DB2 を再始動してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: システム・パラメータ
ーを再アセンブルして、DSN6GRP マクロを含めてくだ
さい。
DSN7001I

group-level は、データ共用グループ内の任意の DB2 が
開始された最も高いリリースです。

csect-name DATA SHARING SPECIFIED
IN SYSTEM PARAMETERS, BUT NOT
RUNNING ON A MVS SYSTEM LEVEL
WHICH IS REQUIRED FOR DATA
SHARING.

DSN7102I

DSN7103I

DSN7104I

オペレーターの応答: MVS 第 5 版リリース 1.0 また
はそれ以降のリリースで DB2 を始動し直してくださ
い。

MEMBER
DB2 データ共用メンバーの名前。

LIGHT(YES) ON START DB2
COMMAND WAS IGNORED, SYSTEM
IS NOT ENABLED FOR DATA
SHARING

説明: このメッセージは、DISPLAY GROUP コマンド
からの出力の開始を示しています。 このメッセージ
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

各データ共用メンバーに対して内部的に割り当
てられた ID。

ID

SUBSYS
データ共用メンバーのサブシステム名。
CMDPREF
データ共用メンバーのコマンド接頭部。

システムの処置: DB2 の始動は正常に継続します。
DB2 は LIGHT(YES) の指定を無視します。
csect-name

MEMBER ID SUBSYS CMDPREF
STATUS LVL NAME SUBSYS
IRLMPROC

説明: このメッセージは、DISPLAY GROUP コマンド
からの出力行です。

| 説明: DB2 が LIGHT(YES) キーワードで始動し、シス
| テムがデータ共用に使用できない場合に、このメッセー
| ジが DB2 の始動時に出します。

DSN7100I

DB2 DB2 SYSTEM IRLM

説明: このメッセージは、DISPLAY GROUP コマンド
からの出力行です。

システムの処置: DB2 サブシステムが、理由コード
00F70002 で終了しました。

|
|

-----------------------------

説明: このメッセージは、DISPLAY GROUP コマンド
からの出力行です。

説明: DB2 サブシステムはデータ共用オプション付き
で始動しましたが、MVS が必要なレベルに達していま
せん。 DB2 データ共用には、MVS 第 5 版リリース
1.0 またはそれ以降のリリースを必要とします。

| DSN7002I
|
|
|

*** BEGIN DISPLAY OF
GROUP(group-name) GROUP
LEVEL(group-level)

STATUS

|
|
|

データ共用メンバーの状態。「ACTIVE」、
「AI」、「FAILED」、「QUIESCED」、
「QI」、「QR」、「QC」、「QIC」、
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DSN7105I
|
|

「QIR」、または「QICR」のいずれかです。こ
こで、各状態は以下を示しています。

|
|

ACTIVE

|
|
|
|
|

AI

|
|

FAILED

|
|

QUIESCED
メンバーは正常に停止しました。

|
|

QI

メンバーは未確定 UR が原因で停止
しました。

|
|

QR

メンバーは再同期責任が原因で停止し
ました。

|
|
|

QC

メンバーは、グループ・バッファー・
プールのキャストアウト責任が原因で
停止しました。

|
|
|

QIC、QIR、QICR
前にリストした静止状態の可能な組み
合わせ。

DSN7106I

メンバーは現在稼働中。
メンバーはアクティブですが、他の条
件があります。未確定または延期打ち
切りリカバリー単位が未解決です。こ
のことは、保存されたロックが保たれ
ていることを意味します。

#
#
#
#
#

メンバーは異常終了しました。

# QUIESCED
#
これは、通常の STOP DB2 コマンドの結果と
#
しての、通常の静止状態です。

SYSTEM NAME
データ共用メンバーが実行される MVS システ
ムの名前。
LVL

以下のような 3 桁の数字のストリング。
v DB2 の版
v DB2 のリリース
v DB2 の修正レベル

IRLM SUBSYS
この DB2 の付随する IRLM のサブシステム
名。
IRLMPROC
付随する IRLM の開始プロシージャー名。
DSN7105I

-------- --- ---- -------- -------- --- -------- -----------

説明: このメッセージは、DISPLAY GROUP コマンド
からの出力行です。
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member-name subsystem-name
command-prefix member-status
mvs-system-name irlm-subsystem-name
irlm-procedure-name

説明: このメッセージは、DISPLAY GROUP コマンド
からの出力行です。 member-status は、 ACTIVE、
QUIESCED、または FAILED のいずれかになります。
メンバーが正常に静止されなかった場合、member-status
の出力がストリング ’***’になる場合もあります。

# Q
#
#

メッセージは、静止されますが、追加条件が付
きます。 Q (静止) は、以下の 1 つまたは複
数の文字と対になることがあります。

#
#
#

I

未確定のリカバリー単位 (UR) が未解
決です。このことは、保存されたロッ
クが保たれていることを意味します。

#
#
#
#

C

キャストアウト・エラーがありまし
た。 ページ・セットまたは区画の最
後の更新の、結合機構から DASD へ
の書き込みができませんでした。

#
#
#
#
#
#

DB2 を再始動する前に、結合機構か
ら DASD への接続があるか確かめて
ください。
R

#
#

DB2 が 1 つまたは複数のリモート・
ロケーションと再同期を行うのに必要
な保存情報があります。
DB2 が再始動するとき、この再同期
が起こります。

# ACTIVE
これが、条件無しの、通常のアクティブです。
#
# A
#
#

メンバーはアクティブですが、条件が付随して
います。 A (アクティブ) は、次の文字と組み
にすることができます。

#
#
#
#

I

# ***
#
#

通常は、メンバーが正常に静止されなかった場
合に出されます。ストリング ’***’ に次のもの
が組み合わされる場合もあります。

#
#

****
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未確定または延期打ち切りリカバリー
単位 (UR) が未解決です。このこと
は、保存されたロックが保たれている
ことを意味します。

情報不明。これが出される原因として
は、不要なメンバーが前にグループに

DSN7107I
#
#
#

OC

SCA の再構築接続完了機能が完了しました。

LS

SCA の再構築クリーンアップ機能が開始しま
した。

# subsystem-name、command-prefix、 irlm-subsystem-name、

US

および irlm-procedure-name は、この情報が不明の場
合、 '****' を示します。

SCA の再構築リソース・マネージャーの呼び
出しが開始しました。

UC

SCA の再構築リソース・マネージャーの呼び
出しが完了しました。

LC

SCA の再構築クリーンアップ機能が完了しま
した。

PS

SCA の再構築処理完了機能が開始しました。

PC

SCA の再構築処理完了機能が完了しました。

SS

SCA の再構築停止機能が開始しました。

NUMBER LOCK ENTRIES: nnnnnnnnnnn

SC

SCA の再構築停止機能が完了しました。

説明: DISPLAY GROUP コマンドからの出力のこの行
は、 LOCK1 結合機構の構造体についての情報を示しま
す。 ロック表の項目の最大数が表示されます。

ES

SCA の再構築停止完了機能が開始しました。

EC

SCA の再構築停止完了機能が完了しました。

VS

SCA の揮発性変更機能が開始しました。

VC

SCA の揮発性変更機能が完了しました。

TE

SCA は終了フェーズにあります。

追加され、他のロケーションで引き続
き指定されていることが考えられま
す。

DSN7107I

GROUP ATTACH NAME(group-attach)

説明: このメッセージは、DISPLAY GROUP コマンド
からの出力行です。
group-attach は、データ共用グループのグループ接続名
です。
DSN7108I

DSN7109I

SCA STRUCTURE SIZE: nnnnnnn KB,
STATUS = xx, SCA IN USE: < nnn %

説明: このメッセージは、DISPLAY GROUP コマンド
からの出力行です。
% 値が > 0 であるが < 1 の場合は、 ″<″ 文字が 1 %
値の前に示されます。すなわち、″< 1 %″ です。このこ
とは、たとえば、共用連絡域 (SCA) の構造体が非常に
大きいか、または少数の SCA 項目だけが使用中の場合
に起こり得ます。

# DSN7110I
#

# 説明: DISPLAY GROUP コマンドからのこの出力行
# は、LOCK1 結合機構の構造体のサイズを示します。
DSN7111I

SCA の状況は、以下の値で示されます。
IN

SCA が初期設定のフェーズにあります。

AC

SCA がアクティブな状態にあります。

DS

SCA が接続性を失い、遅延アクションが開始
しました。

DC

SCA が接続性を失い、遅延アクションが完了
しました。

QS

SCA の再構築静止機能が開始しました。

QC

SCA の再構築静止機能が完了しました。

CS

SCA の再構築接続機能が開始しました。

CC

SCA の再構築接続機能が完了しました。

OS

SCA の再構築接続完了機能が開始しました。

RS

SCA の再構築リソース・マネージャーの呼び
出しが開始しました。

RC

SCA の再構築リソース・マネージャーの呼び
出しが完了しました。

LOCK1 STRUCTURE SIZE: nnnnnnn
KB

NUMBER LIST ENTRIES: nnnnnnnnnnn,
LIST ENTRIES IN USE: < nnnnnnnnnnn

説明: DISPLAY GROUP コマンドからの出力のこの行
は、 LOCK1 結合機構の構造についての情報を示しま
す。 修正ロック表項目の最大数と、現在使用中の修正
ロック表項目の数が表示されます。 (MVS 資料では、
これらのリスト項目を『レコード・データ』と読んでい
ます。)
DSN7112I

*** END DISPLAY OF
GROUP(group-name)

説明: このメッセージは、DISPLAY GROUP コマンド
からの出力の最終行になります。
DSN7113I

DISPLAY TERMINATED DUE TO
INSUFFICIENT MESSAGE SPACE.

説明: このコマンドからの必要な情報を保管するために
使える十分なストレージがありません。
システムの処置: DB2 サブシステムはグループ情報を
表示しますが、いくらかの情報が脱落します。
第 27 章 DB2 メッセージ
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DSN7114I
DSN7114I

XCF OR STRUCTURE INFORMATION
NOT AVAILABLE. MVS nnnnnnnn
RETURN CODE=xxxxxxxx, MVS
nnnnnnnn REASON CODE=yyyyyyyy.

説明: システム間結合機構 (XCF) または CF 構造体情
報の照会の際、エラーが発生しました。
'nnnnnnnn' は、IXCQUERY または IXLMG になりま
す。
システムの処置: DB2 サブシステムはグループを表示
しますが、一部の XCF または結合機構構造体の情報が
脱落しています。 IXCQUERY または IXLMG の戻り
コードおよび理由コードの説明については、「MVS/ESA
プログラミング: シスプレックス・サービス 解説書」を
参照してください。
DSN7120I

DB2 PARALLEL PARALLEL

説明: このメッセージは、DETAIL オプションを指定
した DISPLAY GROUP コマンドからの出力行です。
DSN7121I

MEMBER COORDINATOR ASSISTANT

説明: このメッセージは、DETAIL オプションを指定
した DISPLAY GROUP コマンドからの出力行です。
DSN7122I

member-name parallel-coordinator
parallel-assistant

説明: このメッセージは、DETAIL オプションを指定
した DISPLAY GROUP コマンドからの出力行です。こ
のメッセージは、シスプレックス照会並列性をサポート
している ACTIVE DB2 メンバーについてのみ出されま
す。
DSN7401I

システム・プログラマーの応答: システム・パラメータ
ー・ロード・モジュールをアセンブルし直してくださ
い。 グループ名とメンバー名が DB2 始動手順の値と
一致することを確かめてください。
DSN7403I

csect-name INCONSISTENT DATA
SHARING PARAMETER DETECTED,
parameter-name IN DB2 SYSTEM
PARAMETERS (sysparm-parm) IS NOT
EQUAL TO PARAMETER IN THE DB2
START-UP PROCEDURE (start-parm).

システムの処置: DB2 サブシステムは、理由コード
00F70003 を出して終了します。
オペレーターの応答: DB2 サブシステムをこの MVS
システム上で実行したい場合は、その他の MVS システ
ム上にある DB2 サブシステムを停止してください。
DB2 サブシステムを停止してから、この MVS で DB2
を再始動してください。
DSN7404I

csect-name INVALID
MEMBER(member-name) WAS FOUND
IN DB2 XCF GROUP(db2-group-name).
MEMBER HAS BEEN DELETED.

説明: DB2 データ共用グループで無効なメンバーが検
出されました。このグループは特別なタイプのシステム
間結合機構 (XCF) グループです。 無効な名前
member-name がデータ共用グループ db2-group-name で
検出されて、削除されました。 member-name は、デー
タ共用グループの結合を試みる、DB2 (MVS/ESA 版)
以外の、無許可のプログラムを表す場合があります。
システムの処置: DB2 サブシステムは続行されます。
オペレーターの応答: このメッセージの発生をシステ
ム・プログラマーへ連絡してください。
システム・プログラマーの応答: どの無許可のプログラ
ムが DB2 グループに結合したか、およびそのプログラ
ムの所有者を調べてください。 これは、セキュリティ
ー違反を示す可能性があります。

説明: メンバー・システムの中の少なくとも 1 つのデ
ータ共用パラメーターは、 DB2 始動手順の際に渡され
たデータ共用パラメーターと等しくありません。
システムの処置: DB2 サブシステムは、理由コード
00F70003 を出して終了します。
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csect-name MEMBER(member-name) IS
ALREADY ACTIVE ON
SYSTEM(mvs-system-name).

説明: 始動した DB2 サブシステムは、すでに別の
MVS システムでアクティブになっています。

-------- ----------- ---------

説明: このメッセージは、DETAIL オプションを指定
した DISPLAY GROUP コマンドからの出力行です。
DSN7123I

オペレーターの応答: 正しいシステム・パラメーター・
ロード・モジュールに訂正して DB2 を再始動するか、
またはシステム・プログラマーに連絡して DB2 始動手
順を変更してもらってください。
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DSN7405I
DSN7405I

csect-name MEMBER(member-name)
UNABLE TO JOIN DATA SHARING
GROUP(group-name), MVS IXCJOIN
RETURN CODE=xxxxxxxx, MVS
IXCJOIN REASON CODE=yyyyyyyy.

説明: データ共用 DB2 メンバーが MVS システム間
結合機構 (XCF) データ共用グループとの結合を試みた
時に、予期しないエラーが生じました。
システムの処置: DB2 サブシステムは、理由コード
00F70408 を出して終了します。
オペレーターの応答: MVS ’DISPLAY XCF,GROUP’
コマンドを出して、XCF が機能することを確認し、次
に DB2 サブシステムの再始動を試みてください。
システム・プログラマーの応答: IXCJOIN の戻りコー
ドおよび理由コードの説明については、「MVS/ESA プ
ログラミング: シスプレックス・サービス 解説書」を参
照してください。
DSN7406I

csect-name UNABLE TO QUERY DATA
SHARING GROUP INFORMATION,
MVS IXCQUERY RETURN
CODE=xxxxxxxx, MVS IXCQUERY
REASON CODE=yyyyyyyy.

説明: MVS IXCQUERY マクロの実行中に予期しない
エラーが発生しました。

システム・プログラマーの応答: IXCARM 要求からの
関数、戻りコード、および理由コードについては、
「MVS/ESA プログラミング: シスプレックス・サービス
解説書」を参照してください。
DSN7408I

説明: DB2 サブシステムの MVS に対する定義を試み
る際に、DB2 ARM イベント出口ルーチンでエラーが生
じました。
システムの処置: DB2 サブシステムの自動再始動は停
止しました。
システム・プログラマーの応答: IEFSSI 要求からの戻
りコードおよび理由コードについては、「MVS/ESA プ
ログラミング: アセンブラー・サービス 解説書」を参照
してください。 IEFSSI 戻りコードおよび理由コードが
0 である場合は、 DB2 サブシステムの定義が失敗した
理由を示す直前のメッセージがないかコンソール・ログ
を調べてください。 DB2 サブシステムが定義されてい
るどのシステムでも、 -START DB2 コマンドを用い
て、手動で DB2 を始動することができます。
DSN7409I

システムの処置: DB2 サブシステムは、理由コード
00F70406 を出して停止します。
オペレーターの応答: MVS DISPLAY XCF,GROUP コ
マンドを実行して、XCF が機能することを確かめてく
ださい。次に、DB2 サブシステムの再始動を試みてく
ださい。
システム・プログラマーの応答: IXCQUERY の戻りコ
ードおよび理由コードの説明については、「MVS/ESA
プログラミング: シスプレックス・サービス 解説書」を
参照してください。
DSN7407I

csect-name AUTOMATIC RESTART
MANAGER function FAILED. MVS
IXCARM RETURN CODE = xxxxxxxx,
MVS IXCARM REASON CODE =
yyyyyyyy.

説明: 指定された MVS 自動再始動管理プログラム
(ARM) 機能を使用する際に、 DB2 にエラーが生じまし
た。
システムの処置: DB2 は続行されます。しかし、DB2
が異常終了した場合は、MVS ARM が自動的に DB2 を
再始動することはできません。

csect-name ARM EVENT EXIT FAILED.
DB2 SUBSYSTEM ssnm NOT
RESTARTED. MVS IEFSSI RETURN
CODE = xxxxxxxx, MVS IEFSSI
REASON CODE = yyyyyyyy.

csect-name MEMBER(member-name)
UNABLE TO QUIESCE FROM DATA
SHARING GROUP(group-name), MVS
IXCQUIES RETURN CODE=xxxxxxxx,
MVS IXCQUIES REASON
CODE=yyyyyyyy.

説明: データ共用 DB2 メンバーが それ自体を MVS
システム間結合機構 (XCF) の中で静止状態に置こうと
試みた時に、予期しないエラーが生じました。
システムの処置:
されます。

DB2 サブシステムの終了処置は続行

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: IXCQUIES の戻りコ
ードおよび理由コードの説明については、「MVS/ESA
プログラミング: シスプレックス・サービス 解説書」を
参照してください。
DSN7501A

csect-name SCA STRUCTURE
sca-structure-name CONNECTIVITY
FAILURE.

説明: 指定された DB2 メンバーが、共用連絡域 (SCA)
構造への接続性を失いました。
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DSN7502I
再構築処理中に使われた MVS サービスが失敗
しました。 メッセージが、失敗した MVS サ
ービスから出されました。

システムの処置: 指定された DB2 は、SCA からの接
続を切断して、理由コード 00F70600 を出して終了しま
す。

20

オペレーターの応答:
てください。

システムの処置: この DB2 メンバーは、理由コード
00F70601 を出して終了します。 その他のメンバーは、
処理を続行できます。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: この中央処理装置複合
システム (CPC) から SCA 構造へのリンクが失われた
理由を見つけてください。 それを修正したあとで、
DB2 を再始動してください。

システム・プログラマーの応答: 詳細については、終了
コードをご覧ください。
DSN7505A

DSN7502I

csect-name SCA STRUCTURE
sca-structure-name FAILURE, ATTEMPT
TO REBUILD IS IN PROGRESS.

説明: 指定された DB2 メンバーが、共用連絡域 (SCA)
構造の障害を検出しました。
システムの処置: DB2 は、結合機構の参照リスト内の
結合機構に SCA 構造を再構築しようと試みます。
オペレーターの応答: メッセージ DSN7503I または
DSN7504A を待機してください。
DSN7503I

csect-name SCA STRUCTURE
sca-structure-name REBUILD
SUCCESSFUL.

説明: このメンバーは、同じまたは代替の結合機構上
で、共用連絡域 (SCA) 構造に正常に接続し、そして共
用連絡域 (SCA) 内のその情報の復元を正常に完了しま
した。
システムの処置:
DSN7504I

DB2 処理が続行されます。

csect-name SCA STRUCTURE
sca-structure-name REBUILD
UNSUCCESSFUL. REASON CODE =
xx.

説明: このメンバーは、代替の結合機構上に共用連絡域
(SCA) 構造を正常に接続させず、共用連絡域 (SCA) 内
でその情報の復元が正常に完了しませんでした。このメ
ッセージは、メッセージ DSN7502I に続いて出されま
す。理由コード 'xx' は次のとおりです。
04

オペレーターが再構築処理を停止する要求を出
しました。

08

DB2 リソース・マネージャーが再構築処理を
停止する要求を出しました。

12

新しい SCA 構造が再構築処理中に失敗しまし
た。

16

DB2 メンバーが再構築処理で新しい SCA へ
の接続性を失いました。
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csect-name THERE IS A SHORTAGE
OF FREE STORAGE IN SCA
STRUCTURE sca-structure-name

説明: 共用連絡域 (SCA) 結合機構構造体内のフリー・
ストレージの容量が少ないです。 SCA は 75% 使用済
みです。 SCA ストレージ・スペースは DB2 コマンド
と処理によって必要とされるので、これらの処理の使用
可能性が影響を受ける可能性があります。 SCA ストレ
ージを完全に使いきると、DB2 サブシステムの障害を
起こす可能性があります。
このメッセージは MVS コンソール上に留まり、強調表
示されます。
システムの処置: DB2 処理が続行されます。
このメッセージは、強調表示が継続され、SP5.2.1-JES3
以前の環境では自動的に削除されません。
オペレーターの応答: エラー状態が解消された後にメッ
セージが強調表示に留まる場合は、メッセージをコンソ
ールから手動で削除してください。
システム・プログラマーの応答: DISPLAY GROUP コ
マンドを用いて、使用中の SCA ストレージの容量をモ
ニターできます。
例外条件を除去することにより SCA ストレージを解放
できます。 その他にできることとしては、SPACENAM
オプション付きで START DATABASE コマンドを出す
か、または RECOVER ユーティリティーを使ってペー
ジを論理ページ・リスト (LPL) から除去することで
す。
スペースのレクラメーション処理のために何もしない
と、SCA が 90% フルになった時に、メッセージ
DSN7512A が表示されます。
DSN7506A

csect-name CONNECT TO THE SCA
STRUCTURE sca-structure-name FAILED.
MVS IXLCONN RETURN
CODE=xxxxxxxx, MVS IXLCONN
REASON CODE=yyyyyyyy.

説明: DB2 は、共用連絡域 (SCA) 結合機構構造体に接
続できません。
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DSN7507I
システムの処置: DB2 始動が理由コード 00F70602 を
出して終了します。
システム・プログラマーの応答: DB2 は MVS
IXLCONN サービスを用いて SCA 構造体へ接続しま
す。 IXLCONN 要求からの戻りコードおよび理由コー
ドについては、「MVS/ESA プログラミング: シスプレッ
クス・サービス 解説書」を参照してください。
DSN7507I

説明:

csect-name SCA STRUCTURE
sca-structure-name IS ALLOCATED IN A
VOLATILE STRUCTURE.

共用連絡域 (SCA) 構造は揮発性です。

システムの処置:

DB2 処理が続行されます。

システム・プログラマーの応答: 構造が揮発性の属性を
もっているときは、1 つの DB2 がこのメッセージを出
します。 DB2 は、 SCA への最初の接続またはあとで
属性変更の際にこれを検出します。 DB2 は、常に非揮
発性 SCA を要求します。 もしそうすることを望まな
い場合は、CFRM 管理ポリシーを変更して、MVS
SETXCF START,REBUILD コマンドを用いて SCA の
再構築を要求してください。
DSN7508I

csect-name ACCESS TO THE SCA
STRUCTURE sca-structure-name FAILED.
MVS IXLLIST RETURN CODE =
xxxxxxxx, MVS IXLLIST REASON CODE
= yyyyyyyy.

説明: DB2 は、共用連絡域 (SCA) 構造にアクセスする
際にエラーを検出しました。
システムの処置:
て終了します。

説明: DB2 サブシステムは MVS から共用連絡域
(SCA) を再構築する要求を受けましたが、DB2 の始動
処理が完了していなかったため、DB2 はこの再構築に
参加する用意ができていませんでした。
システムの処置: DB2 は理由コード 00F70604 を出し
て終了します。 SCA 再構築処理は、データ共用グルー
プ内で他の DB2 用に続行される可能性があります。
オペレーターの応答: SCA 再構築処理が完了するのを
待って、それから失敗した DB2 を再び始動してくださ
い。
DSN7511I

csect-name RESPONSE TO MVS
REBUILD COMPLETE OF SCA
STRUCTURE sca-structure-name FAILED.
MVS IXLREBLD RETURN CODE =
xxxxxxxx, MVS IXLREBLD REASON
CODE = yyyyyyyy.

説明: DB2 は、共用連絡域 (SCA) 構造の再構築中にエ
ラーが生じました。
システムの処置: DB2 は停止します。
システム・プログラマーの応答: DB2 は、SCA 構造の
再構築の間、MVS IXLREBLD サービスを使用します。
IXLREBLD 要求からの戻りコードおよび理由コードに
ついては、「MVS/ESA プログラミング: シスプレック
ス・サービス 解説書」を参照してください。
DSN7512A

csect-name SCA STRUCTURE
sca-structure-name IS ALLOCATED IN A
NONVOLATILE STRUCTURE.

説明: SCA 構造は、今では非揮発性の結合機構構造体
に含まれています。
システムの処置:

csect-name SCA STRUCTURE
sca-structure-name REBUILD REQUEST
RECEIVED, BUT SUBSYSTEM IS NOT
READY TO PARTICIPATE.

DB2 は理由コード 00F70603 を出し

システム・プログラマーの応答: DB2 は MVS
IXLLIST サービスを用いて SCA 構造へアクセスしま
す。 IXLLIST 要求からの戻りコードおよび理由コード
については、「MVS/ESA プログラミング: シスプレック
ス・サービス 解説書」を参照してください。
DSN7509I

DSN7510I

DB2 処理が続行されます。

csect-name THERE IS A CRITICAL
SHORTAGE OF FREE STORAGE IN
SCA STRUCTURE sca-structure-name

説明: 共用連絡域 (SCA) 結合機構構造体内のフリー・
ストレージの容量が、クリティカルなほど少ないです。
SCA は 90% 使用されています。
このメッセージは MVS コンソール上に留まり、強調表
示されます。
システムの処置: DB2 処理が続行されます。しかし、
DB2 は SCA の使用をクリティカルな情報だけに制限
します。完了しなかったユーティリティーまたはコマン
ドの中には、グループの 1 つまたは複数のメンバーを
停止させる可能性があるものもあります。
このメッセージは、強調表示が継続され、SP5.2.1-JES3
以前の環境では自動的に削除されません。
オペレーターの応答:

エラー状態が解消された後にメッ
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DSN7513I
セージが強調表示のままになっている場合は、メッセー
ジをコンソールから手動で削除してください。

DSN7514I

システム・プログラマーの応答: DISPLAY GROUP コ
マンドを用いて、使用中の SCA ストレージの容量をモ
ニターできます。
例外条件を除去することにより SCA ストレージを解放
できます。 その他にできることとしては、
SPACENAM オプションを指定して START
DATABASE コマンドを実行するか、または RECOVER
ユーティリティーを使ってページを論理ページ・リスト
(LPL) から除去することです。そのあとで、失敗した
DB2 を再始動してください。
そのアクションで十分なスペースを解放できない場合、
または問題が継続する場合は、実行中の MVS のレベル
および結合機構の制御コードによりますが、以下のオプ
ションを利用できます。

説明: DB2 は、共用連絡域 (SCA) 構造の再構築中にエ
ラーが生じました。
システムの処置:

最大サイズ (CFRM ポリシーに規定されるサイズ) が
それほど大きくない場合は、 MVS 第 5 版リリース
1 システム用には以下に述べる処置をとります。
v グループの全メンバーのどれかが、MVS 第 5 版リリ
ース 1 を用いて、または結合機構制御コード・レベ
ル 0 で実行中の場合は、CFRM ポリシーの SCA ス
トレージを増やします。そのあとで、MVS SETXCF
START,REBUILD コマンドを出して、構造を再構築し
ます。
リカバリーの詳細については、 DB2 データ共用: 計画
および管理 を参照してください。
csect-name SCA STRUCTURE
sca-structure-name HAS ADEQUATE
FREE STORAGE

説明: 共用連絡域 (SCA) 結合機構構造体は、適正に機
能するのに適当なフリー・ストレージをもっています。
このメッセージは、以下の状況の場合に示されます。
v SCA が再構築されたあと。
v SCA の使用率が 75% またはそれ以上に上がった後
に 67% 未満に下がったとき。
システムの処置:
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DB2 は終了します。

システム・プログラマーの応答: DB2 は、MVS
IXLEERSP サービスを使用して、再構築される SCA 構
造体に応答します。 IXLEERSP 要求からの戻りコード
および理由コードについては、「MVS/ESA プログラミ
ング: シスプレックス・サービス 解説書」を参照してく
ださい。

v グループの全メンバーが、MVS 第 5 版リリース 2
を用いて、 0 より大きい結合機構制御コード・レベ
ルで実行中の場合は、 SCA のサイズを増やすために
SETXCF START,ALTER コマンドを出します。指定
するサイズは、SCA 構造用の CFRM ポリシーに定義
された最大サイズ以下にする必要があります。

DSN7513I

csect-name RESPONSE TO AN MVS
REBUILD RELATED EVENT FOR THE
SCA STRUCTURE sca-structure-name
FAILED. MVS IXLEERSP RETURN
CODE = xxxxxxxx, MVS IXLEERSP
REASON CODE = yyyyyyyy.

DB2 処理が続行されます。
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第 28 章 DSN8... メッセージ
DSN8000I

REQUEST IS: request

説明: 入力ステートメントが、受け取られたとおりにリ
ストされています。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN8BD3、DSN8BF3
システムの処置:

要求がリストされます。

ユーザーの処置: この入力要求が希望通りのものである
かどうかを調べてください。
DSN8001I

csect EMPLOYEE NOT FOUND

説明: 'l' または 'list' 要求によって、その要求に合致す
る従業員データが見つかりませんでした。
システムの処置:

従業員のリストは示されません。

ユーザーの処置: 従業員データが見つからないと予想さ
れていた場合には、作業を続けてください。
問題判別: エラーが予想されていなかった場合には、従
業員および部門の視点である VEMP および VDEPT の
内容をリストして、項目が抜けている理由を判別してく
ださい。

システムの処置: 従業員データは追加されません。
ユーザーの処置: 既存の従業員データを表示してくださ
い。これが希望した従業員であれば、この従業員項目を
更新してください。そうでなければ、新しい従業員番号
を選択してください。
問題判別: 従業員の視点 VEMP および部門の視点
VDEPT の内容をリストしてください。
DSN8006E

説明: 要求された消去が実行されません。要求された従
業員番号が、表に存在しません。
システムの処置: 従業員データの消去は行われません。
ユーザーの処置: 消去する従業員データが存在している
かどうかを判別してください。正しい検索基準とデータ
が入力されたかどうか調べてください。該当する場合に
は、項目を訂正したうえで、処理を続行してください。
問題判別: 従業員の視点 VEMP および部門の視点
VDEPT の内容をリストしてください。
DSN8007E

DSN8002I
説明:

csect EMPLOYEE SUCCESSFULLY
ADDED

従業員データが要求どおり追加されました。

システムの処置:
DSN8003I
説明:
た。

csect EMPLOYEE SUCCESSFULLY
ERASED

ある従業員のデータが要求どおり消去されまし

システムの処置:
DSN8004I
説明:
た。

要求は正常に実行されました。

要求は正常に実行されました。

csect EMPLOYEE SUCCESSFULLY
UPDATED

ある従業員のデータが要求どおり更新されまし

システムの処置:
DSN8005E

要求は正常に実行されました。

csect EMPLOYEE EXISTS ALREADY,
ADD NOT DONE

説明: 新しい従業員についてデータの追加が要求されま
したが、従業員番号がすでに存在しています。
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

csect EMPLOYEE DOES NOT EXIST,
ERASE NOT DONE

csect EMPLOYEE DOES NOT EXIST,
UPDATE NOT DONE

説明: 要求された更新が実行されません。 要求された
従業員番号が、表に存在しません。
システムの処置: 従業員データは更新されません。
ユーザーの処置: 正しい検索基準とデータが入力された
かどうか調べてください。
問題判別: 従業員表の内容 (VPHONE、VEMPLP、また
は EMP) をリストして、更新すべき従業員番号が表の
中に含まれているかどうかを調べてください。そして、
更新要求および表を訂正してください。
DSN8008I

csect NO EMPLOYEE FOUND IN
TABLE

説明: 選択基準と一致する従業員が見つかりません。
システムの処置: 従業員データのリストは示されませ
ん。
ユーザーの処置: 従業員データがないことが予想されて
いた場合には、処理を続けてください。
問題判別: VPHONE 視点およびその基礎となる表の内
容をリストしてください。
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DSN8011I
DSN8011I
説明:

csect DEPARTMENT NOT FOUND

選択基準と一致する部門が見つかりません。

システムの処置:

部門のリストは示されません。

ユーザーの処置: 部門が見つからないことが予想されて
いた場合には、処理を続けてください。
問題判別: エラーが予想されていなかった場合には、部
門の視点である VDEPT と VDEPMG1 およびその基礎
となる表の内容をリストして、項目が抜けている理由を
判別してください。

システムの処置:

ユーザーの処置: 消去する部門データが存在しているか
どうかを調べてください。検索基準とデータの正しい組
み合わせを入力しましたか。この組み合わせが正しくな
ければ、項目を訂正した上で続行してください。
問題判別: エラーが予想されていなかった場合には、部
門の視点である VDEPT と VDEPMG1 およびその基礎
となる表の内容をリストして、項目が抜けている理由を
判別してください。
DSN8017E

DSN8012I
説明:

csect DEPARTMENT SUCCESSFULLY
ADDED

要求通りに部門が追加されました。

システムの処置:
DSN8013I
説明:

csect DEPARTMENT SUCCESSFULLY
ERASED

要求通りに部門のデータが消去されました。

システムの処置:
DSN8014I
説明:

要求は正常に実行されました。

要求は正常に実行されました。

csect DEPARTMENT SUCCESSFULLY
UPDATED

要求通りに部門のデータが更新されました。

システムの処置:
DSN8015E

csect DEPARTMENT DOES NOT
EXIST, UPDATE NOT DONE

説明: 更新要求が出されましたが、ユーザーの要求に一
致する部門データが見つかりません。
システムの処置:

部門データの更新は行われません。

ユーザーの処置: 更新する部門データが存在しているか
どうかを調べてください。検索基準とデータの正しい組
み合わせを入力していない場合は、入力項目を訂正し、
続けてください。
問題判別: エラーが予想されていなかった場合には、部
門の視点である VDEPT と VDEPMG1 およびその基礎
となる表の内容をリストして、項目が抜けている理由を
判別してください。
DSN8018I

要求は正常に実行されました。

csect DEPARTMENT EXISTS
ALREADY, ADD NOT DONE

部門データの消去は行われません。

csect CURRENT DEPARTMENT NOT
FOUND

説明: 'higher' 部門を参照する要求が、'current' 部門か
ら出されました。 'current' 部門が見つかりません。
システムの処置:

部門データは処理されません。

説明: 新しい部門の追加が要求されましたが、この部門
はすでに存在しています。

ユーザーの処置: 'current' 部門が存在していないことが
予想されていた場合には、作業を続けてください。

システムの処置:

問題判別: 部門の視点である VDEPMG1、 VEMP、
VASTRDE1、および VASTRDE2 とそれらの基礎となる
表の内容をリストしてください。

部門の追加は行われません。

ユーザーの処置: 既存の部門のデータを表示してくださ
い。希望するものである場合は、続けてください。希望
通りになっていない場合には、この部門のデータを更新
するか、あるいは新しい部門 ID を選択するか、のいず
れかを行うことができます。
問題判別: エラーが予想されていなかった場合には、部
門の視点である VDEPT と VDEPMG1 およびその基礎
となる表の内容をリストして、データが予期したものと
異なるかどうかを判別してください。
DSN8016E

csect DEPARTMENT DOES NOT
EXIST, ERASE NOT DONE

説明: 消去要求が出されましたが、ユーザーの要求に一
致する部門が見つかりません。
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DSN8019E

csect NO HIGHER DEPARTMENT
EXISTS

説明: 'higher' レベルの部門構造を参照する要求が、
'current' 部門から出されました。 'higher' レベルが、
'current' 部門に存在しません。
システムの処置: 部門データは処理されません。
ユーザーの処置: 'higher' 部門が存在していないことが
予想されていた場合には、作業を続けてください。
問題判別: 部門の視点である VDEPMG1、 VEMP、
VASTRDE1、および VASTRDE2 とそれらの基礎となる
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DSN8021I
表の内容をリストしてください。

いた場合には、作業を続けてください。

DSN8021I

問題判別: 活動の視点である VPROJRE1、VACT、お
よび VPROJACT とそれらの基礎となる表の内容をリス
トしてください。

説明:

csect ACTIVITY NOT FOUND

選択基準に一致する活動が見つかりません。

システムの処置:

活動はリストされません。

ユーザーの処置: 活動が見つからないことが予想されて
いた場合には、作業を続けてください。
問題判別: 活動の視点である VPROJRE1、VACT、お
よび VPROJACT とそれらの基礎となる表の内容をリス
トしてください。
DSN8022I
説明:

csect ACTIVITY SUCCESSFULLY
ADDED

要求通りに活動が追加されました。

システムの処置:
DSN8023I
説明:

csect ACTIVITY SUCCESSFULLY
ERASED

DSN8024I

要求は正常に実行されました。

csect ACTIVITY SUCCESSFULLY
UPDATED

要求通りに活動が更新されました。

システムの処置:
DSN8025E

要求は正常に実行されました。

csect ACTIVITY EXISTS ALREADY,
ADD NOT DONE

説明: 要求された追加が実行されません。要求された活
動はすでに存在しています。
システムの処置:

活動は追加されません。

ユーザーの処置: 活動がすでに存在することが予期され
ていた場合には、作業を続けてください。
問題判別: 活動の視点である VPROJRE1、VACT、お
よび VPROJACT とそれらの基礎となる表の内容をリス
トしてください。
DSN8026E

csect ACTIVITY DOES NOT EXIST,
ERASE NOT DONE

説明: 要求された消去が実行されません。要求された活
動が見つかりません。
システムの処置:

活動は消去されません。

ユーザーの処置:

活動が見つからないことが予期されて

csect ACTIVITY DOES NOT EXIST,
UPDATE NOT DONE

説明: 要求された更新が実行されません。 要求された
活動が見つかりません。
システムの処置: 活動の更新は行われません。
ユーザーの処置: 更新する活動が存在しているかどうか
を判別してください。正しい検索基準とデータが入力さ
れたかどうか調べてください。該当する場合には、項目
を訂正したうえで、処理を続行してください。
問題判別: 活動の視点である VPROJRE1、VACT、お
よび VPROJACT とそれらの基礎となる表の内容をリス
トしてください。
DSN8028I

要求通りに活動が消去されました。

システムの処置:

説明:

要求は正常に実行されました。

DSN8027E

csect ACTIVITY TYPE NOT FOUND,
PLEASE ADD IT INTERACTIVELY

説明: 追加または更新が要求されましたが、実行されま
せん。 入力された活動タイプが見つかりません。
システムの処置: 活動はリストされません。
ユーザーの処置: 活動タイプが見つからないことが予期
されていた場合には、対話式にこれを追加してくださ
い。
問題判別: 活動の視点である VACT およびその基礎と
なる表の内容をリストしてください。
DSN8031I

csect PROJECT NOT FOUND

説明: 選択基準に一致するプロジェクトが見つかりませ
ん。
システムの処置: プロジェクトはリストされません。
ユーザーの処置: プロジェクトのリストが示されないこ
とが予想されていた場合には、作業を続けてください。
問題判別: エラーが予期されていなかった場合には、プ
ロジェクトの視点である VPROJ およびその基礎となる
表の内容をリストして、項目が抜けている理由を判別し
てください。
DSN8032I

csect PROJECT SUCCESSFULLY
ADDED

説明: 要求通りにプロジェクトが追加されました。
システムの処置: 要求は正常に実行されました。
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DSN8033I
DSN8033I
説明:

csect PROJECT SUCCESSFULLY
ERASED

要求通りにプロジェクトが消去されました。

システムの処置:
DSN8034I
説明:

要求は正常に実行されました。

csect PROJECT SUCCESSFULLY
UPDATED

ユーザーの処置: 更新するプロジェクトが存在している
かどうかを調べてください。検索基準とデータの正しい
組み合わせを入力していない場合は、入力項目を訂正
し、続けてください。
問題判別: エラーが予期されていなかった場合には、プ
ロジェクトの視点である VPROJ およびその基礎となる
表の内容をリストして、項目が抜けている理由を判別し
てください。

要求通りに更新が実行されました。
DSN8038I

システムの処置:
DSN8035E

要求は正常に実行されました。

csect PROJECT EXISTS ALREADY,
ADD NOT DONE

説明: 新しいプロジェクトを追加するように要求されま
したが、そのプロジェクトはすでに存在しています。
システムの処置:

要求は正常に実行されません。

ユーザーの処置: 既存のプロジェクトを表示してくださ
い。希望するものである場合は、続けてください。希望
通りになっていない場合には、このプロジェクトを更新
するか、新しいプロジェクト ID を選択することができ
ます。
問題判別: エラーが予期されていなかった場合には、プ
ロジェクトの視点である VPROJ およびその基礎となる
表の内容をリストして、データが予期したものと異なっ
ているかどうかを調べてください。
DSN8036E

csect PROJECT DOES NOT EXIST,
ERASE NOT DONE

説明: 消去要求が出されましたが、ユーザーの要求に一
致するプロジェクトが見つかりません。
システムの処置:

プロジェクトの消去は行われません。

ユーザーの処置: 消去するプロジェクトが存在している
かどうかを調べてください。検索基準とデータの正しい
組み合わせを入力しましたか。この組み合わせが正しく
なければ、項目を訂正した上で続行してください。

csect CURRENT PROJECT NOT
FOUND

説明: 'higher' プロジェクトを参照する要求が、'current'
プロジェクトから出されました。 'current' プロジェクト
が見つかりません。
システムの処置: プロジェクト・データは処理されませ
ん。
ユーザーの処置: 'current' プロジェクトが見つからない
ことが予期されていた場合には、作業を続けてくださ
い。
問題判別: プロジェクト活動の視点である
VPROJRE1、 VDEPT、 VEMPPROJACT、 VEMP、
VSTAFAC1、 VSTAFAC2、 VPSTRDE1、および
VPSTRDE2 とそれらの基礎となる表の内容をリストし
てください。
DSN8039E

csect NO HIGHER PROJECT EXISTS

説明: 'higher' レベルのプロジェクト構造を参照する要
求が、'current' プロジェクトから出されました。 要求さ
れた'current' プロジェクトに関する、'higher' レベルが存
在していません。
システムの処置: プロジェクト・データは処理されませ
ん。
ユーザーの処置: 'higher' プロジェクトが見つからない
ことが予想されていた場合には、作業を続けてくださ
い。

問題判別: エラーが予想されていなかった場合には、プ
ロジェクトの視点である VPROJ およびその基礎となる
表の内容をリストして、項目が抜けている理由を判別し
てください。

問題判別: プロジェクト活動の視点である
VPROJRE1、 VDEPT、 VEMPPROJACT、 VEMP、
VSTAFAC1、 VSTAFAC2、 VPSTRDE1、および
VPSTRDE2 とそれらの基礎となる表の内容をリストし
てください。

DSN8037E

DSN8041I

csect PROJECT DOES NOT EXIST,
UPDATE NOT DONE

説明: 更新要求が出されましたが、ユーザーの要求に一
致するプロジェクトが見つかりません。
システムの処置:
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プロジェクトの更新は行われません。

csect STAFFING NOT FOUND

説明: 選択基準に一致するプロジェクト要員配置が見つ
かりません。
システムの処置:
せん。
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プロジェクト要員配置はリストされま

DSN8042I
ユーザーの処置: プロジェクト要員配置が見つからない
ことが予期されていた場合には、作業を続けてくださ
い。
問題判別: プロジェクト活動の視点である
VPROJRE1、 VEMPPROJACT、 VACT、および VEMP
とそれらの基礎となる表の内容をリストしてください。
DSN8042I
説明:
た。

csect STAFFING SUCCESSFULLY
ADDED

要求通りにプロジェクト要員配置が追加されまし

システムの処置:

問題判別: プロジェクト活動の視点である
VPROJRE1、 VEMPPROJACT、 VACT、および VEMP
とそれらの基礎となる表の内容をリストしてください。
DSN8047E

csect STAFFING DOES NOT EXIST,
UPDATE NOT DONE

説明: 要求されたプロジェクト要員配置が見つからない
ため、更新が実行されません。

要求通りにプロジェクト要員配置が消去されまし

システムの処置: プロジェクト要員配置は更新されませ
ん。

システムの処置:
DSN8044I
説明:
た。

ユーザーの処置: 消去するプロジェクト要員配置が存在
しているかどうかを判別してください。正しい検索基準
とデータが入力されたかどうか調べてください。該当す
る場合には、項目を訂正したうえで、処理を続行してく
ださい。

csect STAFFING SUCCESSFULLY
ERASED

DSN8043I
説明:
た。

要求は正常に実行されました。

システムの処置: プロジェクト要員配置は消去されませ
ん。

要求は正常に実行されました。

csect STAFFING SUCCESSFULLY
UPDATED

要求通りにプロジェクト要員配置が更新されまし

システムの処置:
DSN8045E

要求は正常に実行されました。

csect STAFFING EXISTS ALREADY,
ADD NOT DONE

説明: プロジェクト要員配置を追加する要求が出されま
したが、プロジェクト要員配置はすでに存在していま
す。
システムの処置:
ん。

プロジェクト要員配置は追加されませ

ユーザーの処置: 既存のプロジェクト要員配置を表示し
てください。これが希望するプロジェクト要員配置であ
れば、それを更新してください。そうでなければ、新し
いプロジェクト要員配置を選択してください。
問題判別: プロジェクト活動の視点である
VPROJRE1、 VEMPPROJACT、 VACT、および VEMP
とそれらの基礎となる表の内容をリストしてください。
DSN8046E

csect STAFFING DOES NOT EXIST,
ERASE NOT DONE

説明: プロジェクト要員配置が、要求通りに消去されま
せん。

ユーザーの処置: 更新するプロジェクト要員配置が存在
しているかどうかを判別してください。正しい検索基準
とデータが入力されたかどうか調べてください。該当す
る場合には、項目を訂正したうえで、処理を続行してく
ださい。
問題判別: プロジェクト活動の視点である
VPROJRE1、 VEMPPROJACT、 VACT、および VEMP
とそれらの基礎となる表の内容をリストしてください。
DSN8051I

csect PROGRAM ENDED

説明: アプリケーション・プログラムが終了しました。
DSN8053I

csect ROLLBACK SUCCESSFUL, ALL
UPDATES REMOVED

説明: 何らかの SQLWARNING または SQLERROR が
出されたあとで、無効な更新が行われるのを防ぐため
に、すべての更新が ROLLBACK ステートメントを介
して除去されました。
システムの処置: ROLLBACK は正常に実行されまし
た。
ユーザーの処置: 前回のエラーを訂正してください。
DSN8056I

csect NO MORE DATA TO DISPLAY

説明: データの最終ページが表示されました。
システムの処置: 画面には、これ以上のデータは表示さ
れません。
ユーザーの処置: これ以上データは表示されないと予期
されていた場合には、作業を続けてください。
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DSN8057I
問題判別: さらにデータが表示されるものと予期されて
いた場合には、視点とその基礎となる表の内容をリスト
して、データが予期したものと異なっているかどうかを
調べてください。
DSN8057I

csect FURTHER ENTRIES IN TABLE UPDATE POSSIBLE

説明: 画面に表示されているデータ以外にも、データが
存在しています。
システムの処置:
れません。

画面には、これ以上のデータは表示さ

ユーザーの処置:
い。

必要に応じて、項目を更新してくださ

DSN8058I

かどうかを調べてください。 sqlcode に関して述べられ
ている診断方法に従ってください。
DSN8062E

説明: 入力行にオブジェクト・コードが指定されていま
せん。
ユーザーの処置: 画面にリストされたオブジェクト・コ
ードの 1 つを選択してください。
DSN8064E

csect PRESS PA1 FOR NEXT PAGE /
ENTER FOR SELECTION MENU

ユーザーの処置: 実行したい機能に応じて、PA1 キー
または Enter キーを押してください。

システムの処置:
します。

説明: SQL ステートメントの実行が、正しく行われて
いません。 'sqlcode' は、本書の他の個所で記述されて
います。これは、SQL エラーまたは SQL 警告です。
要求は正常に実行されません。

ユーザーの処置: エラーに関する詳しい情報について
は、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』を参照し
てください。
問題判別: アプリケーション・プログラム内のどの
SQL ステートメントがエラーの原因になっているのか
を判別し、そのステートメントを作り直すことができる
かどうかを調べてください。 sqlcode に関して述べられ
ている診断方法に従ってください。
DSN8061E

csect ROLLBACK FAILED, RETURN
CODE IS: sqlcode

説明: SQL の ROLLBACK ステートメントの実行が、
正しく行われていません。

csect INVALID DL/I STC-CODE ON
ISRT MSG: status-code

説明: IMS のメッセージを挿入しようとしたときに、
予期しない状況コードを受け取りました。
システムの処置: アプリケーション・プログラムは終了
します。
問題判別: IMS/VS のメッセージおよびコードの解説書
を参照して、予期しない状況コードが出された理由を判
別してください。
DSN8066E

csect UNSUPPORTED PFK OR LOGIC
ERROR

説明: サンプル・アプリケーションが要求を実行しよう
としたときに、サポートされないプログラム機能キーま
たは論理エラーを検出しました。
システムの処置:

要求は正常に実行されません。

ユーザーの処置: アプリケーション・プログラムのエラ
ーを報告してください。
DSN8067E

システムの処置:

アプリケーション・プログラムは終了

問題判別: IMS/VS のメッセージおよびコードの解説書
を参照して、予期しない状況コードが出された理由を判
別してください。
DSN8065E

csect SQL ERROR, RETURN CODE IS:
sqlcode

システムの処置:

csect INVALID DL/I STC-CODE ON GU
MSG: status-code

説明: IMS からメッセージを得ようとして、予期しな
い状況コードを受け取りました。

説明: PA1 キーを押して次のページを見るか、Enter キ
ーを押して選択メニューに戻るかしてください。

DSN8060E

csect AN OBJECT WAS NOT
SELECTED

要求は正常に実行されません。

csect UNSUPPORTED SEARCH
CRITERIA FOR OBJECT

ユーザーの処置: 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコー
ド』を参照してください。

説明: ユーザーが入力した検索基準値およびオブジェク
ト値では、選択項目は検出されません。

問題判別: アプリケーション・プログラム内のどの
SQL ステートメントがエラーの原因になっているのか
を判別し、そのステートメントを作り直すことができる

システムの処置:
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要求は正常に実行されません。

DSN8068E
ユーザーの処置:
い。

新しい検索基準値を入力してくださ

問題判別: ユーザーが入力した値によって有効な選択が
行われるものと予期されている場合には、視点およびそ
の基礎となる表の内容を調べて、データが予期したもの
と異なっていないかどうかを判別してください。視点と
基礎となる表を検査後、入力した検索基準の値が有効な
選択を与えるはずと確認できたら、エラーはサンプル・
プログラムにあります。エラーを報告してください。
DSN8068E

csect INVALID REQUEST SHOULD BE
'L' OR 'U'

説明: 入力は、'L' または 'U' で始まらなければなりま
せん。
システムの処置:

要求は無視されます。

ユーザーの処置:

入力要求を訂正してください。

DSN8069E

csect NO VALID SELECTIONS
QUALIFY FOR THIS REQUEST

説明: ユーザーが入力した検索基準およびデータ値で
は、選択項目は見つかりません。
システムの処置:

要求は正常に実行されません。

ユーザーの処置:
い。

新しい検索基準値を入力してくださ

問題判別: ユーザーが入力した基準値によって有効な選
択が行われるものと予期されている場合には、視点およ
びその基礎となる表の内容を調べて、データが予期した
ものと異なっていないかどうかを判別してください。視
点と基礎となる表を検査後、入力した検索基準の値が有
効な選択を与えるはずと確認できたら、エラーはサンプ
ル・プログラムにあります。エラーを報告してくださ
い。
DSN8070E

csect VITAL DATA IS MISSING IN
TABLE TOPTVAL

説明: 有効な項目が含まれるはずの表の中に、有効な項
目が存在しません。
システムの処置:

説明:

csect INVALID SELECTION ON
SECONDARY SCREEN

指定した行番号が無効でした。

システムの処置:

問題判別: ユーザーが入力した番号が、行番号を表す見
出し NO の左下のリストに含まれている場合には、サ
ンプル・プログラムにエラーがあります。
DSN8073E

csect SPECIFIED LINE-NUMBER NOT
FOUND IN PREVIOUS SCREEN

説明: 指定した行番号が無効でした。
システムの処置: 要求は正常に実行されません。
ユーザーの処置: ユーザーが入力した番号は、行番号を
表す見出し NO の左下のリストに含まれていません。
有効な番号を入力してください。行番号が前の画面に含
まれている場合は、サンプル・プログラムにエラーがあ
ります。エラーを報告してください。
DSN8074E

csect DATA IS TOO LONG FOR
SEARCH CRITERIA

説明: ユーザーが入力したデータ値は、選択した検索基
準のタイプとしては文字数が多すぎます。たとえば、部
門 ID の最大長は 3 文字であり、その他のほとんどの
ID の最大長は 6 文字です。
システムの処置: 要求は正常に実行されません。
ユーザーの処置: 正しい文字数でデータ値を入力してく
ださい。
DSN8075E

csect MESSAGE FORMAT ROUTINE
ERROR, RETURN CODE IS: sqlcode

説明: SQLCA フォーマット設定ルーチン DSNTIAR
に渡されたパラメーターにエラーがあります。
システムの処置: SQLCA のフォーマット設定を正しく
行うことができません。
ユーザーの処置: これはプログラムのエラーです。 ア
プリケーション・プログラミングおよび SQL ガイド の
第 2 部にある DSNTIAR の戻りコード・リストを調べ
てください。エラーを報告してください。

要求は正常に実行されません。

ユーザーの処置: 入力できるような有効な項目がありま
せん。 サンプル・プログラムのエラーを報告してくだ
さい。
DSN8072E

ユーザーの処置: ユーザーが入力した番号は、行番号を
表す見出し NO の左下のリストに含まれていません。
有効な番号を入力してください。

要求は正常に実行されません。

DSN8076E

csect VITAL DATA IS MISSING IN
TABLE 'TDSPTXT'

説明: 有効な項目が含まれるはずの表の中に、有効な項
目が存在しません。
システムの処置: 要求は正常に実行されません。
ユーザーの処置: 入力できるような有効な項目がありま
せん。 アプリケーション・プログラムのエラーを報告
してください。
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DSN8079E
DSN8079E

CONNECTION TO DB2 NOT
ESTABLISHED

説明: サンプル・プログラム DSN8SC3、 DSN8SP3、
および DSN8HC3 は、 TSO から直接呼び出すことはで
きません。これらは、ISPF サンプル接続マネージャー
の DSN8SCM または DSN8SPM から呼び出さなければ
なりません。
システムの処置: プログラムは終了します。
ユーザーの処置: 接続マネージャー DSN8SCM または
DSN8SPM を介して、希望するプログラムを呼び出して
ください。
DSN8080E

APPLICATION TERMINATED WITH
CALL ATTACH REASON CODE
reason-code

説明: アプリケーション・プログラムで要求された呼び
出し接続機能サービスが、正常に実行されていません。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN8SCM、DSN8SPM
システムの処置:
ん。

要求されたサービスは実行されませ

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答:
由コードを調べてください。

呼び出し接続機能の理

問題判別: 呼び出し接続機能の理由コードに対応する障
害分析手順に従ってください。
DSN8081E

RESULTS FROM THE CALL ATTACH
TRANSLATE SERVICE

説明: アプリケーション・プログラムによって要求され
た呼び出し接続機能の OPEN サービスが、正常に実行
されていません。 OPEN 障害に関する情報を提供する
ために、TRANSLATE サービスが要求されました。
システムの処置: 要求された OPEN サービスは実行さ
れません。

DSN8082E

THE DISCONNECT TERMINATED
WITH REASON CODE reason-code

説明: アプリケーション・プログラムによって要求され
た呼び出し接続機能の DISCONNECT サービスが、正常
に実行されていません。
システムの処置: 要求された DISCONNECT サービス
は実行されません。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 呼び出し接続機能の理
由コードを調べてください。
問題判別: 呼び出し接続機能の理由コードに対応する障
害分析手順に従ってください。
DSN8083E

AN UNKNOWN SERVICE service WAS
REQUESTED

説明: ユーザーが、無効なサービスを要求しています。
このメッセージは、次の CSECT によって出されます。
DSN8SCM、DSN8SPM
システムの処置:
ん。

要求されたサービスは実行されませ

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: サービス要求は、有効
な呼び出し接続機能サービスでなければなりません。こ
の要求が呼び出し接続機能がサポートするサービスであ
ることを確認してください。
問題判別: サンプル・アプリケーション・プログラムに
エラーがあります。
DSN8200E

csect INVALID DEPARTMENT
NUMBER, EMPLOYEE NOT ADDED

説明: 追加される従業員番号が、表 DEPT に含まれて
いない部門番号を参照しています。
システムの処置:

従業員番号は追加されません。

ユーザーの処置: 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコー
ド』を参照してください。

ユーザーの処置: 正しい部門番号が入力されたかどうか
を確かめてください。

問題判別: エラーに関する詳しい情報については、 9 ペ
ージの『第 2 部 SQL 戻りコード』を参照してくださ
い。

問題判別:
い。

部門表 DEPT の内容をリストしてくださ

DSN8202E

csect EMPLOYEE NUMBER HAS
DEPENDENT ROWS, NOT ERASED

説明: 消去される従業員番号が、表 PROJ 内の責任の
ある従業員番号、または表 EMPPROJACT 内の従業員

846

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSN8203E
番号と同じものです。この従業員番号を、表 EMP から
消去することはできません。
システムの処置:

従業員データの消去は行われません。

システムの処置: 部門は追加されません。
ユーザーの処置: 正しい部門番号が入力されたかどうか
を確かめてください。

ユーザーの処置: 正しい従業員番号が入力されたかどう
かを確かめてください。

問題判別:
い。

問題判別: PROJ 表および EMPPROJACT 表の内容を
リストしてください。

DSN8214E

DSN8203E

csect INVALID WORK DEPT,
EMPLOYEE NOT UPDATED

説明: 更新される従業員の部門番号が、表 DEPT に含
まれていません。この更新を完了することはできませ
ん。
システムの処置:

従業員データは更新されません。

システムの処置: 部門データの更新は行われません。
ユーザーの処置: 正しい管理者番号が入力されたかどう
かを確かめてください。
問題判別:
い。

問題判別:
い。

従業員表 DEPT の内容をリストしてくださ
DSN8215E

DSN8210I

csect INVALID MGRNO, DEPARTMENT
NOT ADDED

システムの処置:

部門は追加されません。

csect INVALID MANAGER ID,
DEPARTMENT NOT UPDATED

説明: 更新される部門の管理者番号が、表 EMP に含
まれていません。この更新を完了することはできませ
ん。

ユーザーの処置: 正しい部門番号が入力されたかどうか
を確かめてください。

説明: 追加される部門の管理者番号が、表 EMP に含
まれていません。この追加を完了することはできませ
ん。

従業員表 DEPT の内容をリストしてくださ

従業員表 EMP の内容をリストしてくださ

csect INVALID ADMIN DEPT ID,
DEPARTMENT NOT UPDATED

説明: 更新される部門の管理部門番号が、表 DEPT に
含まれていません。この更新を完了することはできませ
ん。
システムの処置:

部門データの更新は行われません。

ユーザーの処置: 正しい部門番号が入力されたかどうか
を確かめてください。

ユーザーの処置: 正しい管理者番号が入力されたかどう
かを確かめてください。

問題判別: 従業員表 DEPT の内容をリストしてくださ
い。

問題判別:
い。

DSN8216E

DSN8212E

従業員表 EMP の内容をリストしてくださ

csect DEPARTMENT NUMBER HAS
DEPENDENT ROWS, NOT ERASED

説明: 消去される部門番号が、表 PROJ 内のプロジェ
クト部門番号と同じものです。部門は消去できません。
システムの処置:

部門データの消去は行われません。

ユーザーの処置: 正しい部門番号が入力されたかどうか
を確かめてください。
問題判別: プロジェクト表 PROJ の内容をリストして
ください。
DSN8213E

csect INVALID ADMIN DEPT ID,
DEPARTMENT NOT ADDED

説明: 追加される部門の部門番号が、表 DEPT に含ま
れていません。この追加を完了することはできません。

csect DEPT NOT AT SPECIFIED
LOCATION, EMPLOYEE NOT ADDED

説明: 追加される従業員番号が、部門番号を参照してい
ますが、 DEPT 表の LOCATION フィールドの値がそ
の従業員に指定されている値とは、別のものです。この
追加を完了することはできません。
システムの処置: 従業員は追加されません。
ユーザーの処置: 正しい部門番号が入力されたかどうか
を確かめてください。
問題判別:
い。
DSN8217E

部門表 DEPT の内容をリストしてくださ

csect DEPT NOT AT SPECIFIED
LOCATION, EMP NOT UPDATED

説明: 更新される従業員番号が、部門番号を参照してい
ますが、 DEPT 表の LOCATION フィールドの値がそ
の従業員に指定されている値とは、別のものです。この
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DSN8220E
更新を完了することはできません。
システムの処置:

ユーザーの処置: 正しい部門番号が入力されたかどうか
を確かめてください。
問題判別:
い。
DSN8220E

部門表 DEPT の内容をリストしてくださ

csect INVALID DEPARTMENT
NUMBER, PROJECT NOT ADDED

説明: 追加されるプロジェクトの番号が、表 DEPT に
含まれていません。この追加を完了することはできませ
ん。
システムの処置: プロジェクトは追加されません。

csect INVALID PROJECT NUMBER,
ACTIVITY NOT ADDED

説明: 追加される活動に、表 PROJ に含まれていない
プロジェクト番号が含まれています。この追加を完了す
ることはできません。
システムの処置:

問題判別: プロジェクト表 PROJ の内容をリストして
ください。
csect ACTIVITY HAS DEPENDENT
ROWS, NOT ERASED

説明: 表 PROJACT から消去される活動が、表
EMPPROJACT の中の対応する活動と同じものです。こ
の活動を表 PROJACT から消去することはできません。
システムの処置:

ユーザーの処置: 正しい部門番号が入力されたかどうか
を確かめてください。
問題判別:
い。

部門表 DEPT の内容をリストしてくださ

DSN8231E

活動は追加されません。

ユーザーの処置: 正しいプロジェクト番号が入力された
かどうかを確かめてください。

DSN8222E

DSN8230E

従業員データは更新されません。

説明: 追加されるプロジェクトの従業員番号が、表
EMP に含まれていません。この追加を完了することは
できません。
システムの処置:

問題判別: PROJACT 表および EMPPROJACT 表の内
容をリストしてください。

プロジェクトは追加されません。

ユーザーの処置: 正しい従業員番号が入力されたかどう
かを確かめてください。
問題判別: 従業員表 EMP の内容をリストしてくださ
い。
DSN8233E

活動データは消去されません。

ユーザーの処置: 正しい活動が入力されたかどうかを確
かめてください。

csect INVALID RESPONSIBLE ID,
PROJECT NOT ADDED

csect PROJECT NUMBER HAS
DEPENDENT ROWS, NOT ERASED

説明: 表 PROJ 内のプロジェクト番号を消去しようと
していますが、これは表 PROJACT 内のプロジェクト番
号と同じものです。このプロジェクトを表 PROJ から
消去することはできません。
システムの処置: プロジェクトは消去されません。

DSN8223E

csect ACTIVITY HAS DEPENDENT
ROWS, NOT UPDATED

説明: 表 PROJACT 内の開始日付を更新しようとして
います。表 EMPPROJACT の中にこの活動に対するプ
ロジェクト要員配置があります。表 PROJACT 内の開始
日付を更新することはできません。
システムの処置:

ユーザーの処置: 正しいプロジェクト番号が入力された
かどうかを確かめてください。
問題判別: PROJ 表および PROJACT 表の内容をリス
トしてください。
DSN8235E

活動データは更新されません。

ユーザーの処置: 正しい開始日付が入力されたかどうか
を確かめてください。
問題判別: プロジェクト活動要員配置表 EMPPROJACT
およびプロジェクト活動表 PROJACT の内容をリストし
てください。

csect INVALID MAJOR PROJECT ID,
PROJECT NOT ADDED

説明: 追加されるプロジェクトの大プロジェクト ID
が、表 PROJ に含まれていません。この追加を完了す
ることはできません。
システムの処置: プロジェクトは追加されません。
ユーザーの処置: 正しい大プロジェクト番号が入力され
たかどうかを確かめてください。
問題判別: プロジェクト表 PROJ の内容をリストして
ください。
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DSN8236E
DSN8236E

csect INVALID ASSOCIATE DEPT ID,
PROJECT NOT UPDATED

説明: 更新されるプロジェクトの部門番号が、表 DEPT
に含まれていません。この更新を完了することはできま
せん。
システムの処置:
ん。

プロジェクト・データは更新されませ

問題判別:
い。
DSN8242E

従業員表 EMP の内容をリストしてくださ

csect INVALID PROJECT ACTIVITY
DATA, STAFFING NOT ADDED

説明: 追加される要員配置が、表 PROJACT にないプ
ロジェクト番号、活動番号、および開始日付を参照して
います。この追加を完了することはできません。

ユーザーの処置: 正しい部門番号が入力されたかどうか
を確かめてください。

システムの処置: 要員配置は追加されません。

問題判別:
い。

ユーザーの処置: 正しいプロジェクト番号、活動番号、
および開始日付が入力されたかどうかを確かめてくださ
い。

DSN8237E

部門表 DEPT の内容をリストしてくださ

csect INVALID RESPONSIBLE ID,
PROJECT NOT UPDATED

説明: 更新されるプロジェクトの従業員番号が、表
EMP に含まれていません。この更新を完了することは
できません。
システムの処置:
ん。

プロジェクト・データは更新されませ

ユーザーの処置: 正しい従業員番号が入力されたかどう
かを確かめてください。
問題判別:
い。
DSN8238E

従業員表 EMP の内容をリストしてくださ

csect INVALID MAJOR PROJECT ID,
PROJECT NOT UPDATED

問題判別: プロジェクト表 PROJACT の内容をリスト
してください。
DSN8243E

csect INVALID START DATE,
STAFFING NOT UPDATED

説明: 指定された開始日付が、現在、プロジェクト活動
表 PROJACT の中にありません。この更新を完了するこ
とはできません。
システムの処置: 要員配置データは更新されません。
ユーザーの処置: 正しい開始日付が入力されたかどうか
を確かめてください。
問題判別: プロジェクト活動表 PROJACT およびプロ
ジェクト活動要員配置表 EMPPROJACT の内容をリス
トしてください。

説明: 更新されるプロジェクトの大プロジェクト番号
が、表 PROJ に含まれていません。この更新を完了す
ることはできません。
システムの処置:
ん。

プロジェクト・データは更新されませ

ユーザーの処置: 正しいプロジェクト番号が入力された
かどうかを確かめてください。
問題判別: プロジェクト表 PROJ の内容をリストして
ください。
DSN8240E

csect INVALID EMPLOYEE NUMBER,
STAFFING NOT ADDED

説明: 追加される要員配置が、表 EMP にない従業員
番号を指しています。この追加を完了することはできま
せん。
システムの処置:

要員配置は追加されません。

ユーザーの処置: 正しい従業員番号が入力されたかどう
かを確かめてください。
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第 29 章 DSN9... メッセージ

説明: 同じキーワード 'keyword-name' が、コマンド内
で 2 回以上用いられています。このメッセージは、最
初のキーワード以後、出現するごとに発行されます。

ストリングである場合は、ストリングの終わりごとに 1
つのアポストロフィを付けなければなりません。ストリ
ング内でアポストロフィを用いる場合には、2 つのアポ
ストロフィを連続して用いなければなりません。パラメ
ーターが 16 進数値である場合には、X'16 進数文字' の
形式で入力しなければなりません。

システムの処置: このコマンドの処理は終了します。

システムの処置: このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: このキーワードを 1
回しか用いないようにコマンドを訂正し、コマンドを入
力し直してください。

システム・プログラマーの応答: エラーを訂正して、コ
マンドを入力し直してください。

DSN9000I

KEYWORD keyword-name APPEARS
MORE THAN ONCE

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9004I

DSN9001I

KEYWORD keyword-name IS INVALID

説明: キーワード 'keyword-name' が、認識または定義
されていません。キーワードのつづりが誤っているか、
キーワードが処理しようとするコマンドに適用できるも
のではありません。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: キーワードを訂正し
て、コマンドを入力し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9002I

UNBALANCED PARENTHESES WERE
FOUND FOLLOWING KEYWORD
keyword-name

説明: キーワード 'keyword-name' のあとで、無効な組
み合わせの括弧が検出されました。右と左の括弧が必ず
対になっていなければならず、左の括弧のあとには、も
う 1 つの左括弧が出てくる前に必ず右の括弧がなけれ
ばなりません。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: エラーを訂正して、コ
マンドを入力し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9003I

KEYWORD keyword-name PARAMETER
CONTAINS UNBALANCED
APOSTROPHES

説明: パラメーター内に奇数のアポストロフィ (単一引
用符) が存在しています。パラメーターが引用符付きの
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

KEYWORD keyword-name RANGE (c)
INCORRECTLY SPECIFIED

説明: キーワード 'keyword-name' の範囲が、メッセー
ジ内で 'c' として示されている構文文字を用いて、誤っ
て指定されています。範囲を示すために使用される標準
の構文文字は、コロン (:) です。範囲の終わりの限界が
抜けているか、あるいは範囲内にサブセットが指定され
ているかのいずれかです。
このようなエラーの例としては、LINE(1:) および
GROUP(A*:B*) が挙げられます。
正しく指定された範囲の例は、LINE(1:3) や
GROUP(A:B) です。
システムの処置: このコマンドの処理は終了します。
システム・プログラマーの応答: DB2 コマンド解説書
を参照して、使用するコマンドで、指定のキーワードの
範囲を使用できるかどうかを確かめてください。エラー
を訂正して、コマンドを入力し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9005I

KEYWORD keyword-name SUBSET (c)
INCORRECTLY SPECIFIED

説明: キーワード 'keyword-name' のサブセットが、メ
ッセージ内の構文文字 'c' と併用するように誤って指定
されています。サブセットを表すために用いられる標準
の構文文字は、アスタリスク (*) です。
たとえば、 BLACK、 BLUE、 GREEN、 RED、および
WHITE と名付けたオブジェクトのグループを考えま
す。 BL で始まる名前をもつすべてのグループ・メンバ
ーを表すためには、 BLACK および BLUE を明示的に
指定することも、あるいは、BL* と指定することもでき
ます。アスタリスクのあとに続く文字は、ブランク、コ
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DSN9006I
ンマ、右括弧、またはコロンでなければなりません。
このようなエラーの例としては、NAME(BL*CK) および
NAME(*LUE) が挙げられます。
正しい指定の例としては、NAME(BL*) および
UNIT(2*) が挙げられます。
システムの処置: このコマンドの処理は終了します。
システム・プログラマーの応答: DB2 コマンド解説書
を参照して、使用するコマンドで、指定のキーワードに
サブセットを使用できるかどうかを確かめてください。
エラーを訂正して、コマンドを入力し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。
DSN9006I

KEYWORD keyword-name ASTERISK (c)
INCORRECTLY USED

説明: 指定されたキーワード 'keyword-name' につい
て、 ALL を指定するために、パラメーターの最初の文
字としてアスタリスク (c) が用いられました。しかし、
リスト内にアスタリスクが含まれているか、あるいは並
置されている文字がブランク、コンマ、等号、または括
弧以外の文字になっています。
このようなエラーの例は、 LINE(LINE1,*,LINE7)、
NAME(**)、および、 GROUP(PQR:*) などです。
正しい指定の例としては、 UNIT(*) および LINE=* な
どがあります。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: DB2 コマンド解説書
を参照して、使用するコマンドで、指定のキーワードに
ALL を指定できるかどうかを確かめてください。エラ
ーを訂正して、コマンドを入力し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。
DSN9007I

THIS COMMAND REQUIRES ONE OF
THE FOLLOWING KEYWORDS BE
SPECIFIED, keyword1 keyword2 keyword3
keyword4 keyword5 keyword6 keyword7
keyword8

説明: リストされたキーワードの 1 つを、このコマン
ドに指定する必要がありますが、これらのどのキーワー
ドも指定されていません。
システムの処置: このコマンドの処理は終了します。
システム・プログラマーの応答: リストから適切なキー
ワードを識別し、そのキーワードを含めてコマンドを出
し直してください。キーワードの説明については、DB2
コマンド解説書 を参照してください。
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問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。
DSN9008I

KEYWORD keyword-name MAY NOT BE
NEGATED

説明: キーワード 'keyword-name' の前に、否定文字
(NO) がありますが、このキーワードを否定することは
許されません。たとえば、PRINT というキーワードを
用いることにより、何かを印刷したいことを示すことが
できます。ある情報を印刷したくない場合には、
NOPRINT と指定することができます。このように、キ
ーワードの接頭部に NO という文字を付けることを、
否定と呼びます。否定は、あるキーワードでは意味をも
ちますが、必ずしもすべてのキーワードで許されるわけ
ではありません。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: 示されたキーワードの
否定を行わずに、コマンドの入力をし直してください。
このコマンドに関する詳細については、DB2 コマンド解
説書 を参照してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9009I

KEYWORD keyword-name IS MISSING
AND MUST BE SPECIFIED

説明: キーワード 'keyword-name' は必ず指定しなけれ
ばなりませんが、ここでは入力されていません。このキ
ーワードがなければ、コマンドは正しく処理されませ
ん。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: 示されたキーワードを
指定して、コマンドを入力し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9010I

REQUIRED PARAMETER FOR
KEYWORD keyword-name IS MISSING

説明: キーワード 'keyword-name' には、パラメーター
を指定しなければなりませんが、パラメーターが入力さ
れていません。
このエラーの例として、その値が 0 から 9 まで取りう
る PRIORITY というキーワードを考えます。
PRIORITY(1) という指定は受け入れられますが、パラメ
ーター値なしに PRIORITY を指定すると、キーワード
は、無意味になります。
システムの処置: このコマンドの処理は終了します。
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DSN9011I
システム・プログラマーの応答: 指定されたキーワード
に適切なパラメーターを指定し、コマンドを入力し直し
てください。有効なパラメーター値については、 DB2
コマンド解説書 を参照してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9011I

PARAMETER(S) CANNOT BE
SPECIFIED FOR KEYWORD
keyword-name

説明: キーワード 'keyword-name' に対しては、パラメ
ーターを指定することはできません。キーワード名のつ
づりが誤っていたために別のキーワードとして解釈され
たか、あるいはこのパラメーターが実際には、ユーザー
が入力したキーワードとは別のキーワードに属している
可能性があります。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: エラーを訂正して、コ
マンドを入力し直してください。コマンドの入力方法の
詳細については、DB2 コマンド解説書 を参照してくだ
さい。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9012I

KEYWORD keyword-name
PARAMETER(S) MUST BE
HEXADECIMAL

説明: キーワード 'keyword-name' のパラメーター値
は、 16 進数値でなければなりません。この値は、X'16
進数文字' として指定する必要があります。 16 進文字
は、数値 0 から 9 、および文字 A から F として定義
されています。文字 A から F は、英大文字または小文
字いずれでも許容されます。
このエラーの例として、キーワード OFFSET について
考えてみます。 OFFSET に対しては 16 進数値を指定
することが予期されています。このキーワードは、
OFFSET(X'2C') と指定した場合には、受け入れられま
す。しかし、OFFSET(Jones) と入力すると受け入れられ
ません。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: 示されたキーワードの
パラメーターを 16 進数値で指定して、コマンドを入力
し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。

DSN9013I

KEYWORD keyword-name PARAMETER
parameter value EXCEEDS ALLOWABLE
LENGTH OF nn

説明: パラメーター値の長さ 'parameter value' が、 'nn'
文字の上限を超えています。
このタイプのエラーの例として、0〜9 の範囲の値をも
つことのできる PRIORITY キーワードについて考えて
みます。 PRIORITY(21) または PRIORITY(006) と指定
すると、文字の上限である 1 文字を超えた入力を行っ
たことになります。
システムの処置: このコマンドの処理は終了します。
システム・プログラマーの応答: 受け入れられるパラメ
ーターのリストについては、 DB2 コマンド解説書 を参
照してください。 エラーを訂正して、コマンドを入力
し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9014I

KEYWORD keyword-name LIMIT OF nn
PARAMETER(S) EXCEEDED

説明: メッセージで示されたキーワードに対して、指定
されたパラメーターの数が多すぎます。コマンド処理プ
ログラムは、 (メッセージ内で 'nn' によって示されてい
る) 上限を超えるパラメーターを受け入れません。おそ
らく、このエラーは、指定したパラメーターが多すぎた
ために起こったものです。あるいは、右括弧が抜けてい
る (まだ検出されていない) ことが原因になっている可
能性もあります。
システムの処置: このコマンドの処理は終了します。
システム・プログラマーの応答: キーワードに対して指
定された上限を超える数のパラメーターを指定しないよ
うにして、コマンドを入力し直してください。必要があ
れば、コマンドを 2 回以上出して、希望するすべての
パラメーター値を処理してください。詳細については、
DB2 コマンド解説書 を参照してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9015I

PARAMETER parameter-value IS
UNACCEPTABLE FOR KEYWORD
keyword-name

説明: メッセージで示されたパラメーター値は、表示さ
れたキーワードに対する値としては受け入れられませ
ん。
たとえば、 YES または NO を指定することのできる
PRINT というキーワードについて考えてみます。
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DSN9016I
PRINT(YES) または PRINT(NO) という指定は有効で
す。 しかし、PRINT(MAYBE) という指定は受け入れら
れません。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

えて、システム・プログラマーに提出してください。
システム・プログラマーの応答: コマンドを入力し直し
てください。 再び障害が発生する場合は、スーパーバ
イザーに相談してください。

システム・プログラマーの応答: 受け入れられるパラメ
ーターのリストについては、 DB2 コマンド解説書 を参
照してください。 コマンドを訂正した上で、入力し直
してください。

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。 システ
ム・オペレーターに連絡をとって、診断情報を送っても
らえるようにしてください。

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。

DSN9018I

DSN9016I

verb-name COMMAND REJECTED,
UNAUTHORIZED REQUEST

説明: コマンド 'verb-name' は、ユーザーが適切な許可
を得ていなければ使用できません。ユーザーが、必要な
許可を得ていません。
システムの処置: このコマンドは実行されません。 処
理は終了します。
オペレーターの応答: ユーザーに代わってこのコマンド
を実行する必要があり、ご使用のシステムの操作手順で
それが許される場合には、要求に応じてコマンドを入力
してください。
システム・プログラマーの応答: システムのセキュリテ
ィーを担当するシステム・プログラマーに連絡をとり、
このコマンドを使用するための許可を与えてもらうよう
にしてください。あるいは、許可を得ている人に依頼し
て、代わりにこのコマンドを出してもらう必要がありま
す。必要があれば、システム・オペレーターにコマンド
の入力を依頼してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9017I

FAILURE WHILE PROCESSING
verb-name pkw-name COMMAND,
PROCESSING TERMINATED

説明: コマンド 'verb-name pkw-name' を処理している
ときに、 DB2 コマンド処理プログラムが異常終了しま
した。エラーは SYS1.LOGREC に記録されており、
SVC ダンプが要求されています。このコマンドは、一
部だけ完了している可能性があります。何が起こったの
かを判別するために、前に出された応答メッセージを参
照してください。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

オペレーターの応答: ダンプが作成されている場合に
は、それを印刷してください。関連する期間に対応する
SYS1.LOGREC データ・セットの内容のコピーをとって
ください。これらの項目にシステム・ログのコピーを添
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csect-name ABORTING verb-name
PROCESSING DUE TO INSUFFICIENT
STORAGE AVAILABLE

説明: コマンド処理プログラムが、十分なストレージを
獲得できなかったため、呼び出したコマンドが生成した
応答メッセージの処理を完了させることができません。
システムの処置: このコマンドの処理は異常終了しま
す。
オペレーターの応答: コマンドを入力し直す前に、シス
テム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: このコマンドで十分な
ストレージが使用できなかった理由を判別してくださ
い。システムを大まかに検査してみて、DB2 の領域サ
イズが十分であり、現行の作業負荷が過重でないと思わ
れる場合には、 MVS コンソール・ダンプ (MVS
DUMP コマンド) をとる必要があるかもしれません。
コマンドを入力し直す前に、コマンドで定義された再試
行ステップが実施されていることを確認してください。
問題判別: コマンドが入力されたアドレス・スペースか
らストレージを得ようと試みられた時点で、呼び出され
たコマンドは処理を完了しており、コマンド事前処理プ
ログラムに戻されていました。十分なストレージが使用
できなかったため、呼び出されたコマンドからは応答メ
ッセージが出されません。
DSN9019I

VERB verb-name IS NOT A KNOWN
COMMAND

説明: メッセージの中の verb によって示されたコマン
ドは、システムに認識されません。それは、未定義のコ
マンドです。このエラーはおそらく、コマンドの入力中
のつづり間違いが原因です。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: 正しいコマンドの形式
については、 DB2 コマンド解説書 を参照してくださ
い。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
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DSN9020I
DSN9020I

ONLY ONE OF THE FOLLOWING
KEYWORDS MAY BE SPECIFIED ON
THIS COMMAND, keyword1 keyword2
keyword3 keyword4 keyword5 keyword6
keyword7 keyword8

説明: このコマンドには、メッセージに示されたキーワ
ードの 1 つしか指定することができません。
システムの処置:

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
VERB verb-name REQUIRED
KEYWORD IS MISSING

説明: コマンド 'verb-name' が入力されましたが、必要
なキーワードが少なくとも 1 つ抜けています。コマン
ド処理プログラムは、どのキーワードが抜けているのか
を判別できません。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: 指定されたコマンドの
適切な形式について DB2 コマンド解説書 を参照してか
ら、そのコマンドを入力し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。 障害があ
ると思われる場合には、ストレージ・ダンプをとってく
ださい。
DSN9022I

システムの処置:

csect-name verb-name pkw-name NORMAL
COMPLETION

説明: メッセージに 'verb-name pkw-name' として示さ
れているコマンドのすべての同期処理が、正常に完了し
ました。このコマンドに関して非同期に実行されている
タスクは、このメッセージが表示された時点では、まだ
実行中であるかもしれません。
システムの処置: 示されているコマンドに関する同期処
理は完了しています。このコマンドによって定義された
後続のシステム処置は、 DB2 コマンド解説書 に記載さ
れています。

システム・プログラマーの応答: 直前に出されたエラ
ー・メッセージの指示に従ってください。
DSN9024I

csect-name verb-name pkw-name
ABNORMAL COMPLETION

KEYWORD keyword-name PARAMETER
MAY NOT SPECIFY A RANGE OF
VALUES

説明: メッセージで示されたキーワードのパラメーター
で、コロン演算子を用いて範囲が示されています (たと
えば、1:3)。しかし、値を範囲によって指定することは
許されていません。
たとえば、CLASS というキーワードを例にして考えて
みます。この場合には、クラス 1、2、および 3 を指定
するために、 CLASS(1,2,3) と入力することも
CLASS(1:3) と入力することもできます。しかし、必ず
しもすべてのコマンドで、値の範囲を指定することが許
されるわけではありません。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: キーワード・パラメー
ターを訂正し、コマンドを入力し直してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。
DSN9025I

csect-name verb-name pkw-name NORMAL
COMPLETION FOR SYNCHRONOUS
PHASE, AND IN PROGRESS FOR
ASYNCHRONOUS PHASE.

説明: このメッセージに 'verb-name pkw-name' として
示されているコマンドのすべての同期処理が、正常に完
了しました。このコマンドに関して非同期に実行されて
いるタスクは、このメッセージが表示された時点では、
まだ実行中であるかもしれません。
システムの処置: 示されているコマンドに関する同期処
理は完了しています。コマンド処理の非同期フェーズで
行われる可能性のある、このコマンドによって定義され
るその後のシステム処置は、 DB2 コマンド解説書 に文
書化されています。
DSN9026I

DSN9023I

このコマンドの処理は終了します。

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: リストから適切なキー
ワードを判断し、そのキーワードだけを含めてコマンド
を出し直してください。キーワードの説明については、
DB2 コマンド解説書 を参照してください。

DSN9021I

マンドは、このメッセージの前に 1 つまたは複数のエ
ラー・メッセージを出しています。診断のために、この
メッセージを出した CSECT の名前が、このメッセージ
の始めに示されています。

KEYWORD keyword-name
PARAMETER(S) MUST BE
ALPHABETIC

説明: メッセージに 'verb-name pkw-name' として示さ
れているコマンドが、正常に完了していません。このコ
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DSN9027I • DSN9031I
DSN9027I

KEYWORD keyword-name
PARAMETER(S) MUST BE
ALPHAMERIC

ム・オペレーターに連絡をとって、診断情報がシステ
ム・プログラマーに送られるようにしてください。
DSN9030I

DSN9028I

KEYWORD keyword-name
PARAMETER(S) MUST BE NUMERIC

説明: (これらのメッセージで示されている) キーワー
ドのパラメーター値は、 ALPHABETIC 文字だけ、
ALPHAMERIC/NATIONAL 文字だけ、または
NUMERIC 値だけから成る特定のタイプの値でなければ
なりません。
このタイプのエラーの例として、NAME キーワードに
ついて考えてみます。このキーワードでは、ある人の姓
を入力することが予期されています。 NAME(Jones) と
入力した場合には受け入れられますが、 NAME(Jon4s)
と入力すると、このキーワードは受け入れられません。
もう 1 つの例として、重みを数値で指定する WEIGHT
キーワードについて考えてみます。 WEIGHT(47) と入
力した場合は受け入れられますが、WEIGHT(4u) と入力
した場合は受け入れられません。
システムの処置: このコマンドの処理は終了します。

KEYWORD keyword-name PARAMETER
MAY NOT SPECIFY A SUBSET OF
VALUES

説明: メッセージに示されたキーワードのパラメーター
で、アスタリスク演算子を用いてサブセットを識別して
います (たとえば、ABC*、*ABC、または
*ABC*DEF*)。しかし、サブセットの使用はこのコマン
ドには許されません。
たとえば、NAME というキーワードを例にとると、こ
のキーワードには人の名前を指定することができます。
3 人の名前を指定するために NAME(ROBERT
ROBERTS ROBERTSON) と指定することも、あるいは
ROB という文字で始まるすべての名前を表すために
NAME(ROB*) と指定することもできます。名前の中に
文字 BERT を含むすべての名前を表すために、
NAME(*BERT*) を指定することもできます。しかし、
必ずしもすべてのコマンドで、このような方法によって
値のサブセットを指定することが許されているわけでは
ありません。

システム・プログラマーの応答: 示されたコマンドのキ
ーワードが必要なタイプになっていることを確認した上
で、コマンドを入力し直してください。

システムの処置:

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。

DSN9029I

DSN9031I

csect-name FAILURE WHILE
PROCESSING A COMMAND

説明: コマンドの処理中に障害が発生しました。このコ
マンドは、実行されていることもあれば、実行されてい
ないこともあります。エラーはシステム・エラー・ログ
(SYS1.LOGREC データ・セット) に記録されており、
SVC ダンプが試みられました。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

オペレーターの応答: ダンプが作成されている場合に
は、それを印刷してください。関連する期間に対応する
SYS1.LOGREC データ・セットの内容のコピーをとって
ください。これらの項目にシステム・ログのコピーを添
えて、システム・プログラマーに提出してください。

このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: キーワード・パラメー
ターを訂正し、コマンドを入力し直してください。

SYNTAX ERROR DETECTED
FOLLOWING KEYWORD keyword-name

説明: 示されたキーワードのあとに続くテキストの構文
が無効です。
例として、CLASS==A という指定を考えてください。
二重の等号は、構文規則に準拠しておらず、キーワード
を無意味にしています。これは、無効な構文の一例にす
ぎません。起こり得るすべてのエラーをここで取り上げ
て説明することは、現実的ではありません。しかし、
CLASS=A または CLASS(A) と正しく指定することは
可能なはずです。
システムの処置: このコマンドの処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: コマンドを再発行して
ください。再び障害が発生するようであれば、スーパー
バイザーまたはシステム・プログラマーに相談してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: 示されたキーワードに
続くテキストを検査して、コマンドの入力時にエラーが
なかったことを確認してください。コマンドの規則に従
っていることを確認した上で、コマンドを入力し直して
ください。

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。 システ

問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。
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DSN9032I
DSN9032I

REQUESTED FUNCTION IS NOT
AVAILABLE

説明: ロードされていないコマンド処理プログラムを呼
び出そうとする試みが行われました。この例としては、
DDF がロードされていない (すなわち、インストール処
理時に選択されていない) ときに、-START DDF または
-STOP DDF を呼び出すような場合です。
システムの処置:

要求された機能は実行されません。

ユーザーの処置: どの機能が要求されたのかを調べてく
ださい。 DB2 が再インストールされて DDF が選択さ
れるまでは、この機能を呼び出さないでください。
問題判別: コンソール・ログを調べて、エラーの原因に
なったコマンドを判別してください。
DSN9033I

KEYWORD name1 REQUIRES
KEYWORD name2

説明: キーワード 'name1' を指定するときは、キーワ
ード 'name2' も指定しなければなりません。
システムの処置:

このコマンドの処理は終了します。

ユーザーの処置: 抜けているキーワードを指定して、コ
マンドを再実行依頼してください。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーをと
って、コマンド入力を調べてください。
DSN9034I

THE TOTAL LENGTH OF COMMAND
RESPONSE MESSAGES EXCEEDED
ITS LIMIT. DISPLAY IS TERMINATED.

説明: 1 つの DB2 コマンドから戻されたすべての応答
メッセージの合計の長さが、システムによって設定され
た内部しきい値を超えています。 メッセージ・チェー
ンが切り捨てられました。報告書の終了をユーザーに通
知するために、このメッセージがチェーンの終わりに追
加されています。

第 29 章 DB2 メッセージ
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第 30 章 DB2 コード
このセクションでは、DB2 の異常終了理由コードおよび理由コードについて説明しています。また、ここ
には、DB2 測定機能インターフェースの理由コードも収められています。
DB2 異常終了理由コードで用いられる規則は、 1 ページの『第 1 部 はじめに』に記載されています。
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第 31 章 X’C1......’ コード
00C10002
説明: 存在してはならないときにスレッドが存在してい
ることを、 DB2 呼び出し接続機能制御ブロック (CAB)
が示しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DSNTRACE トレー
ス・ストリームを集めて、SYSABEND または
SYSUDUMP ダンプを要求してください。
問題判別:

おそらく、呼び出し接続機能のエラーです。

00C10003
説明: 呼び出し接続機能言語インターフェースを使用し
ない非標準入力の後で、 DB2 呼び出し接続機能が制御
権を受け取りました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00
ユーザーの処置: アプリケーションを変更または修正し
て、呼び出し接続機能の主コード DSNACA00 が、言語
インターフェースを介さなければ制御権を受け取らない
ようにしてください。
問題判別:

おそらく、ユーザー・エラーです。

00C10004
説明: 呼び出し接続機能要求の処理中に、呼び出し接続
機能がトレース・メッセージを取り出していてエラーが
起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DSNTRACE トレー
ス・ストリームを集めて、SYSABEND または
SYSUDUMP ダンプを要求してください。
問題判別:

おそらく、呼び出し接続機能のエラーです。

渡しました。この異常終了の前に出されたトレース・メ
ッセージにより、この ECB が始動 ECB または終了
ECB のいずれであったのかが示されています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00
ユーザーの処置: DSNALI に対する CONNECT 呼び出
しを行ったアプリケーション・プログラムを訂正してく
ださい。 CONNECT 呼び出しで有効な ECB アドレス
が用いられるようにしてください。
問題判別:

上記の「説明」を参照してください。

00C10201
説明: アプリケーション・プログラムが、2 つの
CONNECT 呼び出しを同じ TCB から呼び出し接続機能
(CAF) に渡しました。最初に出た CONNECT は暗黙的
なものであったかもしれませんし、明示的なものであっ
たかもしれません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00
ユーザーの処置: 要求を訂正して、処理を続行すること
ができます。
問題判別:

上記の「説明」を参照してください。

00C10202
説明: アプリケーション・プログラムが、2 つの
OPEN コマンドを同じ TCB から呼び出し接続機能
(CAF) に渡しました。最初の OPEN は暗黙的なもので
あったかもしれませんし、明示的なものであったかもし
れません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00
ユーザーの処置: 要求を訂正して、処理を続行すること
ができます。
問題判別:

上記の「説明」を参照してください。

00C10203
説明: アクティブな OPEN がないときに、CLOSE コ
マンドが出されました。

00C10005

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00

説明: アプリケーション・プログラムが、CONNECT
呼び出しで、0 の ECB アドレスを呼び出し接続機能に

ユーザーの処置: 要求を訂正して、処理を続行すること
ができます。
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00C10204
問題判別:

上記の「説明」を参照してください。

00C10204
説明: アクティブな CONNECT がないときに、
DISCONNECT コマンドを出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00
ユーザーの処置: 要求を訂正して、処理を続行すること
ができます。
問題判別:

00C10208
説明: 呼び出し接続機能 (CAF) が、同じ TCB から
DB2 サブシステムと他のサブシステムへの CONNECT
要求を受け取りました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00
ユーザーの処置: 要求を訂正して、処理を続行すること
ができます。
問題判別:

上記の「説明」を参照してください。

上記の「説明」を参照してください。
00C10209

00C10205
説明: DB2 サブシステムが呼び出し接続機能に接続し
ていない時に、TRANSLATE コマンドが出されました。

説明: 呼び出し接続機能 (CAF) が DSNALI への明示
的呼び出しを DB2 ストアード・プロシージャーから受
け取りました。これは許されません。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00

ユーザーの処置:
ができます。

ユーザーの処置:
ができます。

問題判別:

要求を訂正して、処理を続行すること

要求を訂正して、処理を続行すること

上記の「説明」を参照してください。
00C10824

00C10206
説明: 以下のいずれかの状態です。
v 出したパラメーターの数が誤っている。
v リストの終わり (EOL) のビットがオフになってい
る。

説明: CAB がリセットされ、新たに接続することがで
きます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNACA70
ユーザーの処置:

処理を継続することができます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00

問題判別: メッセージ DSNA824I の「説明」を参照し
てください。

ユーザーの処置:
ができます。

00C10831

問題判別:

要求を訂正して、処理を続行すること

上記の「説明」を参照してください。

00C10207
説明: アプリケーション・プログラムが、認識できない
機能パラメーターを呼び出し接続機能 (CAF) に渡しま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNACA00
ユーザーの処置:
ができます。
問題判別:

864

要求を訂正して、処理を続行すること

上記の「説明」を参照してください。

説明: 呼び出し接続機能 (CAF) が、DB2 との間でリリ
ース・レベルが合っていないことを検出しました。現行
の CAF または DB2 のリリース・レベルが、共存をサ
ポートしていないか、 SPE の以前のレベルが、この 2
つのリリースの共存に必要となる要件を満たしていませ
ん。
この理由コードは、次の CSECT から出されます。
DSNACA70
システムの処置: 接続は失敗しました。
ユーザーの処置: JCL を使用しているか、TSO ログオ
ン・プロシージャーを使用して CAF を呼び出した場合
は、正しい DB2 ライブラリーが、JOBLIB と STEPLIB
の割り振りで定義されていることを確認してください。
システム・プログラマーが提供したプロシージャーを使
用して CAF を呼び出した場合は、システム・プログラ
マーに確認してください。
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00C12001 • 00C12006
問題判別: CAF トレース (DSNTRACE) がアクティブ
な場合は、メッセージ DSNA831E で、 CAF と DB2
サブシステムのリリース・レベルが示されます。
00C12001
説明: APF 許可されていないプログラムが、DB2
RRSAF 接続機能 AUTH SIGNON を呼び出しました。
この状態は、セキュリティーの違反を示す場合がありま
す。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置: AUTH SIGNON 機能は、APF 許可プ
ログラムからしか、呼び出すことはできません。プログ
ラムを修正して、許可されていないプログラムから
RRSAF 接続機能 SIGNON を呼び出して、使用できる
ようにするか、セキュリティー管理者に連絡して、必要
な変更を加えて、プログラムを APF 許可プログラムに
してください。
問題判別:

これはユーザー・エラーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
00C12002
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供のサブシステム名のパラメーターにアクセス
中に、異常終了しました。これは、おそらく、要求側プ
ログラムの論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12004
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の eibptr パラメーターにアクセス中に、異
常終了しました。これは、おそらく、要求側プログラム
の論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置: アプリケーションは異常終了します。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。
問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12005

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。

説明: 呼び出し接続機能言語インターフェースを使用し
ない非標準入力の後で、 DB2 RRSAF 呼び出し接続機
能が制御権を受け取りました。
システムの処置: アプリケーションは異常終了します。
ユーザーの処置: アプリケーションを変更または修正し
て、呼び出し接続機能の主コード DSNACA00 が、言語
インターフェースを介さなければ制御権を受け取らない
ようにしてください。
問題判別: おそらく、ユーザー・エラーです。

00C12003
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の ribptr パラメーターにアクセス中に、異常
終了しました。これは、おそらく、要求側プログラムの
論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。

アプリケーションは異常終了します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
00C12006
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の終了 ECB のパラメーターにアクセス中
に、異常終了しました。これは、おそらく、要求側プロ
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00C12007
グラムの論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12007
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の始動 ECB のパラメーターにアクセス中
に、異常終了しました。これは、おそらく、要求側プロ
グラムの論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12009
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供のアカウンティング・トークンのパラメータ
ーにアクセス中に、異常終了しました。これは、おそら
く、要求側プログラムの論理エラーが原因で起こってい
ます。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12010

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。

説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供のアカウンティング・インターバルのパラメ
ーターにアクセス中に、異常終了しました。 これは、
おそらく、要求側プログラムの論理エラーが原因で起こ
っています。

この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00

システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12008
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の相関パラメーターにアクセス中に、異常終
了しました。これは、おそらく、要求側プログラムの論
理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12011
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の許可 ID パラメーターにアクセス中に、異
常終了しました。 これは、おそらく、要求側プログラ
ムの論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
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アプリケーションは異常終了します。

00C12012
ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12012
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の 2 次許可 ID にアクセス中に、異常終了
しました。これは、おそらく、要求側プログラムの論理
エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12013
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の ACEE パラメーターにアクセス中に、異
常終了しました。これは、おそらく、要求側プログラム
の論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。

00C12014
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供のプラン名パラメーターにアクセス中に、異
常終了しました。これは、おそらく、要求側プログラム
の論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置: アプリケーションは異常終了します。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。
問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12015
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の収集パラメーターにアクセス中に、異常終
了しました。これは、おそらく、要求側プログラムの論
理エラーが原因で起こっています。
システムの処置: アプリケーションは異常終了します。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。
問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。
00C12016
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の再使用パラメーターにアクセス中に、異常
終了しました。これは、おそらく、要求側プログラムの
論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置: アプリケーションは異常終了します。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。
問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
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00C12018 • 00C12204
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNARA00
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。

00C12021
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行中、呼び出し側
提供の xid パラメーターにアクセスしようとして、異常
終了しました。これは、おそらく、要求側プログラムの
論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置: 問題を訂正して、もう一度ジョブをサ
ブミットしてください。

00C12018
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供のユーザー ID パラメーターにアクセス中
に、異常終了しました。これは、おそらく、要求側プロ
グラムの論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。レジス
ター 15 は異常終了が起こると、どのパラメーターがエ
ラーの原因かを示します。
00C12201
説明: アプリケーション・プログラムが、IDENTIFY
を呼び出しましたが、すでに DB2 に接続されていまし
た。
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

00C12019

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00

説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供のアプリケーション名のパラメーターにアク
セス中に、異常終了しました。これは、おそらく、要求
側プログラムの論理エラーが原因で起こっています。

00C12202

システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。

説明: アプリケーション・プログラムが CREATE
THREAD 機能要求を呼び出しましたが、スレッドがす
でに作成されていました。
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12203

00C12020
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の ws パラメーターにアクセス中に、異常終
了しました。これは、おそらく、要求側プログラムの論
理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こった場合、このレジスターはエラーを起こした
パラメーターを示します。
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説明: アクティブなスレッドがないときに、
TERMINATE THREAD コマンドを出しました。
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12204
説明: DB2 と接続されていない時に、アプリケーショ
ンが IDENTIFY 以外の機能要求を出しました。接続さ
れていない時は、IDENTIFY しか出せません。
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00C12205
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12205

00C12209
説明: アプリケーション・プログラムが IDENTIFY 機
能要求を出しましたが、パラメーター・リストに eibptr
パラメーターがありません。 IDENTIFY 要求には、
eibptr パラメーターが必要です。
システムの処置: IDENTIFY 要求は拒否されます。

説明: DB2 RRSAF 接続機能、SWITCH TO を呼び出
したタスクは、要求に指定されている DB2 サブシステ
ムにまだ定義されていません。

ユーザーの処置: 要求を訂正して、処理を続行すること
ができます。

システムの処置:

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00

SWITCH TO 機能は実行されます。

ユーザーの処置: 指定したサブシステムで他の機能を呼
び出す前に、IDENTIFY を使用して、DB2 サブシステ
ムに接続してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12206
説明: 以下のいずれかの状態です。
v 出したパラメーターの数が誤っている。
v リストの終わり (EOL) のビットがオフになってい
る。
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12207
説明: アプリケーション・プログラムに機能名パラメー
ターが抜けているか、または、 RRSAF に認識できない
機能パラメーターを渡しました。
システムの処置:

00C12212
説明: アプリケーション・プログラムが、CREATE
THREAD の機能要求を出しましたが、プラン名もコレ
クション名も指定しませんでした。プラン名を指定しな
い場合、コレクション名を指定する必要があります。
ユーザーの処置: 要求を訂正して、処理を続行すること
ができます。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12214
説明: アプリケーション・プログラムが TRANSLATE
機能要求を出しましたが、パラメーター・リストに
sqlca パラメーターがありません。 sqlca パラメーター
は、TRANSLATE 要求には必須です。
ユーザーの処置: 要求を訂正して、処理を続行すること
ができます。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00

アプリケーションは異常終了します。

ユーザーの処置: アプリケーションを変更して、
RRSAF に有効な機能要求を渡すようにしてください。
00C12208
説明: アプリケーション・プログラムが IDENTIFY 機
能要求を出しましたが、パラメーター・リストに ribptr
パラメーターがありません。 IDENTIFY 要求には、
ribptr パラメーターが必要です。
システムの処置:

IDENTIFY 要求は拒否されます。

ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

00C12216
説明: DB2 に接続されていない時に、アプリケーショ
ン・プログラムが SQL または IFI の機能要求を出しま
した。 IDENTIFY、SIGNON、CREATE THREAD など
の処理が完了するまでは、SQL または IFI の要求を出
すことは、できません。
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00

第 31 章 DB2 コード

869

00C12217
00C12217

00C12822

説明: SIGNON 処理が完了しないうちに、アプリケー
ション・プログラムが、 CREATE THREAD 機能要求
を出しました。少なくとも、1 つの SIGNON が完了し
てからでないと、CREATE THREAD 要求を出すことは
できません。

説明: RRSAF が DSNRLI への明示的呼び出しを DB2
ストアード・プロシージャーから受け取りました。これ
は許されません。

ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12218
説明: SIGNON と CREATE THREAD の処理が完了し
ないうちに、アプリケーション・プログラムが SQL ま
たは IFI の機能要求を出しました。 SIGNON と
CREATE THREAD の処理が完了するまでは、SQL また
は IFI の要求を出すことはできません。
ユーザーの処置: 要求を訂正して、処理を続行すること
ができます。

ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12823
説明: タスクに対するストアード・プロシージャーを開
始しようとしましたが、すでに存在しています。これは
許されません。
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12824

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12219
説明: CREATE THREAD の処理が完了しないうちに、
アプリケーション・プログラムが SQL または IFI の機
能要求を出しました。 CREATE THREAD 処理が完了
するまでは、SQL または IFI の要求を出すことはでき
ません。
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00

# 00C12221
#
#
#
#
#

説明: CREATE THREAD の処理が完了しないうちに、
アプリケーション・プログラムが機能 SET_CLIENT_ID
を指定して CALL DSNRLI を実行しました。 CREATE
THREAD の処理が完了するまで、SET_CLIENT_ID 要
求を出すことはできません。

# ただし、SET_CLIENT_ID 要求はプランが割り振られた
# 後に許可されます。
# ユーザーの処置: 要求を訂正して、処理を続行すること
# ができます。
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説明: DB2 への以前の接続は終了しました。終結処置
が行われ、RRSAF が 追加の IDENTIFY 要求を処理で
きるようになりました。
ユーザーの処置: 処理は継続し、IDENTIFY 要求を出
すことができます。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12825
説明: タスクに対するストアード・プロシージャーを終
了しようとしましたが、終了の対象となるストアード・
プロシージャーはありません。これは許されません。
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT から出さ
れます。 DSNARA00
00C12831
説明: RRSAF コードのリリース・レベルが DB2 プロ
グラムの以前のリリース・レベルと互換性がありませ
ん。
システムの処置:

接続されませんでした。

ユーザーの処置: RRSAF ライブラリーのリリース・レ
ベルが、接続しようとしている DB2 のリリース・レベ

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

ルより後のレベルになっていないことを確認してくださ
い。
問題判別: LOGON プロシージャーまたは CLIST の
DB2 のデータ・セットの割り振りが不適切であったた
めに、この問題が起こった可能性があります。
この理由コードは、次の CSECT から出されます。
DSNARA70
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00C20021
説明: 例外状態または CASTOUT プロセス障害が原因
で、物理クローズ障害がピア DB2 に発生したため、
DB2 データ共用グループのメンバーはグローバル・ド
レーンを実行できませんでした。この状況を報告する
DSNT501I がコンソールに送られます。
システムの処置: 「リソース利用不能」を示す戻りコー
ド、理由コード、オブジェクト名が、この要求を出した
機能に戻されます。
この理由コードは、次の CSECT から出ます。
DSNB1LDA
00C20031
説明: 共用モードまたは排他モードで、ページ・ラッチ
を取得しようとしましたが、エージェントの待ち時間の
タイムアウトのため、拒否されました。
システムの処置: 「リソース利用不能」を示す戻りコー
ド、理由コード、オブジェクト名が、この要求を出した
機能に戻されます。
システム・プログラマーの応答: 理由コードを示す診断
ダンプ、00C2010F が 00C20031 に続いて出ます。
この理由コードは、次の CSECT から出されます。
DSNB1LTX、DSNB1LTS
00C20069
説明: データ共用グループの DB2 メンバーが再始動中
であったため、DB2 は、オブジェクト (表スペース、索
引スペース、または区画) でドレーンを実行することが
できません。
システムの処置: グループ・バッファー・プール
(GBP) の失敗に続いて、自動グループ・バッファー・プ
ール・リカバリー保留 (GRECP) オブジェクトをリカバ
リーしようとして、DB2 が問題を検出した場合は、DB2
は DSNB350I または DSNB351I のメッセージを理由コ
ードとともに、コンソールに出して、オブジェクトを自
動的にリカバリーできないことを示します。

は DSNB351I の「システム・プログラマーの応答」に
示されている方法で、 GRECP オブジェクトをリカバリ
ーしてください。
00C2006A
説明: 1 つまたは複数の未確定スレッドがオブジェクト
を保留したため、DB2 はそのオブジェクト (表スペー
ス、索引スペースまたは区画) に関してドレーンを実行
することができませんでした。
システムの処置: グループ・バッファー・プール
(GBP) の失敗に続いて、自動グループ・バッファー・プ
ール・リカバリー保留 (GRECP) オブジェクトをリカバ
リーしようとして、DB2 が問題を検出した場合は、DB2
は DSNB350I または DSNB351I のメッセージを理由コ
ードとともに、コンソールに出して、オブジェクトを自
動的にリカバリーできないことを示します。
システム・プログラマーの応答: DB2 DISPLAY DB
CLAIMERS コマンドを使用して、未確定スレッドを探
してください。 DB2 または、トランザクション・マネ
ージャーが未確定スレッドを自動的に解決できないため
に、スレッドが未確定で残っている場合は、DB2
RECOVER INDOUBT コマンドを使用して、未確定スレ
ッドを解決し、オブジェクトについての未確定クレーム
側を除いてください (DB2 RECOVER INDOUBT コマ
ンドは、自動解決が機能しない時以外は使用しないでく
ださい)。
DSNB350I または DSNB351I のメッセージが出ると、
未確定スレッドを解決した後、 DSNB350I または
DSNB351I の 「システム・プログラマーの応答」に示
されているように、GRECP オブジェクトをリカバリー
してください。
00C200A1
説明: これは、DB2 の内部エラーです。バッファー・
マネージャー (BM) の呼び出し側が、現在保持されてい
ないページ・ラッチを解除しようとしています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

それ以外の場合は、「リソース利用不能」を示す戻りコ
ード、理由コード、オブジェクト名が、この要求を出し
た機能に戻されます。この状況を報告する DSNT501I
がコンソールに送られます。
システム・プログラマーの応答: DSNB350I または
DSNB351I のメッセージが出た場合、失敗した DB2 メ
ンバーが、再始動処理を完了してから、DSNB350I また
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001
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00C200A2
DSNB1REL
DSNICUMW
DSNIFFRE
DSNILREP
DSNIOSL2
DSNIRELU
DSNISEGF
DSNISGFO
DSNISMFO
DSNIUSME

DSNB1RWI
DSNICUR
DSNIFNP
DSNILSMG
DSNIOW
DSNIREPR
DSNISFS
DSNISGNS
DSNISMRT
DSNI1OP

DSNIB
DSNIDILS
DSNIGLOK
DSNIMSCU
DSNIPOCI
DSNIRFNX
DSNISFXL
DSNISGRT
DSNISMSU

DSNICLAP
DSNIDLEO
DSNILGBW
DSNIMS1W
DSNIRELS
DSNISEGD
DSNISGAU
DSNISGSU
DSNIUPPR

システムの処置: この要求を出したアプリケーション処
理は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200A2
説明: これは、DB2 の内部エラーです。バッファー・
マネージャー (BM) の呼び出し側が、要求元ページが現
在保持しているページ・ラッチを取得しようとしていま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNB1GET
DSNIB
DSNIDEFR
DSNILSMG
DSNIRELU
DSNISEGF
DSNISGFO
DSNIUSME

DSNB1SWS
DSNICLAP
DSNIFFRE
DSNILSMU
DSNIREPR
DSNISFS
DSNISGNS
DSNI1OP

DSNB1GNV
DSNICUMW
DSNIFNP
DSNIMS1W
DSNIRFNX
DSNISFXL
DSNISGRT

DSNBLTCH
DSNICUR
DSNIGLOK
DSNIRELS
DSNIRNXT
DSNISGAU
DSNISMRT

システムの処置: この要求を出したアプリケーション処
理は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
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問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200A3
説明: これは、DB2/MVS の内部エラーです。通常は無
期限に実行されているバッファー・マネージャー (BM)
の非同期機能を駆動する実行単位が、キャンセルされま
した。現在、実行中の作業は、この実行単位が終了する
前に、完了させることができます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNB1CMS

DSNB5COM

DSNB5RAP

システムの処置: 影響を受ける非同期機能は終了しま
す。この影響を受ける機能が、据え置き書き出し処理プ
ログラム (DSNB1CMS) である場合は、DB2 は異常終了
コード '00C200D3' で異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 が異常終了した場合は、 DB2 を開始
してください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200A4
説明: このコードは通常 DB2 の内部の問題ですが、他
の製品のエラーが原因でこの問題が起こることがありま
す。データベースの I/O 要求を処理するために呼び出さ
れた時に、メディア管理プログラム機能が予期しない理
由コードを戻しました。
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知し、ア
プリケーションを実行し直してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
メディア管理プログラムの予期されない理由コードは、
レジスター 8 に保管されています。
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00C200A5
発生した入出力エラーのタイプを示す IOS エラー・メ
ッセージが出ていないか、 MVS コンソール・ログを調
べてください。 IOS メッセージが出ていた場合には、
そのメッセージに関する問題判別の指示に従ってくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る診断項目を集めてください。 1、2、 5、10、 12。

この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1CFC
システムの処置: DB2 は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

DSNB5COM
DSNB5PCO

問題判別:
ださい。

DSNB5FOR

DSNB5RAP

DSNB5RDP

類似の理由コード '00E50013' を参照してく

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00C200A5
説明: 一般的には、これは DB2 の内部の問題ですが、
他の製品のエラーが原因で起こることがあります。 ペ
ージ・セットの終結処理で準備中のページ・セットを、
DB2 はドレーンすることができませんでした。これ
は、以下のいずれかが原因で起こります。
v IRLM ストレージ不足状態
v ロック取得機能の内部エラー

00C200A8

この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1CFC

v ページ・セットまたは区画に対するグループ・バッフ
ァー・プールに依存する変換ロック

システムの処置: この機能を実行している実行単位は、
正常に続行されます。異常終了状況は、 SYS1.LOGREC
に記録されます。

v グループ・バッファー・プールの開始ロックまたは停
止ロック

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
て、SYS1.LOGREC を印刷してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。 DB2 を再始動してください。
問題判別: レジスター 8 にある、ドレーン機能が戻し
た予期しない理由コードが、問題の原因を判別する助け
になります。問題が、DB2 のリソースを使用できない
ことが原因で起こった場合は、メッセージ DSNT500I
も出ます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

説明: 以下のロックを取得するために、DB2 が呼び出
した IRLM LOCK 要求が、エラー・コード (タイムア
ウト、ストレージ不足、MVS システム・エラー以外)
を戻しました。
v 表スペースの SYSLGRNG または SYSLGRNX 記録
ロック

v ALTER BUFFERPOOL ロック
これは DB2 または IRLM の内部エラーです。
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知し、ア
プリケーションを実行し直してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出ます。
DSNB1SCR、DSNB1DLK

00C200A6
説明: これは、DB2/MVS の内部エラーです。ページ・
セットの終結処置機能を実行するために、 DB2 のバッ
ファー・マネージャー (BM) のサブコンポーネントがス
ケジュールした実行単位が、取り消されました。

00C200A9
説明: 以下のロックを解除するために DB2 が呼び出し
た IRLM UNLOCK 要求が、4 よりも大きい戻りコード
を戻しました。
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00C200AA • 00C200AE
v 表スペースの SYSLGRNG または SYSLGRNX 記録
ロック
v ページ・セットまたは区画に対するグループ・バッフ
ァー・プールに依存する変換ロック
v グループ・バッファー・プールの開始ロックまたは停
止ロック
v ALTER BUFFERPOOL ロック

00C200AB
説明: これは、DB2 の内部エラーです。バッファー・
マネージャー (BM) の呼び出し側が、ページ・ラッチを
もう 1 つ入手しようとしましたが、呼び出し側が保持
するページ・ラッチの合計数が許可される数の 2 を超
えてしまいます。

これは DB2 または IRLM のエラーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT から出ます。
DSNBLTCH、DSNB2LTH

システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

システムの処置: この要求を出したアプリケーション処
理は異常終了します。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知し、ア
プリケーションを実行し直してください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
予期しない IRLM 理由コードが、レジスター 8 に保管
されています。これは、問題の原因を判別する助けにな
る場合があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出ます。
DSNB1SCR、DSNB1DLK
00C200AA
説明: これは、DB2 の内部エラーです。バッファー・
マネージャー (BM) の呼び出し側が、ページ・ラッチ・
タイプを変更しようとしましたが、その要求を出したエ
ージェントは、すでにこのページについて、このラッ
チ・タイプを保持しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNBCLTH
システムの処置: この要求を出したアプリケーション処
理は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
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システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200AD
説明: これは、DB2 の内部エラーです。バッファー・
マネージャー (BM) の呼び出し側が、あるページ・セッ
トのタイプ (索引またはデータ) に属するページのペー
ジ・ラッチを入手しようとしました。しかし、呼び出し
側は、別のタイプのページ・セットに属するページ・ラ
ッチをすでに持っています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB2LTH
システムの処置: この要求を出したアプリケーション処
理は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200AE
説明: これは、DB2 の内部エラーです。バッファー・
マネージャー (BM) の呼び出し側が、あるページに関す
るページ・ラッチを入手しようとしましたが、そのペー
ジについては、ラッチ・ウェイターはありますが、ラッ
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チ・ホルダーはありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出ます。
DSNB1LTS、DSNB1LTX
システムの処置: この要求を出したアプリケーション処
理は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNB1REL
DSNB1GNV
システムの処置:
了します。

DSNB1RWI
DSNB5COM

DSNB1SWS

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:

00C200AF
説明: これは、DB2 の内部エラーです。バッファー・
マネージャー (BM) の呼び出し側が、ページを更新しよ
うとしていますが、そのページについての排他ラッチを
持たないで、クリティカル・モードで更新しようとして
います。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1SWS
システムの処置: この要求を出したアプリケーション処
理は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200B0
説明: 一般的には、これは DB2 の内部の問題ですが、
他の製品のエラーが原因で起こることがあります。 バ
ッファー・マネージャー (BM) の呼び出しプログラムが
渡したバッファー・アドレスに、要求されたページが入
っていませんでした。バッファー・マネージャー (BM)
は、バッファー制御ブロック (BB) に保管されている情
報と、バッファー・マネージャーの呼び出しプログラム
が渡した情報とを比較して、このエラーを検出しまし
た。比較の対象となる情報は、ページ・セット部分ブロ
ック、ページ番号、バッファー・アドレスです。

次の汎用レジスター (GPR) に、示された診断情報が入
っています。
GPR
7
8

内容
ページ・バッファーのアドレス
ページ・セット・ブロック (PB) のアドレス

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。1、2、5、10、12。
00C200B1
説明: これは、DB2 の内部エラーです。 DB2 のバッ
ファー・マネージャー (BM) のサブコンポーネントがバ
ッファー・プールに要求されたページを見付けられない
か、または、バッファー・マネージャー (BM) の呼び出
しプログラムが、すでに 0 になっているバッファー使
用度カウントをさらに減らそうとしました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNB1REL
システムの処置:
了します。

DSNB1RWI

DSNB1SWS

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
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00C200B2
00C200B2

00C200B4

説明: これは、DB2 の内部エラーです。バッファーの
書き込み意図カウントがすでに 0 になっているにもか
かわらず、バッファー・マネージャー (BM) の呼び出し
プログラムが、それを減らそうとしました。

説明: これは、DB2 の内部エラーです。要求を出して
いる機能が必要としているページ・セットを、 DB2 の
バッファー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが
オープンできません。バッファー・マネージャーの呼び
出し機能が渡したページ・セット部分の最大数が許可さ
れた値を超えています。ある 1 つのページ・セットに
定義できるデータ・セットの最大数は、ページ・セット
部分のサイズによります。このエラーは、ページ・セッ
トのオープン処理中に検出されました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1RWI
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1OPS
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

00C200B3
説明: これは、DB2 の内部エラーです。要求を出して
いる機能が必要としているページ・セットを、 DB2 の
バッファー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが
オープンできません。バッファー・マネージャーの呼び
出し機能が渡したページ・サイズまたは、ページ・セッ
ト部分サイズが、無効です。ページ・セット部分サイズ
は、n で表されます。つまり、1 つのページ・セット部
分に入れることができる、ページ数の合計は、2 の n
乗となります。このエラーは、ページ・セットのオープ
ン処理中に検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNB1OPS
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
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問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200B5
説明: これは、DB2 の内部エラーです。要求を出して
いる機能が必要としているページ・セットを、 DB2 の
バッファー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが
オープンできません。ページ・セットのオープン処理中
に、バッファー・マネージャーの呼び出し機能が渡した
ページ・セット・オプションが、前にオープンしていた
同じページ・セットのものと矛盾しています。ページ・
セット・オプションには、プロトコルへの書き込み
(SYSTEM または UW)、リカバリー・オプション (リカ
バリー可能またはリカバリー不能)、ページ・サイズがあ
ります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1OFA
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
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00C200B6
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200B6
説明: 一般的には、これは DB2 の内部の問題ですが、
他の製品のエラーが原因で起こることがあります。
DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコンポー
ネントが、データ・セットを新しいボリュームに拡張し
た後、必要なデータ・セットの再割り振りをすることが
できませんでした。データ・セットの再割り振りを要求
しましたが、対応するデータ・セットをオープンするこ
とができませんでした。このエラーは、ページ・セット
部分のオープンの処理中に検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1OPP
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。1、2、
5、10、12。
00C200B8
説明: これは、DB2 の内部エラーです。 DB2 が
SYSLGRNG または SYSLGRNX のページ・セットを更
新することができません。ユーティリティーが予期しな
い理由コードを戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1SWS
システムの処置: 'リソース利用不能' コードが戻されま
す。この理由コードと表スペースの名前はカーソル表
(CT) に記録され、SQLCA またはメッセージで、ユーザ
ーに示されます。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
00C200BA

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。1、2、
5、10、12。

説明: これは DB2 の内部エラーです。 ページ・セッ
トのシステム・ページにアクセスしようとして、DB2
がエラーを検出しました。

00C200B7

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNB1CPP、DSNB1OPP

説明: 一般的には、これは DB2 の内部の問題ですが、
他の製品のエラーが原因で起こることがあります。 要
求を出している機能が必要としているページ・セット
を、 DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコン
ポーネントがオープンできません。線形ページ・セット
が、連続的な形で形式設定されていません。このエラー
は、ページ・セットのオープン処理中に検出されまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1OPS
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。

システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SVC ダンプと SYS1.LOGREC の記録が要
求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC と SVC ダンプを印刷してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
に関する詳細については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
第 32 章 DB2 コード
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00C200BB
00C200BB
説明: これは、無効なバッファー・プール ID を指定
したことを示す、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNBRBPA
システムの処置: この要求を出したアプリケーション処
理は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

説明: これは、DB2 の内部エラーです。 BM 呼び出し
機能が作業ファイル・データベースのページを解放しよ
うとしているのを、DB2 のバッファー・マネージャー
(BM) のサブコンポーネントが検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1REL
この要求を出した実行単位は異常終了

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC と SVC ダンプを印刷してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
00C200BD
説明: これは、DB2 の内部エラーです。バッファー・
マネージャー (BM) の呼び出し機能が、アプリケーショ
ンが解放しようとしているページのラッチをまだ保持し
ています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1REL
システムの処置: この要求を出したアプリケーション処
理は異常終了します。
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システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200BE
説明: これは、DB2 の内部エラーです。バッファー・
マネージャー (BM) が、ページ・ラッチ・ウェイターを
キューから解除しようとしましたが、ラッチ・ウェイタ
ーがありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出ます。
DSNB1CLT、DSNB1ULT
システムの処置: この要求を出したアプリケーション処
理は異常終了します。

00C200BC

システムの処置:
します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200C0
説明: DB2 は、要求を出した機能の I/O 処理を実行す
ることができませんでした。入出力バックエンド処理中
に、メディア管理プログラムが、エラー・コード (永続
入出力エラー以外) を戻しました。
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 予期しないメディア管理プログラムの理由コ
ードが、レジスター 8 に保管されています。これは、
問題の原因を判別する助けになる場合があります。
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00C200C1
発生した入出力エラーのタイプを示す IOS エラー・メ
ッセージが出ていないか、 MVS コンソール・ログを調
べてください。 IOS メッセージが出ていた場合には、
そのメッセージに関する問題判別の指示に従ってくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。1、2、5、10、12。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNB5COM
DSNB5RDP

DSNB5FOR

DSNB5RAP

DSNB5PCO

00C200C1
説明: データベースのページ・ヘッダーのページのバー
ジョン番号が、有効な値の範囲にありません。これは、
以下のいずれかが原因で起こります。
v 他の DB2 サブシステムから適切でない方法でデー
タ・セットをコピーする。
v CREATE TABLESPACE ステートメントに、同じプロ
セッサーの DB2 サブシステムにあるオブジェクトの
名前と同じ名前を VCAT カタログ名に指定する。
v 以前に無効な RBA 範囲を用いて、DB2を条件付きで
始動している。
v REPAIR ユーティリティーを誤って使用している (ペ
ージ RBA を変更している)。
v DB2 システム・エラーによって、ページが壊れてい
る。
v 並列シスプレックス内の複数のシステム間で、TOD
クロックの値の同期がとれていない。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 DSNB1SWS が、この ABEND を出す場合
は、このメッセージの前に、どのページがエラーかを示
す DSNT500I メッセージと、ページ・セットが STOPE
モードに置かれていることを示す DSNI004I メッセージ
が出ています。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
ユーザーの処置:

次のいずれかです。

v データ・セットが別の DB2 サブシステムからコピー
された場合は、 RESET オプションを指定して
DSN1COPY を実行し、各ページ内のログ RBA を 0
にセットしてください。
v 間違った VCAT カタログ名を用いて表スペースを作
成した場合は、オブジェクトをいったん除去した上
で、再作成してください。

v DB2 を無効な RBA 範囲を用いて条件付きで始動し
た場合は、 RBA 範囲を訂正してから、再び条件付き
で DB2 を再始動してください。
v ページが REPAIR ユーティリティーによって損傷を
受けた場合は、 PAGE オプションを使用して
RECOVER ユーティリティーを用いて、ページを復元
してください。
v データ共用を実行している場合は、システムとシスプ
レックス・タイマーとの接続をチェックしてくださ
い。シスプレックス環境のシステムの TOD クロック
の値の誤差は、1 マイクロ秒以内でなければなりませ
ん。シスプレックス・タイマーが誤動作していない限
り、TOD クロックの値は、 1 マイクロ秒以上ずれて
はいけません。
v 上記以外の場合は、エラーがあると思われることをシ
ステム・プログラマーに知らせてください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
次の汎用レジスター (GPR) に、示された診断情報が入
っています。
GPR
7
8

内容
ページ・バッファーのアドレス
ページ・セット・ブロック (PB) のアドレス

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、13、
33。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1SWS
00C200C2
説明: これは、DB2 の内部エラーです。 BM 呼び出し
機能が、ページの書き込み意図カウント (WIC) を減ら
そうとしましたが、呼び出し機能には未解決の書き込み
意図要求がないことを、 DB2 のバッファー・マネージ
ャー (BM) のサブコンポーネントが検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1RWI
システムの処置: BM は、要求したページの WIC を減
らせず、この機能を実行する実行単位は異常終了しま
す。 SVC ダンプが要求され、異常終了状況が、
SYS1.LOGREC に記録されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答:

問題の識別および報告
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00C200C3
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、13、 19、33。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、13、 19、33。

00C200C3

00C200C6

説明: これは、DB2 の内部エラーです。 BM 呼び出し
機能が、ページの書き込み意図カウント (WIC) を設定
しようとしましたが、呼び出し機能には未解決の読み取
り意図要求がないことを、 DB2 のバッファー・マネー
ジャー (BM) のサブコンポーネントが検出しました。

説明: これは、DB2 の内部エラーです。 BM の呼び出
し機能が、その呼び出し機能が保持していないページを
解放しようとしているか、または処理のバランスがとれ
ていない書き込み意図 (たとえば、ページを解放する前
に書き込み意図のリセットが要求されていないなど) を
ページがもっていることを、DB2 のバッファー・マネ
ージャー (BM) サブコンポーネントが検出しました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1SWS
システムの処置: BM は、要求したページの WIC を増
やさず、この機能を実行する実行単位は異常終了しま
す。 SVC ダンプが要求され、異常終了状況が、
SYS1.LOGREC に記録されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、19、 33。
00C200C5
説明: これは、DB2 の内部エラーです。 DB2 のバッ
ファー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが、呼
び出し機能がバッファーの書き込み依存カウント
(WDC) を減らそうとしていることを、検出しました。
しかし、このバッファーには、まだ DASD に書き戻さ
れていないデータベースの更新内容が含まれています。
バッファー・マネージャーはこのバッファーを再割り当
てできるようにします。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1REL、DSNB1RWI
システムの処置: バッファー・マネージャーは、要求し
たページの WDC を減らさず、この機能を実行する実行
単位は通常通り続行されます。 SVC ダンプが要求さ
れ、異常終了状況が、SYS1.LOGREC に記録されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答:
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問題の識別および報告

この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1REL、DSNB1RWI
システムの処置: BM は要求されたページを解放せ
ず、この機能を実行している実行単位は異常終了しま
す。 SVC ダンプが要求され、異常終了状況が、
SYS1.LOGREC に記録されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、13、 19、33。
00C200C7
説明: IRLM LOCK 要求で、タイムアウト、ストレー
ジ不足、または MVS システム・エラー以外のエラー・
コードが戻されました。 IRLM LOCK 要求は、物理的
なオープンまたはクローズを実施するためのオープン・
ロックを獲得する目的で呼び出されたものです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1LCK
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
ユーザーの処置: アプリケーションを実行し直してくだ
さい。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、SVC
ダンプを要求してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00C200C8
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

問題判別: IRLM の、予期していなかった理由コードが
レジスター 8 に入っています。この値は、エラーの原
因を判別するのに役立つ場合があります。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、 2、
5、 33。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00C200CB

00C200C8
説明: 物理的なオープンまたはクローズを完了させた
後、オープン・ロックを解除する目的で呼び出された
IRLM UNLOCK 要求が、4 よりも大きな戻りコードを
戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1ULK
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

ユーザーの処置:
さい。

アプリケーションを実行し直してくだ

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、SVC
ダンプを要求してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: IRLM の、予期していなかった理由コードが
レジスター 8 に入っています。この値は、エラーの原
因を判別するのに役立つ場合があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00C200C9
説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントがチェックポイント・ログ・レコードを書
き込もうとしたときに、損傷のある PBG 制御ブロック
を検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1CHK
システムの処置:

DB2 は異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい

説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントが、チェックポイントを書き込もうとして
いるときに、損傷のある ABG または AB 制御ブロッ
クを発見しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1CHK
システムの処置: DB2 は異常終了します。そのまま処
理を続行すると無効なチェックポイントが作成され、後
続の DB2 再始動に関するデータを損傷することになり
ます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
00C200CC
説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントが、2 つのチェックポイントを完了させる
ためにクローズ・タスクが事前取り出しを待っているの
を発見しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1CHK
システムの処置: SVC ダンプがとられ、チェックポイ
ント機能は続行されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
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00C200CD
了します。ダンプは生成されません。

00C200CD
説明: これは通常 DB2 内部の問題を示しますが、 他
のプロダクトのエラーで、この問題が起こることもあり
ます。仮想バッファー・プールとハイパープール相互間
でページ・セットを移動するために呼び出された非同期
データ移動プログラム機能から、予期しない理由コード
が戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1GHP
システムの処置: ページ移動操作は終了します。 SVC
ダンプが要求され、異常終了状況が、SYS1.LOGREC に
記録されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 予期しない非同期データ移動プログラム機能
の理由コードがレジスター 8 に保管されています。こ
の値は、エラーの原因を判別するのに役立つ場合があり
ます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

# 00C200CE
#
#
#
#

説明: これは、DB2 の内部エラーです。データベース
の I/O の完了を待っている間に中断されたエージェント
が、I/O のイニシエーター以外によって誤って再開され
ました。

# システムの処置: SVC ダンプが取られます。該当する
# エージェントは再度中断されて I/O の完了を待ち、正常
# に実行を継続します。
# システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
# については、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の
# 第 3 部を参照してください。
# 問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
# トされている診断項目 2、5 を集めてください。
00C200CF
説明: DB2 は内部キャストアウト処理に専用バッファ
ーを割り当てるのに十分な仮想記憶域を獲得できません
でした。 キャストアウト操作は、既存のキャストアウ
ト処理が利用可能になるまでキューに入っています。
システムの処置:
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この要求を出した実行単位は、異常終

問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。 DSNB5PCO
00C200D0
説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントが、要求されている機能の入出力処理を実
行できません。バッファー・マネージャー (BM) の入出
力終了出口ルーチン内で、以前に異常終了が起こってい
ます。 MVS では、以前の異常終了を再試行すること
は、許されていません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB5UTX
システムの処置: DB2 は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 前の異常終了が起こった時点で、SDWA 可
変記録域 (VRA) に、機能別リカバリー・ルーチン
(FRR) パラメーター・リストが記録されています。
VRA を調べて、メディア管理プログラムが、メディア
管理プログラム要求ブロック (MMRB) を正しく渡した
かどうかを判別してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00C200D1
説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントが、要求されている機能の入出力処理を実
行できません。以前にバッファー・マネージャーの入出
力終了出口ルーチン内で、異常終了が起こっています。
(前の異常終了の処理が完了したあとで) 再試行をしてメ
インライン処理を続けようとしたところ、入出力終了出
口ルーチンの機能別リカバリー・ルーチン (FRR) が反
復されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB5UTX
システムの処置:

DB2 は異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
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00C200D2
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。
問題判別: 最初の異常終了が起こった時点で、SDWA
可変記録域 (VRA) に FRR パラメーター・リストが記
録されています。 VRA を調べて、メディア管理プログ
ラムが、メディア管理プログラム要求ブロック (MMRB)
を正しく渡したかどうかを判別してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00C200D2

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 前に出た異常終了コードの「問題判別」の項
を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00C200D4

説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントが、要求されている機能の入出力処理を実
行できません。以前に、データベース入出力エラーの処
理中にバッファー・マネージャーの入出力エラー出口ル
ーチンで異常終了しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB5UEX
システムの処置:

システムの処置: DB2 は異常終了します。

DB2 は異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 前の異常終了が起こった時点で、SDWA 可
変記録域 (VRA) に、機能別リカバリー・ルーチン
(FRR) パラメーター・リストが記録されています。
VRA を調べて、メディア管理プログラムが、メディア
管理プログラム要求ブロック (MMRB) を正しく渡した
かどうかを判別してください。 DB2 にエラーがあると
思われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。

説明: バッファー・マネージャー (BM) 機能の入出力
処理ウィンドウで、重大な異常終了が起きています。入
出力機能リカバリーを行っても、元になるトラッキン
グ・データが不完全であるため、結果は信頼できませ
ん。 異常終了している入出力処理機能を保護している
機能リカバリー・ルーチン (FRR) を、MVS が迂回した
ため、おそらく必要なデータがありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1RRR
システムの処置: DB2 は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC と SVC ダンプを印刷してくださ
い。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 前に出た異常終了コードの「問題判別」の項
を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00C200D5

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: 延期されていた実行単位を再開しようとして、入
出力終了出口ルーチンで異常終了しました。異常終了時
の再開状況は '未確定' でした。

00C200D3

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB5UTX

説明: バッファー・マネージャー (BM) 機能の '完了必
須' 処理ウィンドウで、重大な異常終了が発生しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1RRR

システムの処置: DB2 は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
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00C200D6
ください。 DB2 を再始動してください。 DB2 にエラ
ーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する情
報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の
第 2 部 を参照してください。
問題判別: 前の異常終了が起こった時点で、SDWA 可
変記録域 (VRA) に、機能別リカバリー・ルーチン
(FRR) パラメーター・リストが記録されています。
VRA を調べて、メディア管理プログラムが、メディア
管理プログラム要求ブロック (MMRB) を正しく渡した
かどうかを判別してください。 DB2 にエラーがあると
思われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1RRR
システムの処置: DB2 は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 前に出た異常終了コードの「問題判別」の項
を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00C200D6

00C200D8

説明: 延期されていた実行単位を再開しようとして、入
出力終了出口ルーチンで異常終了しました。異常終了時
の再開状況は '未確定' でした。

説明: これは、DB2 の内部エラーです。 DB2 のバッ
ファー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが、い
くつかのバッファー・マネージャー・リソースで矛盾が
生じていることを発見しました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB5UTX
システムの処置:

DB2 は異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 前の異常終了が起こった時点で、SDWA 可
変記録域 (VRA) に、機能別リカバリー・ルーチン
(FRR) パラメーター・リストが記録されています。
VRA を調べて、メディア管理プログラムが、メディア
管理プログラム要求ブロック (MMRB) を正しく渡した
かどうかを判別してください。 DB2 にエラーがあると
思われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00C200D7
説明: 延期されていた実行単位を再開しようとして、重
大な異常終了が起こりました。 異常終了時の再開状況
は '未確定' でした。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB5COM DSNB1CMS
システムの処置: DB2 は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00C200E0
説明: DB2 が、参照された仮想バッファー・プールを
作成できないため、表スペースまたは索引スペースにア
クセスすることができません。参照された仮想バッファ
ー・プール・サイズがゼロであり、これは、このバッフ
ァー・プールを活動化してはならないことを DB2 に示
すものです。 DB2 メッセージ DSNB602I が、オペレ
ーターに出され、エラーを通知します。この理由コード
と表スペースまたは索引スペースの名前が、カーソル表
(CT) に記録され、SQLCA でユーザーに示されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1OPP DSNB1OPS
システムの処置:
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SQLCODE -904 (リソース利用不能)

00C200E1
が、ユーザーに戻されます。 SVC ダンプと
SYS1.LOGREC の記録は要求されません。
システム・プログラマーの応答: ssnmDBM1 アドレ
ス・スペースの仮想記憶域の内容を分析した上で、さら
にとるべき処置を判断してください。必要に応じて、
ALTER TABLESPACE または ALTER INDEX ステー
トメントを使用して、影響を受ける表スペースまたは索
引を変更して、使用可能なバッファー・プールを示すよ
うにしてください。使用可能なバッファー・プールを判
別するには、 DISPLAY BUFFERPOOL コマンドを使用
してください。必要であれば、ALTER BUFFERPOOL
コマンドを使用して、障害のあるバッファー・プールの
VPSIZE をゼロ以外の値にセットして、そのバッファ
ー・プールを活動化してください。
00C200E1
説明: 要求している機能がアクセスする必要のあるデー
タ・セットを、 DB2 のバッファー・マネージャー
(BM) サブコンポーネントがオープンできません。
VSAM データ・セットをオープンするために呼び出し
た、メディア管理プログラムの CONNECT 機能が、エ
ラーを戻しました。オペレーターにエラー状況を通知す
る、DB2 メッセージ DSNB204I が出されました。カー
ソル表 (CT) に理由コードとデータ・セット名が記録さ
れ、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示されま
す。

00C200E2
説明: 要求している機能が必要とするデータ・セット
を、DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコン
ポーネントがオープンできません。 VSAM データ・セ
ットを割り振るために呼び出された動的割り振り機能
が、エラーを戻しました。 DB2 メッセージ DSNB207I
で、オペレーターにエラー状況が通知されました。カー
ソル表 (CT) に理由コードとデータ・セット名が記録さ
れ、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示されま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1OST
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 この異常終了状況は、 SYS1.LOGREC
に記録されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。システム・プログラマーがエラーを訂正したあ
と、アプリケーションを再度呼び出してください。
システム・プログラマーの応答: DSNB207I メッセージ
で、動的割り振り機能が戻したエラー・コードが、外部
に示されます。このエラー・コードの説明については、
該当の MVS 資料を参照してください。この状況を訂正
した上で、ユーザーにアプリケーションを再び呼び出す
ように通知してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1OST

問題判別: レジスター 8 に、予期しない動的割り振り
の戻りコードが保管されています。障害の原因を判別す
るのに、この値が役立つ場合があります。

システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 この異常終了状況は、 SYS1.LOGREC
に記録されます。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、10、12。

オペレーターの応答:
てください。

00C200E5

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: システム・メッセージ
IEC161I と DB2 メッセージ DSNB204I を参照して、エ
ラーの原因の判別に役立ててください。 この状況を訂
正した上で、ユーザーにアプリケーションを再び呼び出
すように通知してください。
問題判別: 予期しないメディア管理プログラムの戻りコ
ードが、レジスター 8 に保管されています。この値
は、障害の原因を判別するのに役立つ場合があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、10、12。

説明: 要求している機能が必要としている、あるデー
タ・セットに対する入出力操作を、 DB2 のバッファ
ー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが、実行す
ることができません。バッファー・マネージャー入出力
機能が、論理的な入出力エラーを検出しました。この論
理入出力エラーは、要求されたページ (読み取り操作)
が、データ・セットのエラー・ページの範囲にあること
を示しています。カーソル表 (CT) に理由コードとデー
タ・セット名が記録され、 SQLCA またはメッセージで
ユーザーに示されます。
次の CSECT が、この異常終了理由コードを出します。
DSNB1GET
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。システム・プログラマーがエラーを訂正したあ
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00C200E6
とで、アプリケーションを呼び出してください。
オペレーターの応答: -DISPLAY DB コマンドを使用し
て、エラー・ページの範囲を調べてください。 システ
ム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: エラー・ページ範囲
は、コンソール・シートからでも、 -DISPLAY DB コ
マンドででも、突き止めることもできます。リカバリ
ー・ユーティリティーを使用して、エラー・ページを訂
正した上で、ユーザーにアプリケーションを再び呼び出
すように連絡してください。 DB2 にエラーがあると思
われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、10、
12。

説明: 仮想記憶域が不十分なため、(SQLCA で示され
た) 仮想バッファー・プールを作成することができませ
ん。オペレーターにエラーを通知するメッセージ
DSNB603I または DSNB605I が出されました。この理
由コードおよびバッファー・プール ID はカーソル表
(CT) に記録され、 SQLCA またはメッセージでユーザ
ーに示されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIBMOC、 DSNIWKFD、 DSNB1ABS、
DSNB1AHS、 DSNB1BHP、 DSNB1BVP、
DSNB1CHS。
システムの処置: SQLCODE -904 (リソース利用不能)
が、ユーザーに戻されます。 SVC ダンプと
SYS1.LOGREC の記録は要求されません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00C200E6
説明: 要求している機能が必要としている、あるデー
タ・セットに対する入出力操作を、 DB2 のバッファ
ー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが、実行す
ることができません。事前形式設定処理中の過程で、メ
ディア管理プログラムが永続入出力エラーを検出しまし
た。カーソル表 (CT) に理由コードとデータ・セット名
が記録され、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示
されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB5FOR
システムの処置:
に戻されます。

00C200E8

'リソース利用不能'コードがユーザー

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。システム・プログラマーがエラーを訂正したあ
とで、アプリケーションを呼び出してください。
システム・プログラマーの応答: リカバリー・ユーティ
リティーを使用して、データ・セット全体をリカバリー
した上で、ユーザーにアプリケーションを再び呼び出す
ように通知してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、10、
12。
発生した入出力エラーのタイプを示す IOS エラー・メ
ッセージが出ていないか、 MVS コンソール・ログを調
べてください。 IOS メッセージが出ていた場合には、
そのメッセージに関する問題判別の指示に従ってくださ
い。

システム・プログラマーの応答: ssnmDBM1 アドレ
ス・スペースの仮想記憶域の内容を分析した上で、さら
にとるべき処置を判断してください。必要に応じて、
ALTER TABLESPACE または ALTER INDEX ステー
トメントを使用して、別のバッファー・プールを使用す
る旨を示してください。あるいは、ALTER
BUFFERPOOL コマンドを使用して、すべてのバッファ
ー・プールで仮想記憶域の使用量の均衡を保つようにし
てください。
00C200E9
説明: (SQLCA で示された) 仮想バッファー・プールの
バッファーのすべてが、置き換え不能状態にあるため、
仮想バッファー・プールにバッファーを割り当てること
ができません。 (バッファーの中に、アクティブな状態
で参照されているページ、または書き込みが保留されて
いる更新済みページが含まれていると、バッファーは置
き換え不能状態になります。)
メッセージ DSNB601I が出され、オペレーターにエラ
ーが通知されました。この理由コードおよびバッファ
ー・プール ID はカーソル表 (CT) に記録され、
SQLCA またはメッセージでユーザーに示されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1GWB、DSNIBMOC、DSNIWKFD
システムの処置: SQLCODE -904 (リソース利用不能)
が、ユーザーに戻されます。 SVC ダンプと
SYS1.LOGREC の記録は要求されません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 スレッドの数を
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00C200EA • 00C200ED
減らして、並行活動を少なくするか、または必要に応じ
て、 ALTER BUFFERPOOL コマンドを使用して、障害
のある仮想バッファー・プールのサイズを大きくしてく
ださい。
00C200EA
説明: 他のクレーム側が、オブジェクトを保持し、クレ
ーム・カウントが 0 になるのを待機していたドレーン
要求がタイムアウトになったため、 DB2 は、オブジェ
クト (表スペース、索引スペース、または区画) 上でド
レーン機能を実行することができません。
システムの処置: グループ・バッファー・プール
(GBP) の失敗に続いて、自動グループ・バッファー・プ
ール・リカバリー保留 (GRECP) オブジェクトをリカバ
リーしようとして、DB2 が問題を検出した場合は、DB2
は DSNB350I または DSNB351I のメッセージを理由コ
ードとともに、コンソールに出して、オブジェクトを自
動的にリカバリーできないことを示します。

|

これ以外の場合は、'リソース利用不能' の戻りコードお
よび理由コードが要求側機能に送り返されます。DB2
メッセージ DSNT500I がコンソールに送られます。理
由コードおよびオブジェクト名はカーソル表 (CT) に記
録されており、SQLCA またはメッセージでユーザーに
示されます。
システム・プログラマーの応答:
をとってください。

以下のいずれかの処置

v 必要に応じて、インストール・パネル DSNTIPI のユ
ーティリティー・タイムアウト因数を再度、検討して
増やします。
v オブジェクトに対して -DISPLAY DB CLAIMERS コ
マンドを使用して、このオブジェクトを保持している
スレッドを見つけます。これらのスレッドを終了させ
るか、あるいはこのオブジェクトを保持しているスレ
ッドがなくなるまで待ってください。その後、アプリ
ケーションを再び呼び出します。
DSNB350I または DSNB351I メッセージが出た場合
は、上記の処置を実行したあとで、 DSNB350I または
DSNB351I の「システム・プログラマーの応答」に示さ
れている、GRECP オブジェクトをリカバリーしてくだ
さい。
00C200EB
説明: データ共用グループ・メンバーがオブジェクト
(表スペース、索引スペース、または区画) に対するグロ
ーバル・ドレーン要求を実行できません。グループのピ
ア機能メンバーが、そのオブジェクトに保存ロックをか
けています。 メッセージ DSNT501I がコンソールに送
信され、状況が報告されます。

システムの処置: 「リソース利用不能」を示す戻りコー
ド、理由コード、オブジェクト名が、この要求を出した
機能に戻されます。
システム・プログラマーの応答: LOCKS オプションを
指定して DISPLAY DATABASE コマンドを使用し、保
存ロックをかけているメンバーの名前を表示します。
これらのサブシステムを再始動し、'リソース利用不能'
状態を除去する必要があります。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1DRA
00C200EC
説明: DB2 データ共用グループのメンバーが、オブジ
ェクト (表スペース、索引スペース、または区画) に対
するグローバル・ドレーン要求を実行できませんでし
た。 何らかのエラーが生じたため、グループ内の 1 つ
または複数の DB2 がオブジェクトのドレーンに失敗し
ました。 要求を実行している DB2、およびピア機能
DB2 の両方が、 DB2 メッセージ DSNT500I をコンソ
ールに送信し、問題を報告します。
システムの処置: 'リソース利用不能' を示す戻りコー
ド、理由コード、およびオブジェクト名が、この要求を
出した機能に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: コンソールから
DSNT501I メッセージを探し、対応する理由コードとエ
ラー・コードを分析します。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1DRA
00C200ED
説明: データ共用環境において、SUBPAGES 値が 1
より大きいタイプ 1 索引の使用を要求したため、索引
がグループ・バッファー・プール従属になったことを
DB2 が検出しました。 DB2 では、SUBPAGES 値が 1
より大きいタイプ 1 索引をグループ・バッファー・プ
ール従属にすることはできません。
システムの処置: 索引の使用は許されません。
ユーザーの処置: 索引をグループ・バッファー・プール
従属モードで使用する場合は、索引をタイプ 2 索引に
変換するか、または SUBPAGES が 1 のタイプ 1 索引
に変換しなければなりません。
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00C200EE
00C200EE
説明: バッファーにアクセスするための十分な内部
ssnmDBM1 アドレス・スペースが DB2 にないため、仮
想バッファー・プール (SQLCA で示される) 用の
VPTYPE(DATASPACE) バッファーにアクセスできませ
んでした。
システムの処置: SQLCODE -904 (リソース利用不能)
が、ユーザーに戻されます。 SVC ダンプと
SYS1.LOGREC の記録が要求されます。この理由コード
とバッファー・プール ID は、 SQLCA またはメッセー
ジでユーザーに示されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
DB2 スレッドの数を減らして、並行活動を少なくする
か、または必要に応じて、 VPTYPE(PRIMARY) 仮想バ
ッファー・プールがある場合は、VPTYPE(DATASPACE)
に変換して、 ssnmDBM1 アドレス・スペース・ストレ
ージをいくつか解放します。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

| 00C200EF
| 説明: DB2 は必要なデータ・セットをオープンできま
| せん。DB2 カタログに保管されているこのデータ・セ
| ット属性は、現在実行中の DFSMS のバージョンではサ
| ポートされていません。
|
|

この理由コードとデータ・セット名は SQLCA またはメ
ッセージに記録されます。

|
|

システムの処置:
に戻されます。

|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: このデータ・セット
は、DB2 が DFSMS バージョン 1 リリース 5 または
それ以降のリリースで実行されていないかぎりオープン
できません。このデータ・セットは、拡張アドレッシン
グ機能データ・クラスとも関連付けられていなければな
りません。

'リソース利用不能'コードがユーザー

システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。エラーは SYS1.LOGREC に書き込まれます
が、ダンプは抑制され、機能リカバリー時に異常終了し
た操作が再試行されます。 P ロックを要求してこのメ
ンバーにネゴシエーションを生じさせた別のグループ・
メンバーは、リソースを利用できないことを示すコード
00C20252 を受け取り、その P ロック要求は拒否されま
す。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB5SCM
00C200F1
説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントが、DB2 データ・セットを割り振り解除
することができません。データ・セットの割り振りを解
除するために呼び出された動的割り振り解除機能が、エ
ラーを戻しました。 カーソル表 (CT) に理由コードと
データ・セット名が記録され、 SQLCA またはメッセー
ジでユーザーに示されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1CST
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 SVC ダンプと SYS1.LOGREC の記録
が要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 予期しない動的割り振り解除理由コードがレ
ジスター 8 に保管されています。問題の原因を判別す
るのに、そのコードが役立ちます。 エラー・コードの
説明については、該当の MVS 資料を参照してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。1、2、5、10、12。
00C200F2

00C200F0
説明: 物理ロック (P ロック) のネゴシエーション中に
グループ・バッファー・プールにページを書き込もうと
して、DB2 が IXLCACHE 要求でエラーを検出しまし
た。
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説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントが、DB2 データ・セットをクローズでき
ません。データ・セットをクローズするために呼び出し
た、メディア管理プログラムの DISCONNECT 機能が、
エラーを戻しました。この理由コードおよびデータ・セ

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00C200F3 • 00C200F6
ット名はカーソル表 (CT) と SQLCA またはメッセージ
に記録されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1CST
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 SVC ダンプと SYS1.LOGREC の記録
が要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 予期しなかったメディア管理プログラム切断
理由コードがレジスター 8 に保管されています。障害
の原因を判別するために役立つ場合があります。オペレ
ーター・コンソール・シートから対応する IEC161I メ
ッセージを見つけ出し、該当の MVS 資料を参照して、
エラーの原因の判別に役立ててください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。1、2、 5、10、12。

00C200F4
説明: DB2 が以下のロックを獲得できませんでした。
v 表スペースの SYSLGRNG または SYSLGRNX 記録
ロック
v ページ・セットまたは区画に対するグループ・バッフ
ァー・プールに依存する変換ロック
v グループ・バッファー・プールの開始ロックまたは停
止ロック
v ALTER BUFFERPOOL ロック
IRLM LOCK 要求がストレージ不足条件を検出しまし
た。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 この理由コードは、カーソル表 (CT)
に記録され、SQLCA またはメッセージでユーザーに示
されます。
ユーザーの処置: 失敗したアプリケーションを再実行依
頼してください。
問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
から出ます。 DSNB1SCR、DSNB1DLK
00C200F6

00C200F3
説明:

DB2 が以下のロックを獲得できませんでした。

v 表スペースの SYSLGRNG または SYSLGRNX 記録
ロック
v ページ・セットまたは区画に対するグループ・バッフ
ァー・プールに依存する変換ロック
v グループ・バッファー・プールの開始ロックまたは停
止ロック
v ALTER BUFFERPOOL ロック
IRLM LOCK 要求が、タイムアウト・エラーを検出しま
した。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 この理由コードおよびデータ・セット
名は、カーソル表 (CT) に記録され、SQLCA またはメ
ッセージでユーザーに示されます。
ユーザーの処置: 失敗したアプリケーションを再実行依
頼してください。
問題判別: この異常終了理由コードは、以下の CSECT
によって出されます。 DSNB1SCR、DSNB1DLK

説明: 要求している機能がアクセスする必要のあるデー
タ・セットを、 DB2 のバッファー・マネージャー
(BM) サブコンポーネントがオープンできません。 この
データ・セットは、 DFHSM がマイグレーションした
ものであり、アクセスする前に再呼び出ししなければな
りません。ご使用のシステムで RECALL (yes) オプシ
ョンを選択したために、マイグレーションされたデー
タ・セットの再呼び出しを開始しました。RECALL オ
プションで指定された時間が経過しましたが、再呼び出
しが完了していません。
カーソル表 (CT) に理由コードとデータ・セット名が記
録され、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示され
ます。示されたデータ・セット名と理由コードは最後に
要求したマイグレーション済みデータ・セットのもので
す。表スペースにこれ以外のマイグレーション済みデー
タ・セットが存在しているかもしれません。 存在する
データ・セットごとに、データ・セット名と理由コード
を含む DSNT500I メッセージがコンソールに送られて
います。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1RST
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 DSNT500I メッセージがコンソールに
送られます。
ユーザーの処置:

データ・セットが復元されたあとで、
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00C200F7
アプリケーション・プログラム、トランザクション、ま
たは照会を実行し直してください。 必要に応じて、マ
イグレーション済みデータ・セットの状況を調べるよう
に、オペレーターに連絡してください。
00C200F7
説明: バッファーで見つかったページは、バッファー・
マネージャーが要求したページではありません。バッフ
ァー・マネージャーは戻されたページのページ番号と要
求したページ番号を比較して、このエラーを検出しまし
た。 このエラーは、次のいずれかの原因で起こった可
能性があります。
v VTOC または VVDS のいずれかに損傷があるため、
複数のデータ・セットが DASD の同じエクステント
を占有している。
v DB2 以外の機能または DB2 保守援助機能が、ペー
ジを誤って変更した。
v DB2 内部のエラーにより、ページが損傷を受けた。
問題判別には、リカバリー・ログが必要となります。
次の CSECT が、この異常終了理由コードを出します。
DSNB1GET
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 次の汎用レジスター (GPR) に、示された診
断情報が入っています。
GPR
7
8

内容
ページ・バッファーのアドレス
ページ・セット・ブロック (PB) のアドレス

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、10、 12、28、
29、30。
00C200F8
説明: DB2 のバッファー・マネージャー (BM) サブコ
ンポーネントが、データ・セットの入出力操作を実行で
きません。 バッファー・マネージャー入出力機能が、
物理的な入出力エラーを検出しました。
カーソル表 (CT) に理由コードとデータ・セット名が記
録され、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示され
ます。
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この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1GET DSNB5COM
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 このデータ・セットに関して
DSNB224I メッセージが、すでに 10 回出ていない限
り、出されます。
この入出力が書き込み操作であるか、あるいは再始動ま
たはロールバック時に行われた読み取り操作である場合
には、データ・セットのエラー・ページ範囲は更新され
ます。このデータ・セットについて、データ・セット名
と対応する入出力エラー・ページ範囲を示す DSNU086E
メッセージが、すでに 10 回出ていない限り、出されま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。システム・プログラマーがエラーを訂正したあ
とで、アプリケーションを呼び出してください。
オペレーターの応答: -DISPLAY DB コマンドを使用し
て、エラー・ページの範囲を調べてください。 システ
ム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: エラー・ページ範囲
は、コンソール・シートからでも、 -DISPLAY DB コ
マンドでも、突き止めることができます。リカバリー・
ユーティリティーを使用して、エラー・ページを訂正し
た上で、ユーザーにアプリケーションを再び呼び出すよ
うに連絡してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、10、
12。
発生した入出力エラーのタイプを示す IOS エラー・メ
ッセージが出ていないか、 MVS コンソール・ログを調
べてください。 IOS メッセージが出ていた場合には、
そのメッセージに関する問題判別の指示に従ってくださ
い。
00C200F9
説明: 要求している機能がアクセスする必要のあるデー
タ・セットを、DB2 がオープンできません。このデー
タ・セットは HSM がマイグレーションしたデータ・セ
ットなので、アクセスする前に再呼び出ししなければな
りません。 DB2 がマイグレーション済みデータ・セッ
トの再呼び出しを開始しようとしましたが、失敗しまし
た。
カーソル表 (CT) に理由コードとデータ・セット名が記
録され、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示され
ます。示されている名前と理由コードは、最後に要求さ
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00C200FA • 00C200FE
れたマイグレーション済みデータ・セットのものです。
これ以外のマイグレーション済みデータ・セットが存在
しているかもしれません。 存在しているデータ・セッ
トごとに、データ・セット名と理由コードを示すメッセ
ージ DSNT500I がコンソールに送られています。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 DSNT500I メッセージがコンソールに
送られます。
ユーザーの処置: HSM コマンド (HRECALL) を出し
て、マイグレーション済みデータ・セットを復元してく
ださい。 データ・セットが、復元されたあとで、アプ
リケーション・プログラム、トランザクション、または
照会を実行し直してください。
問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。 DSNB1OST

00C200FC
説明: ページ・セットを物理的にオープンまたはクロー
ズするためのオープン・ロックを、 DB2 のバッファ
ー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが獲得でき
ません。IRLM LOCK 要求が、システム・エラーを検出
しました。 理由コード、データベースとページ・セッ
トの名前が、カーソル表 (CT) に記録されます。 これ
らは、 SQLCA またはメッセージで、ユーザーに示され
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1LCK
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。
ユーザーの処置: 失敗したアプリケーションを再実行依
頼してください。

00C200FA
説明: ページ・セットを物理的にオープンまたはクロー
ズするためのオープン・ロックを、 DB2 のバッファ
ー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが獲得でき
ません。IRLM LOCK 要求が、タイムアウト・エラーを
検出しました。 理由コード、データベースとページ・
セットの名前が、カーソル表 (CT) に記録されます。
これらは、 SQLCA またはメッセージで、ユーザーに示
されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1LCK
システムの処置:
に戻されます。

'リソース利用不能'コードがユーザー

ユーザーの処置: 失敗したアプリケーションを再実行依
頼してください。
00C200FB
説明: ページ・セットを物理的にオープンまたはクロー
ズするためのオープン・ロックを、 DB2 のバッファ
ー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが獲得でき
ません。IRLM LOCK 要求が、ストレージ不足状態を検
出しました。 理由コード、データベースとページ・セ
ットの名前が、カーソル表 (CT) に記録されます。 こ
れらは SQLCA またはメッセージで、ユーザーに示され
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNB1LCK
システムの処置:
に戻されます。

'リソース利用不能'コードがユーザー

ユーザーの処置: 失敗したアプリケーションを再実行依
頼してください。

00C200FD
説明: バッファー・マネージャーの入出力機能が検出し
たページのパリティー・フラグに関するエラーのため、
バッファー・マネージャーが、データ・セットに対する
入出力操作を実行できません。
次の CSECT が、この異常終了理由コードを出します。
DSNB1GET
システムの処置: 'リソース使用不能' 戻りコードがユー
ザーに戻されます。関連する理由コード 00C200FD、問
題のページ番号、ページ・セット名、およびデータベー
ス名が、カーソル表 (CT) に記録され、SQLCA でユー
ザーに示されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: エラー・ページは
SQLCA で見つけることができます。 リカバリー・ユー
ティリティーを使用して、エラー・ページを訂正した上
で、ユーザーにアプリケーションを再び呼び出すように
連絡してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合は、問題の識別お
よび報告について DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、10、
12。
00C200FE
説明: 要求している機能がアクセスする必要のあるデー
タ・セットを、DB2 がオープンできません。これは、
DFHSM がマイグレーションしたデータ・セットなの
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00C200FF • 00C20101
で、アクセスする前に再呼び出しする必要があります。
ご使用のシステムで RECALL (no) オプションを選択し
たため、マイグレーション済みデータ・セットの再呼び
出しが開始されませんでした。
カーソル表 (CT) に理由コードとデータ・セット名が記
録され、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示され
ます。示されたデータ・セット名と理由コードは最後に
要求したマイグレーション済みデータ・セットのもので
す。表スペースにこれ以外のマイグレーション済みデー
タ・セットが存在しているかもしれません。 存在して
いるデータ・セットごとに、データ・セット名と理由コ
ードを示すメッセージ DSNT500I がコンソールに送ら
れています。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 DSNT500I メッセージがコンソールに
送られます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。データ・セットを復元したあとで、アプリケー
ション・プログラム、トランザクション、または照会を
実行し直してください。
システム・プログラマーの応答: DFHSM コマンド
(HRECALL) を出して、マイグレーション済みデータ・
セットを復元してください。
問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。 DSNB1OST
00C200FF
説明: DB2 が並行オープン・データ・セットの MVS
限界に達したために、ページ・セットをオープンしよう
とする試みが失敗しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1OST
システムの処置: 'リソース利用不能' (SQLCODE -904)
がユーザーに戻され、要求されたオープンは実行されま
せん。理由コードとデータ・セット名が、カーソル表
(CT) に記録され、 SQLCA でユーザーに示されます。
DSNB207I メッセージがオペレーター・コンソールに表
示されます。 SVC ダンプと SYS1.LOGREC の記録は
要求されません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 並行する活動の数を制
限して、DB2 がオープンしたままにしておくページ・
セットの数を減らしてください。

00C20101
説明: データ・セットのヘッダー・ページと DBD の
共用属性が、矛盾しています。理由コードとデータ・セ
ット名が、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示さ
れます。
この理由コードは、以下の CSECT によって出されま
す。 DSNB1OPP
システムの処置: “リソース利用不能” コードがユーザ
ーに戻されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーの応答: 最初に、データベース
が共用であるかどうか、およびシステムがこのデータベ
ースを所有しているいるかどうかを判別してください。
これは、検査するデータベースの名前が入っている
SYSIBM.SYSDATABASE カタログ表に対して、
SELECT を出して ROSHARE 列を調べると判別できま
す。
それが ROSHARE OWNER データベースであることを
DB2 カタログが示している場合は、 REPAIR ユーティ
リティーまたは -STOP DATABASE コマンドを使用す
ると、問題を訂正することができます。 -STOP
DATABASE コマンドで、ヘッダー・ページを形式設定
し直して、DBD と矛盾がないようにします。
データベースが、このシステムで ROSHARE READ で
ある場合には、所有しているシステムでのこのデータベ
ースの定義を調べてください。 所有システムで、この
データベースが ROSHARE OWNER で定義されていな
い場合には、所有システムがそのデータベースをすでに
非共用に変更しているので、エラーが検出されたシステ
ムから表スペースまたは索引を除去する必要がありま
す。しかし、所有システムがデータベースを ROSHARE
OWNER で定義している場合には、所有システムから、
SPACENAM パラメーターを指定して、-STOP
DATABASE を出してください。このコマンドは、ヘッ
ダー・ページを所有システムの DBD に一致させて、変
更を DASD に強制的に適用し、このデータベースを他
のシステムで使用できるようにします。
データベースが共用でない場合は、REPAIR ユーティリ
ティーを使用しなければ、共用属性を訂正することはで
きません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』から、
次の診断項目を集めてください。 1。
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00C20102
00C20102

00C20104

説明: 読み取り専用システムが、不整合データ・セット
にアクセスしようとしました。理由コードとデータ・セ
ット名が、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示さ
れます。

説明: DSN1COPY ジョブ、または REPLACE RESET
を指定した REPAIR ユーティリティーが、共用デー
タ・セットをレベルダウンしたため、 DB2 はこの共用
データ・セットにアクセスできません。 理由コードと
データ・セット名が、 SQLCA またはメッセージでユー
ザーに示されます。

この理由コードは、以下の CSECT によって出されま
す。 DSNB1OPP
システムの処置: “リソース利用不能” コードがユーザ
ーに戻されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: このデータベースが
ROSHARE OWNER として定義されているシステムで、
次の作業を行ってください。
v -DISPLAY DATABASE コマンドを使用して、この表
スペースまたは索引に例外状態がないことを確認す
る。
v SPACENAM パラメーターを指定した -STOP
DATABASE コマンドを出して、この表スペースまた
は索引を停止させる。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

システムの処置: “リソース利用不能” コードがユーザ
ーに戻されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: このデータベースが
ROSHARE OWNER として定義されているシステムで、
次の作業を行ってください。
v -DISPLAY DATABASE コマンドを使用して、この表
スペースまたは索引に例外状態がないことを確認す
る。
v SPACENAM パラメーターを指定した -STOP
DATABASE コマンドを出して、この表スペースまた
は索引を停止させる。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

00C20103
説明: システム・ページにアクセスできないため、DB2
がデータ・セットにアクセスできません。この理由コー
ドとデータ・セット名は、SQLCA またはメッセージで
ユーザーに示されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1OPP
システムの処置: 「リソース利用不能」コードがユーザ
ーに戻されます。
ユーザーの処置:
ださい。

この理由コードは、以下の CSECT によって出されま
す。 DSNB1OPP

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: システム・ページにア
クセスできない理由を、エラー発生時にコンソールに表
示されたエラー・メッセージで調べるか、または
-DISPLAY DATABASE コマンドを出して判別してくだ
さい。適切な処置をとって、この状況を訂正してくださ
い。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

00C20105
説明: ページ・セット作成タイム・スタンプが、ヘッダ
ー・ページと DBD の間で一致していません。理由コー
ドとデータ・セット名が、 SQLCA またはメッセージで
ユーザーに示されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1OPP
システムの処置: “リソース利用不能” がユーザーに戻
されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 最初に、データベース
が共用であるかどうか、およびシステムがこのデータベ
ースを所有しているいるかどうかを判別してください。
これは、検査するデータベースの名前が入っている
SYSIBM.SYSDATABASE カタログ表に対して、
SELECT を出して ROSHARE 列を調べると判別できま
す。
データ・セットが、ROSHARE OWNER データベースに
あり、 CREATE TABLESPACE または CREATE
INDEX で障害が起こったのであれば、このタイム・ス
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00C20106
タンプの不一致は、表スペースまたは索引をすでに除去
したにもかかわらず、 DB2 がデータ・セットを削除で
きなかったことを示しています。この場合は CREATE
を行う前に、AMS DELETE CLUSTER を使用して、デ
ータ・セットを削除しなければなりません。
データ・セットが、ROSHARE OWNER データベースに
あり、 CREATE TABLESPACE または CREATE
INDEX 以外で、障害が起こったのであれば、まず最初
に SPACENAM パラメーターを指定して -STOP
DATABASE コマンドを出して、表スペースまたは索引
を停止させ、次に -START DATABASE コマンドを出し
てこれを始動させると、タイム・スタンプの不一致を訂
正することができます。 -STOP DATABASE コマンド
は、DBD から取り出した情報を用いて、ヘッダー・ペ
ージを形式設定し直します。
データ・セットが、ROSHARE READ データベースに
あり、タイム・スタンプが一致しない場合、所有システ
ムで、その表スペースまたは索引がいったん除去され
て、再作成されているため、このシステムでもこれを除
去して、再作成する必要があることを示しています。
共用以外のデータベースにデータ・セットがある場合、
ヘッダー・ページのタイム・スタンプ値は、REPAIR ユ
ーティリティーを使用しなければ、訂正することはでき
ません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
00C20106

00C20107
説明: ROSHARE OWNER データベースで更新が試み
られましたが、データ・セットが RO モードでオープ
ンされています。理由コードとデータ・セット名が、
SQLCA またはメッセージでユーザーに示されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1SWS DSNB5FOR
システムの処置: “リソース利用不能” コードがユーザ
ーに戻されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: SPACENAM パラメー
ターを指定した -STOP DATABASE コマンドを出し
て、この表スペース / 索引スペースを明示的に停止させ
てから、-START DATABASE ACCESS(RW) コマンド
を出してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
00C20108
説明: ROSHARE OWNER データベースのオブジェク
トにアクセスできません。 このデータベースを
ROSHARE READ として定義している少なくとも 1 つ
のシステムが、まだこのデータベースにアクセス中で
す。 理由コードとデータ・セット名が、 SQLCA また
はメッセージでユーザーに示されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1OST

説明: ROSHARE READ として定義されているデータ
ベースを更新しようとしました。理由コードとデータ・
セット名が、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示
されます。

システムの処置: “リソース利用不能” コードがユーザ
ーに戻されます。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1SWS DSNB5FOR

ユーザーの処置:
ださい。

システムの処置: “リソース利用不能” コードがユーザ
ーに戻されます。

システム・プログラマーの応答: データベースを
ROSHARE READ として定義しているシステムが、こ
のデータベースにアクセス中でないことを確認してくだ
さい。このデータベースにアクセスしている ROSHARE
READ システムで、 SPACENAM パラメーターを指定
した -STOP DATABASE コマンドを出してください。

ユーザーの処置: このデータベースには、更新操作は許
されません。 更新する対象が正しかったかどうか、ま
た、データベースが ROSHARE READ として定義され
ているかどうかを確認してください。更新を行う必要が
ある場合には、ROSHARE OWNER として定義されてい
るシステムで、更新コマンドを出す必要があります。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

システム・プログラマーに通知してく

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
00C20109
説明: ROSHARE READ データベースのオブジェクト
にアクセスできません。 このデータベースを
ROSHARE OWNER として定義しているシステムが、ま
だ RW アクセス中です。理由コードとデータ・セット
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00C2010A • 00C2010C
名が、 SQLCA またはメッセージでユーザーに示されま
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1OST
システムの処置: “リソース利用不能” コードがユーザ
ーに戻されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: このデータベースが
ROSHARE OWNER として定義されているシステムで、
次の作業を行ってください。

00C2010B
説明: DB2 が ROSHARE に定義されているデータベ
ースの共用データ・セットをオープンしようとしました
が、そのデータ・セットは SHAREOPTIONS(1,3) で定
義されていないため、アクセスできません。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 理由コードとデータ・セット名が、
SQLCA またはメッセージでユーザーに示されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

v SPACENAM パラメーターを指定した -STOP
DATABASE コマンドを出して、この表スペースまた
は索引を停止させる。

システム・プログラマーの応答: このデータ・セットが
実際に共用データベースにあることを確認し、IDCAMS
LISTCAT を使用して SHAREOPTIONS を調べてくださ
い。 あれば、AMS ALTER SHAREOPTIONS を使用し
て、データ・セットを SHAREOPTIONS(1,3) に変更
し、失敗したアプリケーションを再実行依頼してくださ
い。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

00C2010A

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1OST

v -DISPLAY DATABASE コマンドを使用して、この表
スペースまたは索引に例外状態がないことを確認す
る。

説明: DB2 は ROSHARE READ データベースにある
共用データ・セットをオープンしようとしましたが、シ
ステムはそのデータ・セットを突き止めることができま
せん。表スペースまたは索引が、すでに所有システムか
ら除去されている可能性があります。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 理由コードとデータ・セット名が、
SQLCA またはメッセージでユーザーに示されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: IDCAMS LISTCAT を
実行して、このデータ・セットが存在することを確認し
てください。 関連する表スペースまたは索引が、
ROSHARE OWNER として定義されたデータベースに存
在するかどうかを確かめてください。存在しない場合に
は、このデータベースを ROSHARE READ として定義
しているすべてのシステムで、 DROP TABLESPACE
または DROP INDEX を出してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1OST

00C2010C
説明: DB2 でデータ・セットをクローズする準備がで
きたが、VSAM ボリューム・データ・セット (VVDS)
の高使用頻度 RBA を更新することができませんでし
た。 VVDS を更新して、RECOVER、LOAD、または
REORG ユーティリティー・ジョブがロードしたデータ
を反映する必要があります。 VSAM メディア管理プロ
グラムの戻りコードを示した、メッセージ DSNB200I
が、コンソールに出されます
カーソル表 (CT) に理由コードとデータ・セット名が記
録され、 SQLCA またはメッセージで示されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1CST
システムの処置: ’リソース利用不能’ コードがユーザ
ーに戻されます。 DSNB200I メッセージがコンソール
に出されます DB2 は、データ・セットのクローズ処理
を続行します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに連絡してく
ださい。 システム・プログラマーがエラーを訂正した
後で、RECOVER、LOAD、または REORG ジョブを再
始動または再実行してください。
システム・プログラマーの応答: システム・メッセージ
IEC161I と DB2 メッセージ DSNB200A を参照して、
エラーの原因を判別する助けとしてください。この状況
第 32 章 DB2 コード
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00C2010D • 00C20111
システムの処置: 要求を出した実行単位は、異常終了
し、診断ダンプがとられ、次にリカバリーし、
SQLCODE -904 (リソース利用不能) が 00C20031 の理
由コードとともにユーザーに戻されます。 リソース名
も提供されます。

を訂正した上で、アプリケーションを再呼び出しするよ
うにユーザーに連絡してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。
1、10、11。

ユーザーの処置: リソースが利用不能である理由をシス
テム・プログラマーにたずねてください。
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを印刷してください。

00C2010D
説明: 予期していないレベルの ID があったため、DB2
は必要なデータ・セットをオープンできませんでした。
理由コードとデータ・セット名が、SQLCA またはメッ
セージで示されます。
システムの処置: 'リソース利用不能' コードがユーザー
に戻されます。 このデータ・セットに関してメッセー
ジ DSNB232I がまだ出ていない場合は、このメッセー
ジがコンソールに出されます。 DB2 が、データ・セッ
トのオープンに失敗しました。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: メッセージ DSNB232I
を参考に、エラーの原因を判別してください。ユーティ
リティーの REPAIR LEVELID を実行するか、表スペー
スまたは索引をリカバリーするかして、ユーザーにアプ
リケーションを再実行するように連絡してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1OPD
00C2010E
説明: これは、DB2 の内部エラーです。 DB2 が論理
ページ・リスト (LPL) にページを追加しようとして、
問題が生じました。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡
し、SYS1.LOGREC を印刷して、SVC ダンプを要求し
てください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1LPL

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1LTX、DSNB1LTS。

|

00C20110

|
|
|
|
|

説明: 最高位のフォーマット済みページ (DB2 によっ
てヘッダー・ページに記録された) が、VSAM の高使用
頻度 RBA から取得したページより高位にあるため、
DB2 は表スペース、索引、または区画にアクセスでき
ません。

|
|

このエラーの理由コードとデータ・セット名は、SQLCA
またはメッセージに示されます。

|
|

システムの処置: DB2 は、ユーザーに「リソース利用
不能」コードを戻します。

|
|
|

システム・プログラマーの応答: オブジェクトへのアク
セスを可能にするには、次のいずれかの処置を行ってく
ださい。

|
|
|

v RECOVER または REBUILD ユーティリティー、
DSN1COPY、またはその他の手段で、オブジェクトを
整合した状態に戻す。

|
|

v LOAD REPLACE ユーティリティーを使用してデータ
を置き換える。

|
|
|
|
|
|

v 現在の状態でデータへのアクセスを許可する。
REPAIR LEVELID ユーティリティーを使用して、
VSAM 高使用頻度 RBA と整合するようにヘッダ
ー・ページ内の高使用頻度ページ番号を再設定しま
す。この結果、データの不整合が生じることがありま
す。

| 問題判別: FORMAT オプションを指定して
| DSN1PRNT を実行し、HPGHPREF の値を検査して、ヘ
| ッダー・ページ内にある高位のフォーマット済みページ
| 番号を判別します。
| データ・セットに対して IDCAMS LISTCAT を実行す
| ることにより、VSAM 高使用頻度 RBA を判別するこ
| ともできます。

00C2010F
説明: 'リソース利用不能' の理由コードとして、
00C20031 が戻された後、このダンプが、ページ・ラッ
チのタイムアウト問題を診断する上で助けとなります。
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# 00C20111
# 説明: 複数のストライプを使用して定義された、ペー
# ジ・サイズ 8K、16K、または 32K のデータ・セットに
# アクセスしようとしました。部分書き込みを常時検出で
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# きないため、8K、16K、または 32K のページ・サイズ
# のデータ・セットをストライピングすることは DB2 に
# よって許可されません。

リリース・レベルの DB2 にアクセスできません。

# システムの処置: ’リソース利用不能’ コードがユーザ
# ーに戻されます。この理由コードとデータ・セット名
# は、SQLCA でユーザーに示されます。

v まだメッセージ DSNB301E が出ていない場合は、こ
のメッセージが理由コードとともにコンソールに送ら
れ、接続障害が生じたことを知らせます。

#
#
#
#
#
#
#

v SQLCODE -904 (リソース利用不能) がこの理由コー
ドとともにユーザーに戻されます。リソース・タイプ
とリソース名も戻されます。

システム・プログラマーの応答: データ・セットが複数
のストライプを使用して定義されていないことを確認し
てください。このデータ・セットの DFSMS ストレー
ジ・クラスの割り当てを変更するか、データ・セットが
割り当てられている先のストレージ・クラスの指定を変
更して、複数のストライプが使用されないようにしてく
ださい。

# データ・セットのストライピングを使用可能または使用
# 不可にする方法について詳しくは、「OS/390 DFSMS:
# Using Data Sets」を参照してください。

システムの処置:
す。

DB2 は次のいずれかの処置を行いま

ユーザーの処置: システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマーの応答:
とってください。

次のいずれかの処置を

# ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
# ださい。

v 新しいリリース・レベルの DB2 から -ALTER
GROUPBUFFERPOOL コマンドを出して新しいオプ
ションを除去してください。すると、古いリリース・
レベルの DB2 がグループ・バッファー・プールにア
クセスできるようになります。

| 00C20200

v 古いリリース・レベルを現在のリリースにマイグレー
ションしてください。

| 説明: 索引のフォーマットが正しくないため DB2 は必
| 要な索引データ・セットをオープンできませんでした。
| たとえば、DB2 カタログがタイプ 2 を示しているの
| に、そのデータ・セットがタイプ 1 としてフォーマッ
| トされている可能性があります。
|
|

理由コードと索引データ・セット名が、SQL 連絡域ま
たは関連メッセージにあります。

|
|

システムの処置:
に戻されます。

|
|

オペレーターの応答:
てください。

|
|
|

システム・プログラマーの応答: RECOVER ユーティ
リティーを使って、索引を一貫性のある状態に戻しま
す。

|
|

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1OPP

'リソース利用不能' コードがユーザー
システム・プログラマーに通知し

00C20203
説明: DB2 がグループ・バッファー・プールに接続で
きません。 グループ・バッファー・プールは、このリ
リース・レベルの DB2 では使用できません。 この
DB2 サブシステムは、別のリリース・レベルの DB2 メ
ンバーを含むデータ共用グループのメンバーになってい
ます。古いリリースの DB2 ではサポートしていないグ
ループ・バッファー・プールのオプションを、新しいリ
リース・レベルの DB2 が指定しました。このオプショ
ンがあるために、グループ・バッファー・プールが古い

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1GC0
00C20204
説明: IXLCONN 要求で、MVS が問題を検出したた
め、DB2 はグループ・バッファー・プールに接続でき
ません。
システムの処置: SQLCODE -904 (リソース利用不能)
とグループ・バッファー・プール名がユーザーに戻され
ます。 IXLCONN コードについて、理由コードと
IXLCONN コードを含むメッセージ DSNB301E がまだ
出ていない場合、このメッセージがコンソールに出され
ます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
問題判別: IXLCONN 要求が戻す理由コードが、メッセ
ージ DSNB301E で示されます。
結合機構のストレージが十分にないために接続の問題が
生じた場合、関連している結合機構に利用可能なストレ
ージを追加するか、またはアクティブな MVS CFRM
管理ポリシーを変更して、結合機構構造を別の結合機構
に定義し直して、ストレージの制約を緩和するように、
MVS システム管理者に連絡してください。別の方法と
して、データベース管理者に、DB2 間共用ページ・セ
ットを別の DB2 バッファー・プールに割り当て直して
もらうこともできます。
MVS IXLCONN の理由コードについては、「MVS/ESA
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00C20205
プログラミング: シスプレックス・サービス 解説書」を
参照してください。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

この異常終了の理由コードは、次の CSECT によって出
されます。 DSNB1GC1

システム・プログラマーの応答: グループ・バッファ
ー・プールが DAP 状態になると、メッセージ
DSNB304I が出され、 DAP 状態が消えると、メッセー
ジ DSNB305I が出されます。 障害評価処理の過程で
DB2 は、失敗した結合機構構造のどのページのペー
ジ・セットと区画を変更してリカバリーさせる必要があ
るのかを、判断する必要があります。この基準に当ては
まる各ページ・セット / 区画は、 'グループ・バッファ
ー・プール REBUILD 保留 (GRECP) ' 状態になりま
す。 GRECP 状態のページ・セット / 区画は、リカバ
リーされるまで読み取りも更新もできません。

00C20205
説明: グループ・バッファー・プールが障害評価保留
(DAP) 状態になっていたため、DB2 がグループ・バッ
ファー・プールにアクセスできませんでした。
システムの処置:
置を取ります。

DB2 は、状況によって次のような処

v DB2 がグループ・バッファー・プールからページを
読み取ろうとして、グループ・バッファー・プールが
DAP 状態にあることがわかった場合、以下の処置を
取ります。
– SQLCODE -904 (リソース利用不能) がこの理由コ
ードとともにユーザーに戻されます。グループ・バ
ッファー・プールの名前も戻されます。
v ロールバック、バックアウト、または再始動のために
グループ・バッファー・プールからページを読み取ろ
うとして、グループ・バッファー・プールが DAP 状
態にあることがわかった場合、 DB2 は以下の処置を
取ります。
– ページ・セットの論理ページ・セット (LPL) にペ
ージを追加します。
– メッセージ DSNB250E を、この理由コードととも
にコンソールに出します。
v グループ・バッファー・プールにページを書き込もう
として、グループ・バッファー・プールが DAP 状態
にあることがわかった場合、 DB2 は以下の処置を取
ります。
– ページ・セットの論理ページ・セット (LPL) にペ
ージを追加します。
– メッセージ DSNB250E を、この理由コードととも
にコンソールに出します。
v グループ・バッファー・プールに接続しようとして、
DAP 状態になるか、または 接続が成功した後で、グ
ループ・バッファー・プールのバージョン ID が一致
していないことがわかった場合、 DB2 は以下の処置
を取ります。
– このグループ・バッファー・プールに障害評価処理
を起動します。
– SQLCODE -904 (リソース利用不能) がこの理由コ
ードとともにユーザーに戻されます。グループ・バ
ッファー・プールの名前も戻されます。
– まだメッセージ DSNB301E (この理由コードを含
む) が出ていない場合は、このメッセージがコンソ
ールに出ます。
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問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1GC0
00C20206
説明: 現在論理ページ・リスト (LPL) にあるページに
アクセスしようとしました。 LPL ページは、影響を受
けるページ・セットのリカバリーが完了するまでは利用
することができません。
システムの処置: SQLCODE -904 (リソース利用不能)
がこの理由コードとともにユーザーに戻されます。リソ
ース名も提供されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマーの応答: LPL にあるページ・
セットに対して、RECOVER ユーティリティーまたは
-START DATABASE コマンドを使用してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1LPL DSNB1GET DSNB1SWS
00C20207
説明: 接続処理中に DB2 システム・エラーが生じたた
め、 DB2 はグループ・バッファー・プールに接続でき
ませんでした。 DB2 の内部問題です。
システムの処置: SYS1.LOGREC 項目が生成され、こ
の状態の原因となった異常終了に関する SVC ダンプが
要求されます。リソースとラッチのリカバリーした後、
再試行できる場合、DB2 は再試行します。 SQLCODE
-904 (リソース利用不能) がこの理由コードとグルー
プ・バッファー・プール名とともに戻されます。まだメ
ッセージ DSNB301E (この理由コードを含む) が出てい
ない場合は、このメッセージがコンソールに出ます。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
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この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1GC1

v ACCESS FORCE を指定した START DATABASE
(これは、お勧めしません。このオプションを指定す
ると、データに矛盾が生じる場合があります。)

00C20208

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1OPP

説明: ユーザーが、グループ・バッファー・プール依存
ページ・セット、または区画にアクセスしようとしまし
た。しかし、ハードウェア・システム域 (HSA) に、ロ
ーカル・キャッシュ・ベクトル (LCV) を割り振る十分
なストレージがなかったので、DB2 メンバーは、グル
ープ・バッファー・プールに接続することが、できませ
んでした。
システムの処置: DB2 は、グループ・バッファー・プ
ールを切断し、 DSNB301E がまだ出ていない場合は、
この理由コードとともに出します。 DSNB301E は通
常、DSNB306I メッセージの後に出ます。
SQLCODE -904 がこの理由コードとともに戻されま
す。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマーの応答:
を参照してください。

メッセージ DSNB306I

問題判別:
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る、次の診断項目を集めてください。 1,
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1GC1
00C20210
説明: 現在グループ・バッファー・プール・リカバリー
保留 (GRECP) 状況にあるページ・セットまたは区画に
アクセスしようとしました。
システムの処置: SQLCODE -904 (リソース使用不能)
がこの理由コードとともに戻されます。リソース名も提
供されます。 GRECP ページ・セットまたは区画は、影
響を受けるページ・セットまたは区画のリカバリーが完
了するまでは、利用できません。
ユーザーの処置: リソースがいつ利用可能になるかは、
システム・プログラマーに尋ねてください。
システム・プログラマーの応答: ACCESS RW オプシ
ョンを指定した START DATABASE コマンドを使用し
て、ページ・セットまたは区画をリカバリーし、GRECP
状況を解消してください。異常な状況では、以下の方法
でも GRECP 状況を解消することができます。
v 現時点またはそれ以前の時点への RECOVER
v NORCVRPEND を指定した REPAIR SET
v LOAD REPLACE

00C20211
説明: グループ・バッファー・プールの再構築中に、グ
ループ・バッファー・プール再構築の完了を待機してい
て、タイムアウトになったため、 DB2 は、グループ・
バッファー・プールにアクセスすることができません。
システムの処置: 要求を出した機能に'リソース利用不
能' の戻りコードと理由コードが、戻されます。
ユーザーの処置: 要求を再実行依頼してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 DISPLAY
GROUPBUFFERPOOL または MVS D XCF,STR のコマ
ンドを使用して、再構築の状況をモニターします。
DB2 メンバーが再構築進行状況として出す状況メッセ
ージもモニターしてください (メッセージ
DSNB331I、DSNB332I、および DSNB338I を参照)。再
構築が正常に進行しない場合は、MVS コマンド
SETXCF,STOP,REBUILD を使用すると、再構築を停止
させることができます。
00C20220
説明: DB2 がグループ・バッファー・プールにアクセ
ス中に、 DB2 から IXLCACHE を要求する過程で
MVS が環境エラーを検出しました。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
問題判別: レジスター 8 に保管されている
IXLCACHE 理由コードは、エラーの原因の判別に役立
つ場合があります。 MVS IXLCACHE の理由コードに
ついては、「MVS/ESA プログラミング: シスプレック
ス・サービス 解説書」を参照してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNB5BPL
DSNB5SCO

DSNB5GGP

DSNB5PCO

DSNB5SCM
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00C20221 • 00C20230
00C20221

00C20223

説明: グループ・バッファー・プールにアクセスしてい
るときに、 DB2 が MVS から予期していないエラーを
受け取りました。 MVS は DB2 からの IXLCACHE 要
求に無効なパラメーターを検出しました。このコード
は、DB2 内部の問題を示しています。 他のプロダクト
のエラーで、この問題が起こることもあります。

説明: DB2 が IXLCACHE マクロを呼び出すときにエ
ラーが生じました。

システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

問題判別: レジスター 8 に保管されている
IXLCACHE 理由コードは、エラーの原因の判別に役立
つ場合があります。 MVS IXLCACHE の理由コードに
ついては、「MVS/ESA プログラミング: シスプレック
ス・サービス 解説書」を参照してください。

システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 DB2 が異常終了し、 MVS がキャストアウ
ト・ロックのリセットを行います。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB5PCO
00C20224

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

説明: グループ・バッファー・プールの MVS
IXLFCOMP マクロから、予期しない戻りコードと理由
コードを、 DB2 が受け取りました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

システムの処置: DB2 はエージェントを異常終了し、
ダンプを要求します。グループ・バッファー・プールが
デュプレックス・モードである場合は、このエラーに応
答してグループ・バッファー・プールのデュプレックス
機能が停止します。

DSNB5BPL
DSNB5SCO

DSNB5GGP

DSNB5PCO

DSNB5SCM

00C20222
説明: バッファー・プールのページにアクセスしている
ときに、DB2 が MVS から予期していないエラーを受
け取りました。MVS は DB2 からの IXLVECTR 要求
に無効なパラメーターを検出しました。 このコード
は、DB2 内部の問題を示しています。 他のプロダクト
のエラーで、この問題が起こることもあります。
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

問題判別: エラーの原因を判別するために、レジスター
8 の IXLVECTR 戻りコードを参照してください。
MVS IXLVECTR の理由コードについては、「MVS/ESA
プログラミング: シスプレックス・サービス 解説書」を
参照してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNB1LTS

902

DSNB1LTX

DSNB1RSS

システム・プログラマーの応答: グループ・バッファ
ー・プールがデュプレックスになっていて、このエラー
のためにシンプレックス・モードになった場合、再びデ
ュプレックスに自動的には戻りません。デュプレックス
にしたい場合は、MVS SETXCF コマンドを使用する
と、グループ・バッファー・プールをデュプレックス・
モードに戻すことができます。 DUPLEX(ENABLED)
を、グループ・バッファー・プールのアクティブな
CFRM ポリシーに指定しておくと、システムは自動的に
構造体に対してデュプレックスを再設定しようとしま
す。
問題判別: MVS IXLREBLD の理由コードの説明につ
いては、 MVS/ESA Programming: Sysplex Services
Reference を参照してください。
問題の識別と報告については、Diagnosis Guide and
Reference のセクション 3 を参照してください。
00C20230
説明: 第 2 のグループ・バッファー・プールを割り振
る、 CFLEVEL = 5 機能の結合機構が利用可能ではな
かったため、DB2 がグループ・バッファー・プールに
デュプレックスを設定することができませんでした。
システムの処置: グループ・バッファー・プールは、シ
ンプレックス・モードに戻ります。メッセージ
DSNB741I が出され、デュプレックスを設定するプロセ
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00C20231 • 00C20252
スがなぜ失敗したかを示す理由コードが示されます。
システム・プログラマーの応答: 結合機構のレベルを
CFLEVER = 5 以上にアップグレードしてください。ま
たは、グループ・バッファー・プールの PREFLIST を
変更して、CFLEVER = 5 機能を持つ結合機構だけを指
定するようにしてください。

システムの処置: グループ・バッファー・プールのデュ
プレックスは停止します。グループ・バッファー・プー
ルは、シンプレックス・モードに戻ります。メッセージ
DSNB743I が出され、デュプレックスを設定するプロセ
スが、なぜ停止したかを示す理由コードが示されます。
グループ・バッファー・プールに対する
DUPLEX(AUTO) を、CFRM に指定している場合は、デ
ュプレックス化が、自動的に再始動されます。

00C20231
説明: グループ・バッファー・プールの 1 次構造体イ
ンスタンスが、CFLEVEL = 5 機能を持たない結合機構
に割り振られているため、グループ・バッファー・プー
ルにデュプレックスを設定することができませんでし
た。
システムの処置: グループ・バッファー・プールは、シ
ンプレックス・モードに戻ります。メッセージ
DSNB741I が出され、デュプレックスを設定するプロセ
スがなぜ失敗したかを示す理由コードが示されます。
システム・プログラマーの応答: 結合機構のレベルを
CFLEVER = 5 以上にアップグレードしてください。ま
たは、グループ・バッファー・プールの PREFLIST を
変更して、CFLEVER = 5 機能を持つ結合機構だけを指
定するようにしてください。
00C20232
説明: グループ・バッファー・プールが、
GBPCACHE(NO) で指定されているため、グループ・バ
ッファー・プールにデュプレックスを設定することがで
きませんでした。デュプレックスにするためには、グル
ープ・バッファー・プールの GBPCACHE(NO) の指定
は、 DB2 では許可されません。
システムの処置: グループ・バッファー・プールは、シ
ンプレックス・モードに戻ります。メッセージ
DSNB741I が出され、デュプレックスを設定するプロセ
スがなぜ失敗したかを示す理由コードが示されます。
システム・プログラマーの応答: グループ・バッファ
ー・プールをデュプレックスにする場合は、開始する前
に DB2 ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンドを出し
て、GBPCACHE(YES) を指定してください。
00C20233
説明: デュプレックスのグループ・バッファー・プール
に接続しようとして、 2 次グループ・バッファー・プ
ールについてバージョン ID のミスマッチを、DB2 が
検出しました。このバージョン ID のミスマッチは、
(たとえば、システム障害などが原因で) デュプレックス
の設定プロセスが完了しなかったため、1 次と 2 次の
グループ・バッファー・プールが同期していないことを
示しています。

システム・プログラマーの応答: グループ・バッファ
ー・プールをデュプレックスにしたいが、デュプレック
スが自動的に始動されない場合は、MVS SETXCF コマ
ンドを使用して、グループ・バッファー・プールのデュ
プレックスを始動してください。
00C20251
説明: IRLM がストレージ不足状況を検出したため、
DB2 は物理ロック (P ロック) を獲得することができま
せんでした。
システムの処置: SQLCODE -904 がこの理由コードと
ともに戻されます。理由コードとリソース名がカーソル
表 (CT) に戻され、SQLCA でユーザーに示されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: IRLM がロックに使用
する仮想記憶域の容量を使い果たしました。 IRLM に
必要なストレージを減らす方法については、コード
00C90092 を参照してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1PER
00C20252
説明: DB2 が物理ロック (P ロック) を獲得できませ
ん。 別の DB2 が P ロックを非互換状態で保持してい
ますが、その DB2 は対応するグループ・バッファー・
プールにアクセスできないため、ダウングレードを行う
ことはできません。
システムの処置: SQLCODE -904 (リソース利用不能)
がユーザーに戻されます。 メッセージ、トレース・レ
コード、SYS1.LOGREC 項目、または SVC ダンプ (あ
るいはその組み合わせ) の形式で、もう 1 方の DB2
が、追加の診断情報を生成します。理由コードとリソー
ス名がカーソル表 (CT) に戻され、SQLCA でユーザー
に示されます。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1PER
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00C20254
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1PER

00C20254
説明: DB2 データ共用グループに、1 つまたは複数の
他の DB2 サブシステムが保持する互換性のない保存ロ
ックがあるため、DB2 は物理ロック (P ロック) を獲得
または更新することができませんでした。保存ロック
は、DB2 異常終了があっても持続されるロックです。

00C20257
説明: IRLM が 'レコード・リスト・ストレージ不足'
の状態を検出したため、 DB2 は物理ロック (P ロック)
を獲得することができませんでした。このレコード・リ
ストは、結合機構ロック構造の一部で、'修正ロック' (障
害時にも保持されるロック) を記録するために、IRLM
が使用します。

システムの処置: SQLCODE -904 がユーザーに戻され
ます。理由コードとリソース名がカーソル表 (CT) に戻
され、SQLCA でユーザーに示されます。

#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DISPLAY
DATABASE コマンドを使用して、保存ロックを持つ
DB2 メンバー名を表示させてください。これらのサブ
システムを再始動し、'リソース利用不能' 状態を除去す
る必要があります。 DBMS と IRLM の両サブシステム
の状況を表示するには、次のコマンドを使用できます。

# F irlmproc,STATUS,ALLD
00C20255
説明: DB2 が物理ロック (P ロック) を獲得できませ
ん。 これは、DB2 の内部エラーです。
システムの処置: SQLCODE -904 (リソース利用不能)
がユーザーに戻されます。 理由コードとリソース名が
カーソル表 (CT) に戻され、SQLCA でユーザーに示さ
れます。メッセージ、トレース・レコード、
SYS1.LOGREC 項目、または SVC ダンプ (あるいはそ
の組み合わせ) の形式で、もう 1 方の DB2 が、追加の
診断情報を生成します。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1PER
00C20256
説明: DB2 が物理ロック (P ロック) を獲得できませ
ん。 これは、DB2 の内部エラーです。
システムの処置: SQLCODE -904 (リソース利用不能)
がユーザーに戻されます。 理由コードとリソース名が
カーソル表 (CT) に戻され、SQLCA でユーザーに示さ
れます。別の DB2 が、SYS1.LOGREC 項目を作成し、
異常終了のタイプによっては、SVC ダンプを作成する
場合があります。

システムの処置: SQLCODE -904 がこの理由コードと
ともに戻されます。理由コードとリソース名がカーソル
表 (CT) に戻され、SQLCA でユーザーに示されます。

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: MVS SETXCF,REBUILD
コマンドを使用して、さらに大きい結合機構のロック構
造を割り振ってください。再構築を開始する前に、アク
ティブな MVS CFRM ポリシーに、IRLM 結合機構用
に、より大きいサイズの構造を指定するようにしてくだ
さい。 MVS SETXCF,STOP,POLICY コマンドと
SETXCF,START,POLICY コマンドを使用すると、アクティ
ブな MVS CFRM ポリシーを変更することができま
す。ロック・サイズが現行の POLICY の最大サイズで
ない場合は、SETXCF
START,ALTER,STRNAME=lock_structure,SIZE=new_size
コマンドを使用してロック・サイズを増やすことができ
ます。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1PER
00C20258
説明: DB2 は、ピア機能のメンバーが再始動するまで
物理ロック (P ロック) を獲得できません。別の DB2
が、互換性のない P ロックを持っていますが、再始動
が完了するまでは、ダウングレードすることができませ
ん。
システムの処置: SQLCODE -904 (リソース利用不能)
がユーザーに戻されます。 この理由コードとリソース
名は、SQLCA でユーザーに示されます。
ユーザーの処置: 失敗したアプリケーションを再実行依
頼してください。ピア機能のメンバーが再始動のプロセ
スを完了すると、P ロックが有効になります。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1PER

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

904
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00C2025C

説明: これは、DB2 の内部エラーです。この理由コー
ドとグループ・バッファー・プール名はカーソル表
(CT) に記録され、SQLCA またはメッセージでユーザー
に示されます。

説明: MBA (複数バッファー・プール) オブジェクトに
対する共用連絡域 (SCA) に書き込もうとして、 DB2
が予期しないエラーを検出しました。

システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 この異常終了状況は、 SYS1.LOGREC
に記録されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1SCR
00C2025A
説明: MBA (複数バッファー・プール) オブジェクトに
対するグローバル・ロックを獲得しようとしていたとき
に、DB2 が、IRLM から予期しないエラーを検出しま
した。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SYS1.LOGREC 項目が作成され、SVC ダン
プが要求されます。メッセージ DSNT376I、
DSNT500I、および DSNT501I を集めて、さらに詳しく
診断してください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1BSD、 DSNB1GIO、 DSNB1PM2、
DSNB1PMT

システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SYS1.LOGREC 項目が作成され、SVC ダン
プが要求されます。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1BSD、 DSNB1GIO、 DSNB1PM2、
DSNB1PMT
00C20260
説明: これは、DB2 の内部エラーです。 DB2 がグル
ープ・バッファー・プールへの接続を失ったため、キャ
ストアウトが失敗しました。
システムの処置:
に戻されます。

'リソース利用不能'コードがユーザー

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: このグループ・バッフ
ァー・プールを参照できるようにする前に、 DB2 とグ
ループ・バッファー・プールの接続を確立してくださ
い。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB5PCO
00C20261

00C2025B
説明: MBA (複数バッファー・プール) オブジェクトの
共用連絡域 (SCA) から読み取ろうとして、 DB2 が予
期しないエラーを検出しました。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SYS1.LOGREC 項目が作成され、SVC ダン
プが要求されます。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1BSD、 DSNB1GIO、 DSNB1PMT

説明: これは、DB2 の内部エラーです。グループ・バ
ッファー・プールに構造障害があったため、キャストア
ウトに失敗しました。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: このグループ・バッフ
ァー・プールを参照できるようにする前に、 DB2 とグ
ループ・バッファー・プールの接続を確立してくださ
い。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
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Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

出され、メッセージ DSNT501I が出されます。メッセ
ージ DSNT378I も出ます。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB5PCO

システム・プログラマーの応答: メッセージ DSNT378I
の「システム・プログラマーの応答」を参照してくださ
い。

00C20262

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1PER

説明: これは、DB2 の内部エラーです。 DASD にペ
ージを書き込もうとして、エラーが生じたため、キャス
トアウトが失敗しました。
システムの処置:
に戻されます。

'リソース利用不能'コードがユーザー

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

00C20267
説明: 1 つまたは複数の1 つ以上の共有グループ・メン
バーが、そのオブジェクトに対するグローバル・ドレー
ン要求を実行できなかったため、DB2 は、表スペース
または索引に対する GRECP 状況をリカバリーすること
ができません。

システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

システムの処置: DB2 メッセージ、DSNB350 または
DSNB351 が出されます。

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB5PCO

ユーザーの処置: START DB コマンドを出して、ペー
ジ・セットを明示的に、GRECP/LPL 状況からリカバリ
ーしてください。

00C20263
説明: これは、DB2 の内部エラーです。予期しないエ
ラーのためキャストアウトが失敗しました。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがユーザー
に戻されます。 SVC のダンプと SYS1.LOGREC の記
録が要求されました。

システム・プログラマーの応答: メッセージ DSNB350
または DSNB351 の「システム・プログラマーの応答」
を参照してください。
00C20268

システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

説明: 1 つまたは複数の1 つ以上の共有グループ・メン
バーが、そのオブジェクトに対するグローバル・ドレー
ン要求を実行できなかったため、DB2 は、表スペース
または索引に対する GRECP 状況をリカバリーすること
ができません。何らかのエラーが生じたため、グループ
内の 1 つまたは複数の DB2 がオブジェクトのドレー
ンに失敗しました。

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB5PCO

システムの処置: DB2 メッセージ、DSNB350 または
DSNB351 が出されます。

00C20264

ユーザーの処置: START DB コマンドを出して、ペー
ジ・セットを明示的に、GRECP/LPL 状況からリカバリ
ーしてください。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

説明: データ共用グループ内の少なくとも 1 つの他の
DB2 サブシステムが互換性のない保存ロックをかけて
いるため、 DB2 は、物理ロック (P ロック) を獲得ま
たは更新することができません。ロック・リソースの待
機時間が、この DB2 が許可している時間を超えていま
す。 DSN6SPRM の RETLWAIT インストール・パラメ
ーターが ’YES’ に設定されている場合は、理由コード
しか出ません。RETLWAIT が ’NO’ (デフォルト値) に
設定されている場合は、保存ロックと矛盾する IRLM
ロックがある場合は、待機せずに、直ちに拒否されます
(理由コード 00C20254 を参照)。
システムの処置:
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SQLCODE -904、-911、-913、-923 が

システム・プログラマーの応答: メッセージ DSNB350
または DSNB351 の「システム・プログラマーの応答」
を参照してください。
00C202A1
説明: 共有連絡域 (SCA) から読み取り中、または書き
込み中に DB2 に予期しないエラーが生じました。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SYS1.LOGREC 項目が作成され、SVC ダン
プが要求されます。
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00C202A2
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1GBS

SVC ダンプが要求されます。まだメッセージ
DSNB301E (この理由コードを含む) が出ていない場合
は、このメッセージがコンソールに出ます。 IXLCONN
理由コードが、 SYS1.LOGREC 記録と SVC ダンプの
ためにレジスター 8 に保管されます。この理由コード
とグループ・バッファー・プール名は、 SQLCA でユー
ザーに戻されます。

00C202A2
説明: グループ・バッファー・プールの切断を求める
IXLDISC 要求から、MVS が予期しないエラーを戻しま
した。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SYS1.LOGREC 項目が作成され、SVC ダン
プが要求されます。 IXLDISC 理由コードは、
SYS1.LOGREC 記録と SVC ダンプのためにレジスター
8 に保管されました。
システム・プログラマーの応答: MVS IXLDISC の理
由コードについては、「MVS/ESA プログラミング: シス
プレックス・サービス 解説書」を参照してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1GD1
00C202A3
説明: グループ・バッファー・プールの割り振り解除を
求める IXLFORCE 要求から、MVS が予期しないエラ
ーを戻しました。
システムの処置: SYS1.LOGREC 項目が作成され、
SVC ダンプが要求されます。 IXLFORCE 理由コード
は、SYS1.LOGREC 記録と SVC ダンプのためにレジス
ター 8 に保管されます。
システム・プログラマーの応答: MVS IXLFORCE の
理由コードについては、「MVS/ESA プログラミング: シ
スプレックス・サービス 解説書」を参照してくださ
い。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1GD1
00C202A4
説明: DB2 からの IXLCONN 要求に MVS が、エラ
ーを検出しました。
システムの処置:

システム・プログラマーの応答: MVS IXLCONN の理
由コードについては、「MVS/ESA プログラミング: シス
プレックス・サービス 解説書」を参照してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
この異常終了の理由コードは、次の CSECT によって出
されます。 DSNB1GC1
00C202A5
説明: MVS から渡された、IXLCONN 要求のキャッシ
ュ結合機構の構造属性が正しくありません。
システムの処置: SYS1.LOGREC 項目が作成されま
す。新しく接続されたグループ・バッファー・プールが
切断されます。これが再接続でない場合は、この理由コ
ードを示したメッセージ DSNB301E がコンソールに出
ます (まだ出ていない場合)。 この理由コードとグルー
プ・バッファー・プール名が、メッセージの SQLCA で
ユーザーに戻されます。これが再接続である場合は、こ
の理由コードの入ったメッセージ DSNB330E がコンソ
ールに出され、この理由コードを使って再構築が停止さ
れます。
問題判別: SYS1.LOGREC 可変記録域 (VRA) に、以下
の情報がないかを調べてください。
v VRARRK30 - エラー・マスクです。これは次のよう
に設定します。
– ビット X'40' が設定されている場合は、 DB2 が
構造後処理を KEEP に指定しているが、構造はこ
の方法では割り振られていません。
– ビット X'20' が設定されている場合は、データ・
エレメントのサイズは、DB2 が要求したようには
割り振られていません。 VRARRK31 には要求し
たデータ・エレメントのサイズが入っており、
VRARRK32 には、割り振られたデータ・エレメン
トのサイズが入っています。
– ビット X'10' が設定されている場合は、割り振ら
れたベクトルに、十分な長さがなかったため、対応
するバッファー・プールをカバーできませんでし
た。 VRARRK31 には要求したベクトルの長さが
入っており、VRARRK32 には、割り振られたベク
トルの長さが入っています。

SYS1.LOGREC 項目が作成され、
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907

00C202A6
この異常終了の理由コードは、次の CSECT によって出
されます。 DSNB1GC1
00C202A6
説明: これは、DB2 の内部エラーです。まだメッセー
ジ DSNB301E (この理由コードを含む) が出ていない場
合は、このメッセージがコンソールに出ます。
システムの処置: SYS1.LOGREC 項目が作成され、
SVC ダンプが要求されます。新しく接続されたグルー
プ・バッファー・プールが切断されます。この理由コー
ドとグループ・バッファー・プール名は、 SQLCA でユ
ーザーに戻されます。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了の理由コードは、次の CSECT によって出
されます。 DSNB1GC1
00C202A7
説明: ALTER GROUPBUFFERPOOL コマンド要求を処
理しているときに、 DB2 は MVS IXCQUERY サービ
スから予期しない戻りコードを受け取りました。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SYS1.LOGREC 項目が作成されます。 DB2
に問題があると思われる場合 (IXCQUERY からの戻り
コードが 8) は、 SVC ダンプが要求されます。 コマン
ド処理は終了します。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1AGB
00C202AA
説明: DB2 からの物理ロック (P ロック) または変更
要求時に、IRLM にエラーが生じました。これは、DB2
の内部エラーです。
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。 SQLCODE -904 が
出されます。 この理由コードとリソース名が SQLCA
に戻されます。
システム・プログラマーの応答: IRLM と関連する直前
のエラーの SYS1.LOGREC を調べてください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
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SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。 VRA にある
このコードの有効フィールドは、 VRARRK13、
VRARRK14、 VRARRK15、 VRARRK30、および
VRARRK33 です。
VRARRK30 に記録されている情報は、以下のようにマ
ップされます。
v IRLM 戻りコード (4 バイト)
v IRLM 理由コード (4 バイト)
v IRLM 機能コード (1 バイト)
v ロック状態 (1 バイト)
v RLPLFLG1 からのフラグ (1 バイト)
v RLPLFLG4 からのフラグ (1 バイト)
v 戻されたキャッシュ状態 (1 バイト)
v 未使用 (1 バイト)
v P ロック終了理由コード (2 バイト)
VRARRK33 は RLPPL (DXRRLPPL がマップ) からの
情報を記録し、以下のようにマップされます。
v RLPHSTAT (1 バイト): この DB2 による P ロック
の現在の保留状態
v RLPCCSTA (1 バイト): この DB2 のための P ロッ
クのキャッシュ状態
v RLPRSTAT (1 バイト): この DB2 の状態と対立して
いる、別の DB2 から要求された P ロックの状態
v 未使用 (1 バイト)
v RLPWUID (8 バイト): 所有している作業単位
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1PER
00C202AB
説明: DB2 が物理ロック (P ロック) を解放しようと
して、IRLM UNLOCK 要求がエラー・コードを戻しま
した。 これは、DB2 の内部エラーです。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SVC ダンプと SYS1.LOGREC の記録が要
求されます。
ユーザーの処置: 失敗したアプリケーションを再実行依
頼してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを要求してください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。 VRA にある
このコードの有効フィールドは、 VRARRK13、
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00C202AC
VRARRK14、 VRARRK15、 VRARRK30、および
VRARRK33 です。
VRARRK30 に記録されている情報は、以下のようにマ
ップされます。
v IRLM 戻りコード (4 バイト)
v IRLM 理由コード (4 バイト)
v IRLM 機能コード (1 バイト)
v ロック状態 (1 バイト)
v RLPLFLG1 からのフラグ (1 バイト)
v RLPLFLG4 からのフラグ (1 バイト)
v 戻されたキャッシュ状態 (1 バイト)
v 未使用 (1 バイト)
v P ロック終了理由コード (2 バイト)
VRARRK33 は RLPPL (DXRRLPPL がマップ) からの
情報を記録し、以下のようにマップされます。
v RLPHSTAT (1 バイト): この DB2 による P ロック
の現在の保留状態
v RLPCCSTA (1 バイト): この DB2 のための P ロッ
クのキャッシュ状態
v RLPRSTAT (1 バイト): この DB2 の状態と対立して
いる、別の DB2 から要求された P ロックの状態
v 未使用 (1 バイト)
v RLPWUID (8 バイト): 所有している作業単位
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1PER

v RLPHSTAT (1 バイト): この DB2 による P ロック
の現在の保留状態
v RLPCCSTA (1 バイト): この DB2 のための P ロッ
クのキャッシュ状態
v RLPRSTAT (1 バイト): この DB2 の状態と対立して
いる、別の DB2 から要求された P ロックの状態
v 未使用 (1 バイト)
v RLPWUID (8 バイト): 所有している作業単位
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1PPP
00C202AD
説明: DB2 はキャストアウト処理を 1 つも開始できま
せんでした。 原因として、キャストアウト処理の専用
バッファーを取得するための仮想記憶域がないことが、
考えられます。
システムの処置: この要求を出した実行単位は異常終了
し、DB2 も異常終了します。
システム・プログラマーの応答: ssnmDBM1 開始プロ
シージャーで REGION パラメーター値を増やして、さ
らに多くの仮想記憶域を取得してから、DB2 を再始動
します。
問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。 DSNB5PCO
00C202AE

00C202AC
説明: 物理ロック (P ロック) のネゴシエーション中に
エラーが生じました。 これは、DB2 の内部エラーで
す。
システムの処置: SVC ダンプと SYS1.LOGREC の記
録が要求されます。 'リソース利用不能' 状態が P ロッ
ク要求側に戻され、このため対立が生じ、その後、ネゴ
シエーションが生じました。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを要求してください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。 VRA にある
このコードの有効フィールドは、
VRARRK13、VRARRK14、VRARRK15、および
VRARRK33 です。
VRARRK33 は RLPPL (DXRRLPPL がマップ) からの
情報を記録し、以下のようにマップされます。

説明: DB2 からの物理ロック (P ロック) 要求につい
て、IRLM が無効なキャッシュ状態を戻しました。 こ
れは内部エラーです。
システムの処置: SQLCODE -904 が出されます。
SYS1.LOGREC に記録が書き込まれて、SVC ダンプが
要求されます。
システム・プログラマーの応答: IRLM に関して前にエ
ラーが出ていないかどうか、SYS1.LOGREC を調べてく
ださい。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。 VRA にある
このコードの有効フィールドは、 VRARRK13、
VRARRK14、 VRARRK15、 VRARRK30、および
VRARRK33 です。
VRARRK30 に記録されている情報は、以下のようにマ
ップされます。
v IRLM 戻りコード (4 バイト)
v IRLM 理由コード (4 バイト)
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00C202AF
v
v
v
v
v
v
v

IRLM 機能コード (1 バイト)
ロック状態 (1 バイト)
RLPLFLG1 からのフラグ (1 バイト)
RLPLFLG4 からのフラグ (1 バイト)
戻されたキャッシュ状態 (1 バイト)
未使用 (1 バイト)
P ロック終了理由コード (2 バイト)

VRARRK33 は RLPPL (DXRRLPPL がマップ) からの
情報を記録し、以下のようにマップされます。
v RLPHSTAT (1 バイト): この DB2 による P ロック
の現在の保留状態
v RLPCCSTA (1 バイト): この DB2 のための P ロッ
クのキャッシュ状態
v RLPRSTAT (1 バイト): この DB2 の状態と対立して
いる、別の DB2 から要求された P ロックの状態
v 未使用 (1 バイト)
v RLPWUID (8 バイト): 所有している作業単位
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1PLK
00C202AF
説明: 互換性のないロック (P ロック) が保持されてい
ました。 これは、DB2 の内部エラーです。
システムの処置: SVC ダンプと SYS1.LOGREC の記
録が要求されます。 'リソース利用不能' 状態が P ロッ
ク要求側に戻され、このため対立が生じ、その後、ネゴ
シエーションが生じました。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを要求してください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。 VRA にある
このコードの有効フィールドは、 VRARRK13、
VRARRK14、 VRARRK15、および VRARRK33 です。
VRARRK33 は RLPPL (DXRRLPPL がマップ) からの
情報を記録し、以下のようにマップされます。
v RLPHSTAT (1 バイト): この DB2 による P ロック
の現在の保留状態
v RLPCCSTA (1 バイト): この DB2 のための P ロッ
クのキャッシュ状態
v RLPRSTAT (1 バイト): この DB2 の状態と対立して
いる、別の DB2 から要求された P ロックの状態
v 未使用 (1 バイト)
v RLPWUID (8 バイト): 所有している作業単位
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この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1PPP
00C202B0
説明:

これは、DB2 の内部エラーです。

システムの処置: SVC ダンプと SYS1.LOGREC の記
録が要求されます。 'リソース利用不能' 状態が (P ロッ
ク) 要求側に戻されたため対立が生じ、続いてネゴシエ
ーションが生じました。
ユーザーの処置: 失敗したアプリケーションを再実行依
頼してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを要求してください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。 VRA にある
このコードの有効フィールドは、
VRARRK13、VRARRK14、VRARRK15、および
VRARRK33 です。
VRARRK33 は RLPPL (DXRRLPPL がマップ) からの
情報を記録し、以下のようにマップされます。
v RLPHSTAT (1 バイト): この DB2 による P ロック
の現在の保留状態
v RLPCCSTA (1 バイト): この DB2 のための P ロッ
クのキャッシュ状態
v RLPRSTAT (1 バイト): この DB2 の状態と対立して
いる、別の DB2 から要求された P ロックの状態
v 未使用 (1 バイト)
v RLPWUID (8 バイト): 所有している作業単位
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1PPP
00C202B1
説明: 物理 (P ロック) ネゴシエーション中にエラーが
生じました。 これは、DB2 の内部エラーです。
システムの処置: SQLCODE -904 が出されます。
SYS1.LOGREC に記録が書き込まれて、SVC ダンプが
要求されます。この理由コードとリソース名が SQLCA
に戻されます。
システム・プログラマーの応答: IRLM と関連する直前
のエラーの SYS1.LOGREC を調べてください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
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SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。 VRA にある
このコードの有効フィールドは、 VRARRK13、
VRARRK14、 VRARRK15、 VRARRK30、および
VRARRK33 です。
VRARRK30 に記録されている情報は、以下のようにマ
ップされます。
v IRLM 戻りコード (4 バイト)
v IRLM 理由コード (4 バイト)
v IRLM 機能コード (1 バイト)
v ロック状態 (1 バイト)
v RLPLFLG1 からのフラグ (1 バイト)
v RLPLFLG4 からのフラグ (1 バイト)
v 戻されたキャッシュ状態 (1 バイト)
v 未使用 (1 バイト)
v P ロック終了理由コード (2 バイト)
VRARRK33 は RLPPL (DXRRLPPL がマップ) からの
情報を記録し、以下のようにマップされます。
v RLPHSTAT (1 バイト): この DB2 による P ロック
の現在の保留状態
v RLPCCSTA (1 バイト): この DB2 のための P ロッ
クのキャッシュ状態
v RLPRSTAT (1 バイト): この DB2 の状態と対立して
いる、別の DB2 から要求された P ロックの状態
v 未使用 (1 バイト)
v RLPWUID (8 バイト): 所有している作業単位
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1PER
00C202B2
説明: DB2 はページ・セットまたは区画物理ロック (P
ロック) を獲得できませんでした。
システムの処置: 'リソース利用不能' 状況がユーザーに
戻されます。理由コードとリソース名がカーソル表
(CT) に戻され、SQLCA でユーザーに示されます。

00C202B3
説明: これは、DB2 の内部エラーです。グループ・バ
ッファー・プールの損傷のアセスメントを行っていると
きに、実行単位にエラーが生じました。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。DSNB1DAO
00C202B4
説明: これは、DB2 の内部エラーです。グループ・バ
ッファー・プールの損傷のアセスメントを行っていると
きに、実行単位がエラーの戻りコードを受け取りまし
た。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1CPX、DSNB1GC0、DSNB1GC1
00C202B5

システム・プログラマーの応答: この問題は、DB2 デ
ータ共用グループに複数の DB2 リリース・レベルがあ
るために起こった可能性があります。

説明: これは、DB2 の内部エラーです。グループ・バ
ッファー・プールの損傷のアセスメントを行っていると
きに、実行単位がエラーの戻りコードを受け取りまし
た。

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1PPP、DSNB1PPG。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
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00C202B6
出されます。 DSNB1GC0、DSNB1GC1
00C202B6
説明: これは、DB2 の内部エラーです。 DB2 メンバ
ー名をメンバー ID に変換しているときに、実行単位が
エラーの戻りコードを受け取りました。
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

00C202C1
説明: グループ・バッファー・プールの再構築中に、新
しいグループ・バッファー・プールの結合機構構造に接
続しようとして、DB2 が問題を検出しました。
システムの処置: エラーの性質によって、ダンプが取ら
れる場合と取られない場合があります。再構築は停止し
ます。 メッセージ DSNB335I が出され、再構築が停止
した理由を、理由コードで示します。
問題判別: 直前のエラー・メッセージ (DSNB330E や
DSNB306I など) のコンソール・ログを検査して、DB2
が新しいグループ・バッファー・プール構造に接続でき
なかった理由を判別してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNB1DA2

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1RBC

00C202B7

00C202C2

説明: これは、DB2 の内部エラーです。グループ・バ
ッファー・プールのリンク障害のリカバリー処理中に予
期しないエラーが生じました。

説明: グループ・バッファー・プールの再構築処理中
に、 MVS IXLREBLD マクロから予期しない戻りコー
ドと理由コードを DB2 が受け取りました。

システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SYS1.LOGREC 項目が作成され、SVC ダン
プが要求されます。

システムの処置: 再構築を処理している DB2 システ
ム・エージェントは異常終了し、ダンプが取られます。
再構築は停止します。 メッセージ DSNB340I が出さ
れ、IXLREBLD 要求が失敗したことを示し、メッセー
ジ DSNB335I が出され、再構築が停止した理由として
この理由コードが示されます。

システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。 DSNB1LNK

問題判別: MVS IXLREBLD の理由コードの説明につ
いては、MVS/ESA プログラミング: シスプレックス・サ
ービス 解説書 を参照してください。

00C202C0

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

説明: グループ・バッファー・プールの再構築静止処理
中に、 DB2 が、グループ・バッファー・プールの使用
回数が 0 になるのを待機していて、タイムアウトにな
りました。これは、DB2 内部の問題です。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1xxx

システムの処置: 再構築を処理している DB2 システ
ム・エージェントは異常終了し、ダンプが取られます。
再構築は停止します。 メッセージ DSNB335I が出さ
れ、再構築が停止した理由を、理由コードで示します。

00C202C3

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

システムの処置: 再構築を処理している DB2 システ
ム・エージェントは異常終了し、ダンプが取られます。
再構築は停止します。 メッセージ DSNB340I が出さ
れ、IXLEERSP 要求が失敗したことを示し、メッセージ
DSNB335I が出され、再構築が停止した理由としてこの
理由コードが示されます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1xxx

説明: グループ・バッファー・プールの再構築処理中
に、 MVS IXLEERSP マクロから予期しない戻りコード
と理由コードを DB2 が受け取りました。

問題判別: MVS IXLEERSP の理由コードの説明につい
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00C202C4
ては、MVS/ESA プログラミング: シスプレックス・サー
ビス 解説書 を参照してください。

Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1LPL

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1xxx

00C20300

00C202C4
説明: グループ・バッファー・プールの再構築が完了し
ようとしていたときに、新しい構造の変更済みページの
数が、元の構造の変更済みページの数より大きいことを
DB2 が検出しました。
システムの処置: DB2 は異常終了し、ダンプを取りま
す。再構築は停止します。 メッセージ DSNB335I が出
され、再構築が停止した理由を、理由コードで示しま
す。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1xxx

説明: これは、DB2 の内部エラーです。ページ・セッ
トまたは区画を、この実行単位が、アクセス、クレー
ム、またはドレーンしようとしましたが、ページ・セッ
トが論理的にオープンしませんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNISGSC、 DSNITFFS、 DSNIWPSC、 DSNUQUIA。
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
00C20301

00C202D0
説明: DB2 は MVS が報告したイベントに応答できま
せん。 これは、DB2 の内部エラーです。
システムの処置: DB2 は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。 DB2 を再始動してください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB5REE

説明: これは、DB2 の内部エラーです。実行単位が論
理区画のアクセス、請求、ドレーンを行おうとしました
が、ページ・セットが、タイプ 2 の区画なしページ・
セットではありません。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。

00C202D1
説明: これは、DB2 の内部エラーです。論理ページ・
リスト (LPL) にページを追加しようとして、DB2 がリ
カバリー不能エラーを検出しました。
システムの処置:
す。

DB2 サブシステムは、異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡
し、SYS1.LOGREC を印刷して、SVC ダンプを要求し
てください。
問題判別:

問題の識別および報告については、 DB2

DSNB1LCM
DSNBLCLM

DSNB1LDN
DSNBDRN

DSNB1CPP
DSNBWFOR
DSNBDDRN

00C20302
説明: これは、DB2 の内部エラーです。下記の実行単
位が、次のいずれかをしようとしましたが、ページ・セ
ットが論理的にオープンしませんでした。
v ページ・セットを論理的にクローズする
v ページ・セットまたは区画を物理的にクローズする
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00C20303 • 00C20307
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1DDN
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
00C20303
説明: これは、DB2 の内部エラーです。ページ・セッ
トは使用中ではありませんが、ある実行単位が次のいず
れかを試みました。
v ページ・セットを論理的にクローズする
v ページ・セットまたは区画を物理的にクローズする
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1CPS
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
00C20304
説明: これは、DB2 の内部エラーです。強制書き込み
処理中に、書き込みクレーム・クラス・カウントがゼロ
でないか、あるいはページ・セットまたは区画に保留中
の更新があることを、バッファー・マネージャーが検出
しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1WFO
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
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00C20305
説明: これは、DB2 の内部エラーです。この実行単位
が、区画または部分のアクセス、クレーム、ドレーン、
オープン、またはクローズをしようとしましたが、区画
番号または部分番号が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1ABP、 DSNB1CLM、 DSNB1CPP、
DSNB1DCM、 DSNB1DDN、 DSNB1DRA、
DSNB1GET、 DSNB1SWS、 DSNICLDR、
DSNICLOS、 DSNICLTO、 DSNICMTC、
DSNICMT2、 DSNIDALC、 DSNIERST、
DSNIWPSC、 DSNIOPNP、 DSNIRCLS、 DSNISGSC、
DSNITFFS、 DSNPXTN0、 DSNUQUIA、 DSNXISB2。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、SYS1.LOGREC を印刷し、SVC ダンプを要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
00C20306
説明:

これは、DB2 の内部エラーです。

システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡
し、SYS1.LOGREC を印刷して、SVC ダンプを要求し
てください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNB1GET、DSNB1LTS、DSNB1LTX、DSNB1SWS
00C20307
説明:

これは、DB2 の内部エラーです。

システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡
し、SYS1.LOGREC を印刷して、SVC ダンプを要求し
てください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
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この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNBLTCH
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第 33 章 X’C3......’ コード
CICS トランザクション異常終了 / ダンプ・コード DSNC については、 1523 ページの『付録 A. CICS
トランザクション異常終了 / ダンプ・コード』を参照してください。
00C30001

00C30002

説明: 訂正不能なエラーが原因で、CICS 接続機能が停
止しました。接続機能タスク関連のユーザー出口が、以
下のいずれかの状態を検出しました。

説明: CICS 接続機能を始動することができません。

v タスク・ブロックのライフ (LOT) が無効である。
v リカバリー単位が終わる前に LOT と接続制御テーブ
ル (CCT) エレメントが切り離された。
v 前のアプリケーション・プログラム・サポート (APS)
の呼び出しが失敗し、コミット呼び出しが試みられて
いる。
これらの徴候は、LOT または CCT (またはその両方)
のオーバーレイが原因で起こる場合があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCMSUB、DSN2MSUB。
システムの処置:

CICS 接続機能は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ダンプおよびシステ
ム・コンソール・メッセージを分析して、記憶保護違反
がないかどうかを調べてください。
問題判別: 1 つあるいは複数の制御ブロックが妥当性検
査をパスしません。原因として、最も可能性の高いの
は、他のユーザー・アプリケーションがこれらを重ね書
きしたことです。 CICS ダンプ (DSNC) とサブタス
ク・ダンプ (異常終了理由コード 00C30001 のシステム
異常終了 X'04E') が要求されました。 CICS トランザク
ション・ダンプのレジスター 9 に LOT のアドレスが
入っています。
LOT が有効な場合には、CLOTCCTE に CCT エレメン
トのアドレスが含まれ、CCCTLOT に LOT のアドレス
が含まれています。これらのポインター (CLOTCCTE
と CCCTLOT) を使用して、 LOT と CCT エレメント
の妥当性を検査してください。両制御ブロックとも、7
文字の目印 (アイキャッチャー) が入っています
(DSNCLOT と DSNCCCT または DSN2LOT と
DSN2CCT)。これにエラーがある場合は、記憶保護違反
が、アプリケーション・プログラムにないかを調べてく
ださい。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCMSUB、DSN2MSUB。
システムの処置: CICS 接続機能は終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
問題判別: FRBRC2 が 00F30013 または 00F30058 を
もつ場合を除いて、サブタスク・ダンプ (異常終了理由
コード 00C30002 のシステム異常終了 X'04E') が要求さ
れます。ダンプのレジスター 7 に、リソース管理テー
ブル・ロード・モジュールのアドレスが入っています。
このロード・モジュールの CRCTCCTA には、 (サブプ
ール 99 内の) 接続制御テーブル (CCT) のアドレスが
含まれています。 CCT には、DB2 に対する
IDENTIFY を行うための FRB 制御ブロックが含まれて
います。 FRB 制御ブロックは、CCT の CCCTFRB か
ら始まります。 CCT 制御ブロックを使用して、CCT
の FRB 文字ストリングの目印 (アイキャッチャー) を
走査すると、 FRB を突き止めることもできます。 FRB
には、2 つのフィールド、FRBRC1 と FRBRC2 があ
り、ここには DB2 からの戻りコードと理由コードが入
っています。
00C30003
説明: CICS 接続機能が、DB2 からの戻りコードと理
由コードで示された理由によって、未確定リカバリー呼
び出しを完了することができませんでした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCMSUB、DSN2MSUB。
システムの処置: CICS 接続機能は終了します。リカバ
リー単位 (UR) は解決 (変換) されず、未確定のままに
なります。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
問題判別: 未確定リカバリー処理から戻された戻りコー
ドにより、 CICS 接続機能がリカバリー単位 (UR) を完
了させることができません。エラーに含まれる UR が
有効であれば、DB2 -RECOVER コマンドを用いて、UR
を手操作で解決してください。
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00C30004
サブタスク・ダンプ (システム異常終了 X'04E'、異常終
了理由コード 00C30003) が要求されます。レジスター
7 に、リソース管理テーブルのアドレスが入っていま
す。ロード・モジュール DSNCRCTx または
DSN2CTxx のロケーション CRCTCCTA には、サブプ
ール 99 の 接続制御テーブル (CCT) のアドレスが入っ
ています。
CCT には FRB 制御ブロックが含まれており、 CCT を
走査して、FRB 文字ストリングの目印 (アイキャッチャ
ー) を探すと、この FRB 制御ブロックを突き止めるこ
とができます。 FRBRC1 および FRBRC2 には、DB2
からの戻りコードおよび理由コードが入っています。
ゼロ以外の戻りコードは、理由コードで示されている問
題を示しています。戻りコードが大きくなるほど
(4、8、および 12) 重大度が大きくなります。
MVS コンソールに、関連のエラーを示す DB2 メッセ
ージが表示されていないかどうか調べてください。
SVC ダンプがとられている場合には、SYS1.LOGREC
とともにこれを印刷して、より詳しい診断情報を入手し
てください。未確定の作業単位の後処理を決めるのに、
CICS の SYSTEM LOG が役立つ場合があります。

理テーブル (RCT) のアドレスが含まれています。
RCT の CRCTCCTA には CCT のアドレス、CCT の
CCCTLN には、その長さが入っています。レジスター
9 には、エラーのあるアプリケーションに割り当てられ
た CCT エレメントが入っています。
この CCT エレメント・アドレスが、CCT に入ってい
るかどうかを確認すると、妥当性検査ができます。
CCT アドレスが有効である場合は、CCCTLOT にエラ
ーの LOT のアドレスが入っています。エラーの原因を
判別するためには、サブタスク・ダンプを分析し、
CICS マスター端末に記憶保護違反メッセージが示され
ていないかどうかを調べてください。
00C30005
説明: アプリケーション・プログラム・サポート呼び出
しからの戻りコードが原因で、 CICS 接続機能がトラン
ザクションに関するコミットを完了することができない
か、またはトランザクションの呼び出しを打ち切りまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCEXT3、DSN2EXT3。

サブタスク異常終了ダンプのレジスター 6 に 16 進数
の 20 を加えた位置に、16 バイト域のアドレスが入っ
ていて、このアドレスがネットワーク ID (NID) を示し
ます。 NID の最後の 8 バイトは、CICS が DB2 に渡
した、ストア・クロックの値 (作業論理単位 (LUW)) を
示します。この値は、DB2 リカバリー単位と CICS 作
業論理単位を関連づけるために使用されます。

システムの処置: CICS 接続機能の操作は続行されます
が、サブタスクの 1 つが異常終了し、サブタスク・ダ
ンプ (異常終了理由コード 00C30005、システム異常終
了 X'04E') が要求されます。この異常終了に関連する
CICS トランザクションも異常終了し、 CICS トランザ
クション・ダンプがとられます。

00C30004

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

説明: トランザクション関連のタスク・ブロックのライ
フ (LOT) の妥当性検査が失敗したために、スレッド・
サブタスクが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCEXT3、DSN2EXT3。
システムの処置: CICS 接続機能の操作は続行されます
が、1 つのサブタスクが異常終了し、サブタスク・ダン
プ (異常終了理由コード 00C30004 のシステム異常終了
X'04E') が要求されます。
LOT には、CICS アプリケーションが待機している
ECB が入っているが、このエラーは、その LOT がオ
ーバーレイされたことを示しているため、CICS アプリ
ケーションへの影響は、予期できません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: 最も可能性の高い原因は、他のユーザーのア
プリケーションが LOT を重ね書きしたことです。サブ
タスク異常終了ダンプのレジスター 7 に、リソース管
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問題判別: コミットからの戻りコードまたは打ち切り処
理により、 CICS 接続機能は、トランザクションのリカ
バリー単位を完了させることができません。サブタス
ク・ダンプのレジスター 7 に、リソース管理テーブル
(RCT) のアドレスが入っています。
RCT ロード・モジュールのロケーション CRCTCCTA
には、 (サブプール 99 内の) 接続制御テーブル (CCT)
のアドレスが含まれています。 CCT の CCCTCSUB に
は、サブタスク作業域 (CSUB または C2UB) のアドレ
スが含まれています。
サブタスク作業域には、FRB 制御ブロックが含まれて
おり、DSNCSUB または DSN2SUB を走査すると、
FRB 文字ストリングの目印 (アイキャッチャー) を探す
ことができます。 FRBRC1 および FRBRC2 には、
DB2 からの戻りコードおよび理由コードが入っていま
す。
ゼロ以外の戻りコードは、理由コードで示された問題を
示しています。 戻りコードが大きくなるほど (4、8、お
よび 12) 重大度が大きくなります。
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00C30006
859 ページの『第 4 部 DB2 コード』にある理由コー
ドを参照し、この理由コードを適切なキーワードに使用
して、検索引き数を作成してください。 理由コードが
リストにない場合には、キーワードだけに有用な内部コ
ードです。
SVC ダンプもとられている場合には、SYS1.LOGREC
とともにこれを印刷して、より詳しい診断情報を入手し
てください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
00C30006
説明: スレッド・サブタスクを始動しようとして、
MVS ATTACH マクロからの戻りコードにより、 CICS
接続機能が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCMSUB、DSN2MSUB。
システムの処置: CICS 接続機能は終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: サブタスク・ダンプ (システム異常終了
X'04E'、異常終了理由コード 00C30006) が要求されま
す。 MVS ダンプ、MVS システム・トレース、
SYS1.LOGREC、および MVS コンソール・リストを利
用して、ATTACH が失敗した理由を判別してくださ
い。 MVS ATTACH マクロからの戻りコードの意味に
ついては、該当の MVS の資料を参照してください。

ゼロ以外の戻りコードは、理由コードで示された問題を
示しています。 戻りコードが大きくなるほど (4、8、お
よび 12) 重大度が大きくなります。
859 ページの『第 4 部 DB2 コード』にある理由コー
ドを参照してください。理由コードがリストにない場合
には、キーワードだけに有用な内部コードです。
SVC ダンプがとられている場合には、SYS1.LOGREC
とともにこれを印刷して、より詳しい診断情報を入手し
てください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00C30008
説明: ESTAE リカバリー出口を確立しようとして、戻
された戻りコードが示す理由により、 CICS 接続機能の
始動が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCMSUB、DSN2MSUB。
システムの処置: X'04E' 異常終了サブタスク・ダンプ
がとられ、 CICS 接続機能は部分的に初期設定されたま
まになります。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、DSNC STOP FORCE コマンドを出してください。

00C30007
説明: DB2 とのシャットダウン listen 出口を確立しよ
うとして、戻された戻りコードにより、 CICS 接続機能
の始動が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCMSUB、DSN2MSUB。
システムの処置:

続制御テーブル (CCT) のアドレスが含まれています。
CCT には FRB 制御ブロックが含まれており、 CCT を
走査して、FRB 文字ストリングの目印 (アイキャッチャ
ー) を探すと、この FRB 制御ブロックを突き止めるこ
とができます。 FRBRC1 および FRBRC2 には、DB2
からの戻りコードおよび理由コードが入っています。

CICS 接続機能は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: 出口確立処理からの戻りコードにより、
CICS 接続機能を始動させることができません。サブタ
スク・ダンプ (システム異常終了 X'04E'、異常終了理由
コード 00C30007) が要求されます。レジスター 7 に、
リソース管理テーブル (RCT) のアドレスが入っていま
す。
RCT ロード・モジュール (DSNCRCTx または
DSN2CTxx) の CRCTCCTA には、サブプール 99 の接

問題判別: ESTAE マクロからの戻りコードのため、
CICS 接続機能を始動させることができません。サブタ
スク・ダンプ (システム異常終了 X'04E'、異常終了理由
コード 00C30008) が要求されます。 MVS ダンプ、
MVS システム・トレース、SYS1.LOGREC、および
MVS コンソール・リストを利用して、ESTAE が失敗し
た理由を判別してください。 ESTAE マクロからの戻り
コードが、MVS のトレースに入っています。 MVS
ESTAE マクロからの戻りコードの意味については、該
当の MVS 資料を参照してください。
00C30009
説明: SHOW INDOUBT リカバリー単位処理で、DB2
から戻された戻りコードおよび理由コードにより、
CICS 接続機能が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCMSUB、DSN2MSUB。
第 33 章 DB2 コード
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00C30010
システムの処置: CICS 接続機能は終了し、サブタス
ク・ダンプが要求されます。

および SVC ダンプを利用してください。

オペレーターの応答:
てください。

00C30011

システム・プログラマーに通知し

問題判別: SHOW INDOUBT 処理からの戻りコードの
ため、CICS 接続機能を続行することができません。サ
ブタスク・ダンプ (システム異常終了 X'04E'、異常終了
理由コード 00C30009) が要求されます。レジスター 7
に、リソース管理テーブル (RCT) のアドレスが入って
います。
RCT ロード・モジュール (DSNCRCTx または
DSN2CTxx) の CRCTCCTA には、サブプール 99 の接
続制御テーブル (CCT) のアドレスが含まれています。
CCT には FRB 制御ブロックが含まれており、 CCT を
走査して、FRB 文字ストリングの目印 (アイキャッチャ
ー) を探すと、この FRB 制御ブロックを突き止めるこ
とができます。 FRBRC1 および FRBRC2 には、DB2
からの戻りコードおよび理由コードが入っています。
ゼロ以外の戻りコードは、理由コードで示された問題を
示しています。 戻りコードが大きくなるほど (4、8、お
よび 12) 重大度が大きくなります。サブタスク・ダンプ
を分析してください。
859 ページの『第 4 部 DB2 コード』にある理由コー
ドを参照してください。理由コードがリストにない場合
には、キーワードだけに有用な内部コードです。
SVC ダンプもとられている場合には、SYS1.LOGREC
とともにこれを印刷して、より詳しい診断情報を入手し
てください。

説明: CICS 接続機能を最後に開始した後、リソース管
理テーブル項目 (RCT) が破壊されたか、重ね書きされ
たことを、CICS 接続機能が検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCEXT3、DSN2EXT3。
システムの処置: CICS接続機能は、CICS トランザクシ
ョンの異常終了のため、CICS タスクを異常終了しま
す。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: CICS 接続機能をいっ
たん停止させ、再始動して、リソース管理テーブル
(RCT) をリフレッシュしてください。
問題判別: CICS ダンプを分析して、関係する CICS ト
ランザクション ID とその RCT 項目を判別してくださ
い。 CICS トランザクション・ダンプには、障害時の
RCT ストレージが入っています。 CICS 接続機能が最
後に開始された後、関係する RCT 項目のロケーション
CRCTAUWD が、変更されています。これは、所有して
いないストレージをアプリケーション・プログラムが、
変更したこと (CICS 記憶保護違反) が原因である可能
性があります。
00C30020

DB2 内にエラーがあると思われる場合、問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部 を参照してください。

説明: 以前に、スレッド作成処理中に、エラーが起こ
り、トランザクションが打ち切り必須状態になっていま
す。この状態で、許可される要求は、SYNCPOINT
ROLLBACK だけです。

00C30010

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCEXT1、DSN2EXT1。

説明: CICS 接続機能の接続サブタスクからの DB2 に
対する IDENTIFY 呼び出しが、 DB2 がアクティブに
なっていないために、失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCEXT3、DSN2EXT3。
システムの処置: 失敗したタスク・スレッドにサブタス
ク・ダンプが要求され、CICS 接続機能の自動 STOP が
開始されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: おそらく、この処置の前に別の何らかのエラ
ーが発生していて、それがこの障害の原因になっていま
す。 DB2 が失敗した場合に要求される、サブタスク・
ダンプ、 SYS1.LOGREC、MVS コンソール・リスト、
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システムの処置: このトランザクションは、打ち切り必
須状態になっており、トランザクションが終了するか、
あるいは SYNCPOINT ROLLBACK が出るまで、状態
はこのままです。打ち切り必須状態にあるトランザクシ
ョンから SQL ステートメントが出ると、 SQLCODE
-906 が戻されます。 ROLLBACK オプションを指定せ
ずに SYNCPOINT 要求を出すと、ASP7 異常終了が起
こります。
ユーザーの処置: このスレッド作成エラーが予測されて
いて、トランザクションで、スレッド作成エラーの原因
になっている状態を訂正できる場合、トランザクション
は SYNCPOINT ROLLBACK を出して、処理を続行し
ます。
システム・プログラマーの応答:
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スレッド作成エラーの

00C30021
あと、トランザクションを続行したくない場合は、リソ
ース管理テーブル (RCT) をアセンブルし直し、
PCTEROP パラメーターを AEY9 に変更するか、ある
いはこのパラメーターを完全に除いて、デフォルト値を
使用するようにしてください。
問題判別: PCTEROP=N906 の場合以外は、このエラー
理由コードの前に、DSNC トランザクション・ダンプが
とられています。このダンプは、スレッド作成が失敗し
た原因を判別するための診断情報を提供します。
00C30021
説明: 計測機能インターフェース (IFI) を使用している
アプリケーションが、古いバージョンの CICS 接続機能
言語インターフェース・モジュール (DSNCLI) でリン
ク・エディットされていることを、 CICS 接続機能が検
出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCEXT1、DSN2EXT1。
システムの処置: このトランザクションは、DSNC 異
常終了で異常終了します。タスク・ブロックのライフ
(LOT) に、理由コード 00C30021 が入っています。
ユーザーの処置: 現行の CICS 接続機能保守レベルに
対応する、適切なバージョンの CICS 接続機能言語イン
ターフェース・モジュール DSNCLI を使用して、アプ
リケーションをリンク・エディットし直してください。
システム・プログラマーの応答: すべてのユーザーが、
適切なレベルの CICS 接続機能言語インターフェース・
モジュール DSNCLI を使用できるようにしてくださ
い。 古いバージョンの DSNCLI を破棄してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 適切なレベルの CICS 接続機能言語インタ
ーフェース・モジュールで、アプリケーションを再リン
ク・エディットした後でも、問題が解消されない場合
は、正しい DSNCLI を使用しているかチェックしてく
ださい。
DSNCLI の目印 (アイキャッチャー) に、正確なメイン
テナンス・レベルが示されています。実際にアプリケー
ションとリンク・エディットされる DSNCLI を調べ
て、正しいレベルを確認してください。
00C30100
説明: CICS の接続が機能していないときに、アプリケ
ーションが SQL 要求を出しました。 この理由コード
は、接続が STANDBY モードで、 RCT STANDBY オ
プションが 『SQLCODE』 であるときに出ます。

システムの処置: SQL 要求は実行されません。
ユーザーの処置: CICS 接続機能が開始されるまで待っ
てください。 その後、失敗したトランザクションを再
び実行してください。
オペレーターの応答: DB2 がアクティブであることを
確認した上で、CICS 接続機能を再始動させてくださ
い。
システム・プログラマーの応答: CICS 接続機能または
DB2 が生成したダンプ、 MVS システム・コンソー
ル・ログ、および -STOP DB2 コマンドを発行したので
あれば、その記録を集めてください。 CICS 接続機能の
終了が、DB2 停止コマンドまたは、DB2 の異常終了の
結果であるかどうかを判別してください。
問題判別: CICS 接続機能は待機モードになっていまし
た。これが生じるのは、DB2 が停止し、RCT
STANDBY オプションが 『SQLCODE』 の場合です。
CICS 接続機能のダンプと DB2 終了ダンプのすべて
を、見つけてください。ダンプを生成する原因となった
エラー状態についての、問題判別手順の資料に従ってく
ださい。
00C30200
説明: アプリケーションが SQL 要求を出そうとしまし
たが、その要求に使用できるスレッド・リソースがあり
ません。トランザクションに、CICS-DB2 接続の
DB2ENTRY 定義が使用できなくなっている場合、この
理由コードになります。
システムの処置:

SQL 要求は実行されません。

ユーザーの処置: DB2ENTRY を使用できるようにして
から、トランザクションを再試行してください。
システム・プログラマーの応答: トランザクションの
DB2ENTRY を使用可能にするか、POOL に
DISABLEDACT を設定して、トランザクションがその
項目で、実行できるようにしてください。
00C30805
説明: CICS 接続機能が、強制停止モードで終了中であ
るため、呼び出し機能と DB2 との接続が、終了させら
れました。この理由コードは、強制停止が開始された結
果、CICS 接続機能が終了中であることを示していま
す。 DSNC STOP FORCE コマンド、STOP DB2
MODE (FORCE) コマンド、DB2 の異常終了、または
CICS 接続機能の異常終了によって、強制停止が開始さ
れた可能性があります。コマンドを使用して強制停止処
理を行ったのでない場合には、異常終了しているのが
DB2 であれば、 DB2、CICS 接続機能であれば CICS
接続機能によって、異常終了ダンプが生成されます。
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この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCEXT1、DSN2CEXT1。
システムの処置: 現在の要求にはすべて、CICS 接続機
能が終了中であることを示す標識が戻されます。
ユーザーの処置: CICS 接続機能が再始動されるまで待
ってから、失敗したトランザクションを入力し直してく
ださい。
オペレーターの応答: DB2 がアクティブであることを
確認した上で、CICS 接続機能を再始動させてくださ
い。
システム・プログラマーの応答: CICS 接続機能または
DB2 が生成したダンプがあればそのダンプ、MVS シス
テム・コンソール・ログ、および、DSNC STOP コマン
ドが出した可能性がある場合は、そのレコードを集めて
ください。 CICS 接続機能の終了が、STOP コマンドま
たは異常終了の結果であるかどうかを判別してくださ
い。
問題判別: CICS 接続機能は、強制終了しています。こ
のような状態が起こるのは、DSNC STOP FORCE コマ
ンドを出した場合、 CICS 接続機能が予期しない状態を
検出した場合、 DB2 STOP MODE (FORCE) コマンド
を出した場合、あるいは、DB2 が異常終了した場合で
す。強制オプションを指定して、停止コマンドを出さな
かった場合は、 CICS 接続機能の異常終了ダンプと
DB2 異常終了ダンプのすべてを、突き止めてくださ
い。ダンプを生成する原因となったエラー状態について
の、問題判別手順の資料に従ってください。
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第 34 章 X’C5......’ コード
これらのコードについては、標準的な資料として SYSUDUMP および DSNTRACE データ・セットの印刷
出力を集めてください。 SPUFI の標準的な資料は、SYSUDUMP およびこのセッションに関する ISPF ロ
グの印刷出力です。ダンプを集める前に、SYSUDUMP データ・セットを割り振っておかなければなりませ
ん。また、DSN トレース・ストリームを集める前に、DSNTRACE データ・セットを割り振っておく必要
があります。ただし、バックグラウンドで実行している場合は別で、その場合には、 DSNTRACE 出力は
SYSTSPRT データ・セットに入れられます。 ISPFは、通常は、アクティブ・ログ・データ・セットを用い
て実行されます。 ISPF では、TEST パラメーターを指定して呼び出されていない限り、ダンプは抑止され
ます。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
TSO 接続機能 (TSO attachment facility)では、メッセージ ID を表示するかどうかをユーザーがコントロー
ルすることができます。表示したい場合には、 PROFILE MSGID と入力してください。表示させない場合
には、PROFILE NOMSGID と入力してください。
TSO 接続機能 (TSO attachment facility)で発生する可能性のある異常終了を、以下に示します。
00C50001
説明: おそらく、DB2 サブシステムのエラーです。
DSNESM30 が、 SQLDA の SQLTYPE フィールドの
YTYPE 部分で不適格な値を検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNESM30
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 標準的な SPUFI の資
料を集めてください。ダンプのとり方とメッセージ ID
の表示方法については、『第 34 章 X’C5......’ コード』
を参照してください。
問題判別: SQLDA の SQLTYPE フィールドで、不適
格な値が検出されました。これは、このフィールドが誤
って重ね書きされたため、起こった可能性があります。
エラーの原因を判別するためには、ストレージ・ダンプ
の SQLDA を分析してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 21。

ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 標準的な SPUFI の資
料を集めてください。ダンプのとり方とメッセージ ID
の表示方法については、『第 34 章 X’C5......’ コード』
を参照してください。
問題判別: SQLDA の YTYPE フィールドで、不適格
な値が検出されました。これは、このフィールドが誤っ
て重ね書きされたため、起こった可能性があります。ス
トレージ・ダンプの SQLDA を分析して、エラーの原因
を判別してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 21。
00C50003
説明: ユーザー・エラーまたはシステム・エラーのいず
れかの可能性があります。 SPUFI は、GETMAIN で必
要なストレージを得ることができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNESM10、DSNESM20。

00C50002

システムの処置: SPUFI タスクは異常終了します。 ユ
ーザーは、ISPF のメインメニューに戻ります。

説明: おそらく、DB2 サブシステムのエラーです。
DSNESM32 が、SQLDA の SQLTYPE フィールドの
YTYPE 部分に不適格な値を検出しました。すなわち、
SQLDA の SQLTYPE フィールドに不適格な値があった
ことになります。

ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。ログオン時
に、より大きなマシンのサイズを指定する必要があるか
もしれません。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNESM32
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

システム・プログラマーの応答: 問題が解消されない場
合には、標準的な SPUFI 資料を集めてください。ダン
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00C50005
プのとり方とメッセージ ID の表示方法については、
923 ページの『第 34 章 X’C5......’ コード』を参照して
ください。
問題判別: レジスター 2 に、要求したストレージの大
きさが入っています。 ISPF ログ・データ・セットのメ
ッセージ DSNE392E に、この異常終了を出したモジュ
ールの名前が示されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 21。

X’C5......’ コード』を参照してください。
問題判別: ISPF ログ・データ・セット内のメッセージ
DSNE383A に、エラーがあると判別された出力データ・
セットのレコード形式が示されています。出力データ・
セットのレコード形式は、F、FB、FBA、V、VB、また
は VBA のいずれかでなければなりません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 21。
00C50008

00C50005
説明: ユーザー・エラーまたはシステム・エラーのいず
れかの可能性があります。 DYNALLOC SVC がデー
タ・セットを割り振ろうとしたときに、予期しない戻り
コードを戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNESM55。
システムの処置: フィールドの内容が、ISPF のログに
書き込まれます。
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 標準的な SPUFI の資
料を集めてください。ダンプのとり方とメッセージ ID
の表示方法については、 923 ページの『第 34 章
X’C5......’ コード』を参照してください。
問題判別: ISPF ログ・データ・セット内のメッセージ
DSNE381E に、動的割り振り要求から戻された戻りコー
ドと理由コードの値が示されています。該当の MVS 資
料を参照して、エラーの原因の判別とこれらの値の分析
を行なってください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 21。
00C50007
説明: おそらく、SPUFI のコードのエラーです。出力
データ・セットのレコード形式を記述しているフィール
ドが無効です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNESM55。
システムの処置: フィールドの内容が、ISPF のログに
書き込まれます。
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 標準的な SPUFI の資
料を集めてください。ダンプのとり方とメッセージ ID
の表示方法については、 923 ページの『第 34 章
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説明: ユーザー・エラーまたはシステム・エラーのいず
れかの可能性があります。 DYNALLOC SVC が、デー
タ・セットの割り振りを解除しようとしたときに、予期
しない戻りコードを戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNESM55。
システムの処置: フィールドの内容が、ISPF ログに書
き込まれます。
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 標準的な SPUFI の資
料を集めてください。ダンプのとり方とメッセージ ID
の表示方法については、 923 ページの『第 34 章
X’C5......’ コード』を参照してください。
問題判別: ISPF ログ・データ・セット内のメッセージ
DSNE384E に、動的割り振り要求から戻された戻りコー
ドと理由コードの値が示されています。これらの値を分
析して、エラーの原因を判別してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 21。
00C50009
説明: おそらく、SPUFIコードのエラーです。
SQLCODE 変換サービス (モジュール DSNTIAR) が、
予期しない戻りコードを戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT から出されま
す。 DSNESM40
システムの処置: フィールドの内容が、ISPF ログに書
き込まれます。
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 標準的な SPUFI の資
料を集めてください。ダンプのとり方とメッセージ ID
の表示方法については、 923 ページの『第 34 章
X’C5......’ コード』を参照してください。
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00C50100
問題判別: ISPF ログ・データ・セットのメッセージ
DSNE387A に、 DSNTIAR からの戻りコードが示され
ています。戻りコードは、以下のことを示します。
4
データが、提供されたメッセージ域に収まり切
らなかった。
8
LRECL が次の範囲に入っていなかった。72 ≥
LRECL ≤ 240
12
メッセージ域の大きさが十分でなかった。 メ
ッセージ長 ≥ 240
16
メッセージ・ルーチン (IKJEFF02) にエラーが
あった。

システムの処置:
要求されます。

X'04E' 異常終了が起こり、ダンプが

システム・プログラマーの応答: 標準的な資料が必要と
なります。ダンプのとり方とメッセージ ID の表示方法
については、 923 ページの『第 34 章 X’C5......’ コー
ド』を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 4、
20。
00C50102

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 21。
00C50100
説明: おそらく、DSN コマンド処理プログラム・コー
ドのエラーが原因です。 (DSN コマンド処理プログラム
の) モジュール DSNECP66 が、DCLGEN から受け取っ
た予期しない SQL 戻りコードを説明するために、エラ
ー・メッセージを形式設定するモジュール DSNTIAR を
呼び出しました。 DSNTIAR が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNECP66
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: DSN トレース・スト
リームを含む、標準的な資料を集めてください。ダンプ
のとり方とメッセージ ID の表示方法については、 923
ページの『第 34 章 X’C5......’ コード』を参照してくだ
さい。
問題判別: 出力されるメッセージ DSNE004E に、
DSNTIAR が戻した戻りコードが示されています。この
戻りコードの説明については、異常終了理由コード
'00C50009' を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 20。

説明: DSN コマンド処理プログラムからの IDENTIFY
要求を処理しようとしたときに、おそらく、DB2 でエ
ラーが発生しました。 DSN は、DB2 から予期しない
戻りコード (FRBRC1 または FRBRC2) を受け取りまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNECP12
システムの処置: DSNは、このメッセージを書いた直後
に、異常終了コード X'04E' と異常終了理由コード
'00C50102' で異常終了します。
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの「問
題判別」の項を参照してください。
問題判別: DSN トレースをオンにして、ジョブを実行
し直してください。 TSO アドレス・スペースからの
SYSUDUMP が必要になる場合があります。おそらく、
DB2 ダンプが必要です。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 20。
00C50103

00C50101
説明: ユーザーが、DSN コマンド処理プログラムの
ABEND サブコマンドを入力しました。これにより、
X'04E' 異常終了が起こり、ダンプが要求されました。ダ
ンプを入れておく、SYSUDUMP または SYSADUMP
のデータ・セットが事前に割り振られているはずです。
ABEND サブコマンドが、デバッグに役立つ場合があり
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNECP19

説明: DSN コマンド処理プログラムからの
ESTABLISH EXIT 要求を処理しようとしたときに、お
そらく、DB2 でエラーが発生しました。 DSN は、DB2
から予期しない戻りコード (FRBRC1 または FRBRC2)
を受け取りました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNECP12
システムの処置: DSN は、このメッセージを書いた直
後に、異常終了コード X'04E' と異常終了理由コード
'00C50103' で異常終了します。
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00C50104
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの「問
題判別」の項を参照してください。
問題判別: DSN トレースをオンにして、ジョブを実行
し直してください。 TSO アドレス・スペースからの
SYSUDUMP が必要になる場合があります。おそらく、
DB2 ダンプが必要です。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 20。
00C50104
説明: DSN コマンド処理プログラムからの CREATE
THREAD 要求を処理しようとしたときに、おそらく、
DB2 でエラーが発生しました。 DSN は、DB2 から予
期しない戻りコード (FRBRC1 または FRBRC2) を受け
取りました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNECP13
システムの処置: DSN は、このメッセージを書いた直
後に、異常終了コード X'04E' と異常終了理由コード
'00C50104' で異常終了します。
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの「問
題判別」の項を参照してください。
問題判別: DSN トレースをオンにして、ジョブを実行
し直してください。 TSO アドレス・スペースからの
SYSUDUMP が必要になる場合があります。おそらく、
DB2 ダンプが必要です。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 20。
00C50108
説明: DSN コマンド処理プログラムからの
BIND、REBIND、または FREE 要求を処理しようとし
たときに、おそらく、DB2 でエラーが発生しました。
DSN は、DB2 から予期しない戻りコード (FRBRC1 ま
たは FRBRC2) を受け取りました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNECP30
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システムの処置: DSN は、このメッセージを書いた直
後に、異常終了コード X'04E' と異常終了理由コード
'00C50108' で異常終了します。
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの「問
題判別」の項を参照してください。
問題判別: DSN トレースをオンにして、ジョブを実行
し直してください。 TSO アドレス・スペースからの
SYSUDUMP が必要になる場合があります。おそらく、
DB2 ダンプが必要です。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 20。
00C50109
説明: DSN コマンド処理プログラムからの
TERMINATE 要求を処理しようとしたときに、おそら
く、DB2 でエラーが発生しました。 DSN は、DB2 か
ら予期しない戻りコード (FRBRC1 または FRBRC2) を
受け取りました。
次の CSECT が、この異常終了理由コードを出します。
DSNECP18
システムの処置: DSN は、このメッセージを書いた直
後に、異常終了コード X'04E' と異常終了理由コード
'00C50109' で異常終了します。
ユーザーの処置: 問題が繰り返し起こる場合には、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの「問
題判別」の項を参照してください。
問題判別: DSN トレースをオンにして、ジョブを実行
し直してください。 TSO アドレス・スペースからの
SYSUDUMP が必要になる場合があります。おそらく、
DB2 ダンプが必要です。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、 20。
00C50110
説明: DSN コマンド処理プログラムのエラーです。こ
のエラーは、DSN STAX ルーチン (DSNEBP01) に入っ
たとき、 DSN 制御ブロックを突き止められないときに
発生します。AEPLUSR フィールドに、 CIB アドレス
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00C50111
が含まれていませんでした。
このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSNECP01
重大度:

4

システムの処置:
了します。

DSNコマンド処理プログラムは異常終

ユーザーの処置: SYSUDUMP または SYSABEND ダ
ンプ・データ・セットを割り振ってある場合には、ダン
プを集めてください。割り振っていない場合は、
SYSUDUMP および DSNTRACE データ・セットを割り
振り、 DSN トレースをオンにして、エラーを再現させ
てください。 そして、これらのデータ・セットを保管
してください。
00C50111
説明: ユーザーのアプリケーション・プログラムが、
DB2 言語インターフェース・モジュール DSNELI に、
計測機能コンポーネント・アプリケーション・プログラ
ム・インターフェース (計測機能インターフェース) 呼
び出しを行いましたが、ユーザーのプログラムは DSN
コマンド処理プログラムのもとで実行されていません。
DSN のもとで、DSNELI を使用してすべてのアプリケ
ーション・プログラムを実行するようにしてください。
これを行うには、まず最初に DSN コマンドを出し、次
に、DSN コマンド処理プログラムの RUN サブコマン
ドを使用してユーザーのアプリケーションを開始し、最
後にアプリケーションの完了時に END サブコマンドを
使用して DSN を停止させてください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNELI
システムの処置: 制御はアプリケーションに戻ります。
ユーザーのアプリケーションは、処理を続けることがで
きます。計測機能インターフェース (IFI) 呼び出しをさ
らに試みると、この戻りコードと理由コードが繰り返し
出されます。
ユーザーの処置: DSN コマンド処理プログラムのもと
で、ユーザーのアプリケーションを実行し直してくださ
い。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ジョブを変更して、
DSN を呼び出すようにください。 DSN コマンド処理
プログラムの RUN サブコマンドを使用して、アプリケ
ーション・プログラムを開始してください。

第 34 章 DB2 コード
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第 35 章 X’C6......’ コード
00C60001
説明: DB2 コンソール・メッセージを表示するための
WTO 要求を出したとき、 DB2 が戻りコード X'20' を
受け取りました。 MVS がこの戻りコードをセットする
のは、複数コンソール・サポート (MCS) または JES3
用のメッセージ・バッファーがない場合か、あるいは
JES3 WTO ステージング域が過剰である場合です。
WTO 要求は終了します。この MVS の問題が訂正され
るまで、 DB2 コンソール・メッセージとそれに続く
DB2 情報コンソール・メッセージはすべて無視されま
す。
異常終了の発生時の WTO 要求からの戻りコードは、汎
用レジスター 0 に入っています。
次の CSECT が、この異常終了理由コードを出します。
DSNFWTO
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれます。再試行が要求され、実行が継続されます。エ
ラーの状態が訂正されると、DB2 はコンソール・メッ
セージの発行を再開します。
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第 36 章 X’C8......’ コード

プリコンパイラーの異常終了は ESTAE によって代行受信されないため、標準のシステム異常終了が起こ
る可能性があります。 SYNAD 出口が使用されないので、入出力エラーが起こると、 S001 または S002
異常終了が発生します。 S04E 異常終了は、プリコンパイラーの内部エラーが起こった場合に生成されま
す。 以下は、理由コードのリストです。
00C8901x
説明: 内部のプリコンパイラー / 構文解析プログラム
の整合性検査が失敗しました。S04E アベンドが生成さ
れました。エラー・タイプと理由コードは、ダンプのレ
ジスター 15 に入っています。
理由コードでは、x は、次のいずれかです。
1

構文解析プログラムが、字句走査から 0 のト
ークン・コードを受け取りました。字句走査と
は、構文ではなく字句を走査することを言いま
す。

2

ストレージ副次割り振り制御ブロックにおける
エラー。 DB2 SQL ステートメントの制限を超
えると、このエラーが起こることがあります。
SQL ステートメントが、1 つの SQL ステート
メントに許可されている DB2 定義の最大数よ
り多くの列を参照、作成、または宣言している
可能性があります。もう 1 つの可能性は、
SQL ステートメントで参照されているホスト
変数が多すぎることです。

3

ストレージ副次割り振り要求におけるエラー。
SQL ステートメントの DBRM 項目を作成中
に、ストレージの制約のため、または SQL ス
テートメントの長さが DB2 の最大の長さを超
えるため、このエラーが起こることがありま
す。

4

ポインター構造におけるエラー。

5

プリコンパイラー / 解析プログラムのディクシ
ョナリー、または DBRM のホスト変数情報
が、SQL ステートメントのホスト変数情報と
整合性がありません。プリコンパイラーが不当
なホスト変数宣言を誤って解釈すると、エラー
が発生することがあります。

6

構文解析プログラム・オプションに関して予期
しない値が戻された。

7

内部限界を超えた。 完全修飾名が、最大長の
255 文字を超えている。
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8

内部変換エラー。 タイム・スタンプ・バージ
ョン ID の変換時にエラーが発生した。

9

内部スタック・ストレージを使い尽くした。

# A
#

言語環境プログラムが必要ですが、使用不可で
す。

システム・プログラマーの応答: SVC ダンプとアプリ
ケーション・プログラムのソースのコピーを入手してく
ださい。異常終了理由コードが 00C89015 の場合には、
バインドされている DBRM のコピーを入手してくださ
い (IEBCOPY)。
00C89041
説明: 多くのストレージが必要ですが、プリコンパイラ
ーの実行中には獲得することができませんでした。
S04E の異常終了になります。エラー・タイプと理由コ
ードは、ダンプのレジスター 15 に入っています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNHCORE
システム・プログラマーの応答: 現行のステートメント
に必要なストレージを獲得できなかったか、あるいはこ
のストレージの大きさが 1 つの要求が獲得できる上限
(64KB) を超えています。領域がフルになっている場合
は、領域を拡張できるかどうかを判別してください。拡
張できない場合には、この SQL ステートメントは大き
すぎるため処理できません。
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第 37 章 X’C9......’ コード
and Reference の 第 2 部 を参照してください。

00C9007D
説明: 表スペースまたは区画についての圧縮ディクショ
ナリーを、表スペースまたは区画に保管することはでき
ません。 このため、LOAD または REORG のユーティ
リティーを完了することができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIZLDL、DSNIDLOD
システムの処置: DB2 は、表スペースまたは区画を暗
黙的に停止します。メッセージ DSNT501I および
DSNI004I が出され、ディクショナリーとディクショナ
リーを定義しているオブジェクトが使用不能であること
をオペレーターに通知します。 SQLCODE -904 が、
SQL エンド・ユーザーに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 問題を訂正し、LOAD
または REORG ジョブを再実行してください。 DB2 に
エラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関す
る情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の 第 2 部 を参照してください。

00C9007F
説明: 表スペースまたは区画の圧縮ディクショナリーが
無効です。このため、表スペースまたは区画をオープン
できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIZLDR
システムの処置: DB2 は、表スペースまたは区画を暗
黙的に停止します。メッセージ DSNT501I および
DSNI004I が出され、ディクショナリーとディクショナ
リーを定義しているオブジェクトが使用不能であること
をオペレーターに通知します。 SQLCODE -904 が、
SQL エンド・ユーザーに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 表スペースまたは区画
をリカバリーし、始動した上で、この要求を再実行する
ようにユーザーに知らせてください。
00C90080

00C9007E
説明: 表スペースまたは区画の圧縮ディクショナリー
を、正常に取り出すことができません。このため、デー
タ要求は失敗しました。
この異常終了の理由コードは次の CSECT から出されま
す。 DSNIRFNX、 DSNIRLPG、 DSNICUMR、
DSNIMSMS、 DSNINXPT、 DSNIRIDC、
DSNIRNXT、 DSNIRSET、 DSNISRID、 DSNISFS、
DSNISFX、 DSNISRTI、 DSNICUMW、 DSNILREP、
DSNIMS1W、 DSNIRELF、 DSNIRELS、 DSNIREDR、
DSNIENSR。
システムの処置: DB2 は、表スペースまたは区画を暗
黙的に停止します。メッセージ DSNT501I および
DSNI004I が出され、ディクショナリーとディクショナ
リーを定義しているオブジェクトが使用不能であること
をオペレーターに通知します。 SQLCODE -904 が、
SQL エンド・ユーザーに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 問題を訂正した上で、
この要求を再実行するようにユーザーに通知してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

説明: 更新操作のためのリソースを割り振ろうとしまし
た。しかし、このリソースは読取専用アクセス用として
すでに開始されています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIDBCA
DSNIDBET

DSNIDBCI

DSNIDBCN

DSNIDBCP

システムの処置: 割り振り処理は許可されません。
ユーザーの処置: 読み取り / 書き込みアクセスでリソ
ースを開始する時期を決め、ジョブを実行し直してくだ
さい。
オペレーターの応答: この理由コードがメッセージ
DSNT501I で表示される場合には、示されたリソースを
読取専用アクセスで開始する必要があるかどうかを決め
てください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出され、メッセージ DSNT501I が出
されます (この一方または両方が行われます)。 詳細に
ついては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の
SQL 戻りコード、または 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』 の DSNT501I メッセージの説明
を参照してください。
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00C90081
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。

説明: DB2 ユーティリティー機能にすでに割り振られ
ているリソースを割り振ろうとしました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIDBCJ
システムの処置:

DSNIDBCO

DSNIDBCQ

割り振り処理は許可されません。

ユーザーの処置: このリソースがいつ使用可能になるの
かを判別し、ジョブを実行し直してください。

00C90081
説明: アクセスをすべて停止されているリソースを割り
振ろうとしました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIDBCA
DSNIDBCO
DSNISTPS

00C90082

DSNIDBCI
DSNIDBCP

DSNIDBCJ
DSNIDBCQ

DSNIDBCN
DSNISTDB

システムの処置: 割り振り処理は許可されません。
ユーザーの処置: このリソースが停止状態でなくなるの
はいつかを判断し、ジョブを実行し直してください。
オペレーターの応答: この理由コードがメッセージ
DSNT500I またはメッセージ DSNT501I で表示される
場合には、このリソースを停止させる必要があるかどう
かを決めてください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 または -923 が出され、メッセージ
DSNT500I またはメッセージ DSNT501I が出されます
(この一方または両方が行われます)。 詳細については、
『第 2 部 SQL 戻りコード』の SQL 戻りコード、ある
いは『第 17 章 DSNT... メッセージ』の DSNT500I ま
たは DSNT501I メッセージの説明を参照してくださ
い。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。

問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 または -923 が出され、メッセージ
DSNT501I が出されます (この一方または両方が行われ
ます)。 DB2 ユーティリティー機能に割り振られている
リソースは、ユーティリティーが使用している場合と、
ユーティリティー用に予約されている場合があります。
リソースがユーティリティー用に予約されていて、現在
使用されていない場合には、-DISPLAY UTILITY コマ
ンドを入力すると、そのオブジェクトでユーティリティ
ーが作動していないことが示されます。予約されている
リソースにアクセスするには、 -TERM UTILITY コマ
ンドを使用してください。詳細については、 9 ページ
の『第 2 部 SQL 戻りコード』の SQL 戻りコード、ま
たは 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセージ』の
DSNT501I メッセージの説明を参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、32、
72。
00C90083

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

説明: 更新操作のためのリソースを割り振ろうとしまし
た。しかし、このリソースはすでに、DB2 ユーティリ
ティー機能に割り振られていて、他のユーザーに、読み
取り専用アクセスが許されています。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIDBCJ

DSNIDBCO

DSNIDBCQ

システムの処置: DB2 は、内部の制御表を検査して、
このリソースの割り振りを禁止するユーティリティー機
能がないかを判別します。そのようなユーティリティー
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の標識が検出された場合、リソースの割り振りは許され
ません。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIWKFL、DSNITFFS

ユーザーの処置: このリソースがいつユーティリティー
による制約を受けなくなり、読み取り / 書き込みアクセ
ス用に開始されるのかを判別し、ジョブを実行し直して
ください。

システムの処置: 始動処理中に出た DSNT500I メッセ
ージに、この理由コードが示された場合には、 DB2 の
始動 / 再始動が続行されます。

問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 または -923 が出され、メッセージ
DSNT501I が出されます (この一方または両方が行われ
ます)。
DB2 ユーティリティー機能に割り振られているリソー
スは、ユーティリティーが使用している場合と、ユーテ
ィリティー用に予約されている場合があります。リソー
スがユーティリティー用に予約されていて、現在使用さ
れていない場合には、-DISPLAY UTILITY コマンドを
入力すると、そのオブジェクトでユーティリティーが作
動していないことが示されます。 -DISPLAY
DATABASE コマンドを入力すると、問題のリソースに
DB2 が割り当てている制約状態が示されます。 ユーテ
ィリティーは、処理中のリソースに対して制約状態 (た
とえば、 UTRO) をセットし、ユーティリティーが正常
に完了した時点でこの状態を解除します。したがって、
ユーティリティーが正常に完了したあとで -DISPLAY
DATABASE コマンドを出しても、そのユーティリティ
ーにセットされていた制約状態は表示されません。予約
されているリソースにアクセスするには、 -TERM
UTILITY コマンドを使用してください。詳細について
は、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の SQL
戻りコード、または 453 ページの『第 17 章 DSNT...
メッセージ』の DSNT501I メッセージの説明を参照し
てください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、32、
72。
00C90084
説明: NAME で示されているページ・サイズをもつ一
時ファイルが使用不能です。ページ・セットのオープン
中、またはページ・セットのヘッダー・ページとスペー
ス・マップ・ページの形式設定中に、エラーが検出され
ました。

-START DATABASE コマンドの過程で出た DSNT500I
メッセージに、この理由コードが示された場合には、要
求は失敗します。いずれの場合にも、一時ファイル機能
がページ・セットに一時ファイルを割り振ることはあり
ません。
ユーザーの処置: 問題の一時データ・セットを削除して
から再定義した上で、 -START DATABASE コマンドを
入力して、一時ファイルを開始してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出され、メッセージ DSNT500I が出
されます (この一方または両方が行われます)。詳細につ
いては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の
SQL 戻りコード、または 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』の DSNT500I メッセージの説明を
参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 4、5、
10、32。
00C90085
説明: 一時ファイルに対する 253 の制限に達しまし
た。
その理由は、次のいずれかであると考えられます。
v 多数の並行トランザクションが一時ファイルの使用を
必要としている。
v 一時ファイル・データベースに表スペース用に定義さ
れている 1 次 / 2 次の数量が小さい。
v 一時ファイル・データベースに割り振られたスペース
が不十分である。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIWCUB
システムの処置: この一時ファイルの拡張要求は許され
ません。
ユーザーの処置: 上記の状況を解決するためには、次の
いずれかを行ってください。
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v 並行トランザクションの数を減らす。
v 一時ファイル・データベースに表スペース用に定義さ
れている 1 次 / 2 次の数量を増やす。
v 一時ファイル・データベースに割り振られているスペ
ースを増やす。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出され、メッセージ DSNT500I が出
されます (この一方または両方が行われます)。詳細につ
いては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の
SQL 戻りコード、または 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』の DSNT500I メッセージの説明を
参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、17、
32、52。
00C90086
説明: DB2 ユーティリティー・アクセス専用として開
始されているリソースを割り振ろうとしました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIDBCA

DSNIDBCI

DSNIDBCN

DSNIDBCP

システムの処置: 割り振り処理は許可されません。
ユーザーの処置: このリソースがいつ使用可能になるの
かを判別し、ジョブを実行し直してください。
オペレーターの応答: この理由コードがメッセージ
DSNT501I に表示された場合は、このリソースをユーテ
ィリティー・アクセス専用として、開始させる必要があ
るかどうかを判別してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 または -923 が出され、メッセージ
DSNT501I が出されます (この一方または両方が行われ
ます)。詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻
りコード』の SQL コード、または 453 ページの『第
17 章 DSNT... メッセージ』の DSNT500I メッセージの
説明を参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。
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DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。
00C90087
説明: '損傷あり'のマークが付いているページが、読み
取られました。データベース、表スペースまたは索引ス
ペース、およびページ番号は、NAME で示されていま
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIADBR
システムの処置: この状態を検出したデータ管理プログ
ラム機能が、呼び出し側に 'リソース利用不能'状態を戻
します。修復されるまで、このページにはアクセスでき
ません。
ユーザーの処置: TYPE が '00000300' である場合に
は、名前を調べて、ページが索引スペースまたは表スペ
ースのいずれに入っているのかを判別してください。
REPAIR ユーティリティーを用いて、損傷のあるページ
を修復してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 または -923 が出され、メッセージ
DSNT500I が出されます (この一方または両方が行われ
ます)。 詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻
りコード』の SQL 戻りコード、または 453 ページの
『第 17 章 DSNT... メッセージ』の DSNT500I メッセ
ージの説明を参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。
00C90088
説明: メッセージ DSNT501I の NAME に示されてい
るリソースが、デッドロック状態になっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILMCL
システムの処置:

要求された操作は実行されません。

ユーザーの処置:
さい。

アプリケーションを実行し直してくだ
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システム・プログラマーの応答: デッドロック状態が常
習的なものである場合には、アプリケーション実行の混
合状態を調べて、デッドロックが発生した原因を判別し
てください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -911、-913 または -923 が出され、メッセー
ジ DSNT501I が出されます (この一方または両方が行わ
れます)。 詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL
戻りコード』の SQL 戻りコード、または 453 ページ
の『第 17 章 DSNT... メッセージ』の DSNT501I メッ
セージの説明を参照してください。
統計トレース・クラス 3 がアクティブな場合は、IFCID
172 に診断情報が入っています。ロックの影響について
は、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版およ
び z/OS 版) 管理ガイド の 第 5 部 (第 2 巻) を参照
してください。 DB2 内にエラーがあると思われる場
合、問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、18、
32、36、38。

EDM プール・サイズ定義を増やすには、UPDATE イン
ストール・パネルで次のことを行ってください。
v EDM ストレージの不足が解消されない場合には、
EDM プールのサイズに影響を与えるインストール・
パラメーターを変更して (すなわち、並行ユーザーの
数を増やす、現在アクティブなデータベースの数を増
やすなどの変更を行って) から DB2 を再始動する。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 または -923 が出され、メッセージ
DSNT500I が出されます (この一方または両方が行われ
ます)。 詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻
りコード』の SQL 戻りコード、または 453 ページの
『第 17 章 DSNT... メッセージ』の DSNT500I メッセ
ージの説明を参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。

00C90089
説明: データ管理プログラムのサブコンポーネントの環
境記述管理プログラム (EDM) 機能のプールまたはデー
タ・スペースのストレージが足りなかったため、 ID
'object id' (DBD ID、SKCT プラン名、または SKPT パ
ッケージ名) で示されたオブジェクトの取り出しが、サ
ポートできませんでした。このオブジェクトは、データ
ベース記述子 (DBD)、スケルトン・カーソル表
(SKCT)、またはスケルトン・パッケージ表 (SKPT) のい
ずれかです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNGEDLC
DSNGESLC

DSNGEDST
DSNGEPLC

システムの処置:

DSNGEELC

DSNGEFSP

要求された操作は実行されません。

ユーザーの処置: アプリケーションを再度呼び出してく
ださい。何回か試みても、スペースがまだ十分でない場
合には、以下の処置をとると、EDM ストレージの必要
量を少なくすることができます。
v DB2 を使用している並行ユーザーの数を少なくす
る。
v プランまたはパッケージ内の SQL ステートメントの
数を少なくして、再バインドする。
v データベースの設計を単純にする (たとえば、データ
ベース内の区画数を少なくする)。

00C9008A
説明: NAME が示すデータベース・プロシージャーの
インストール・システム出口を、実行用にロードできま
せん。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIREDR、DSNIENSR
システムの処置: 要求された操作は実行されません。
ユーザーの処置: インストール・システム出口がロード
できなかった理由を判別し、問題を訂正した上で、ジョ
ブを実行し直してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出され、メッセージ DSNT500I が出
されます (この一方または両方が行われます)。詳細につ
いては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の
SQL 戻りコード、または 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』の DSNT500I メッセージの説明を
参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。
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00C9008B
00C9008B
説明: データベースを作成しようとしましたが、使用で
きる DBID がありません。すなわち、システムが限界
に達しています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNGDCID

VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、15、
17、32、 33、35。

システムの処置: この作成は許されません。
ユーザーの処置: 未使用のデータベースをすべて
DROP し、ジョブを実行し直してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出され、メッセージ DSNT500I が出
されます (この一方または両方が行われます)。詳細につ
いては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の
SQL 戻りコード、または 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』の DSNT500I メッセージの説明を
参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。
00C9008C
説明: クラスター索引が定義されていない区分表スペー
スに対して、割り振りまたはバインドを試みました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNISPSC
システムの処置:
ません。

DSNICUBC

DSNIALLC

説明: 不完全なクラスター定義を持つ表スペースに対し
て、バインドが試みられました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNISPSC、DSNIPSFI
システムの処置:

バインド処理は許されません。

ユーザーの処置: 表スペースのクラスター定義を完了さ
せてから、ジョブを実行し直してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出され、メッセージ DSNT501I が出
されます (この一方または両方が行われます)。 詳細に
ついては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の
SQL 戻りコード、または 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』の DSNT501I メッセージの説明を
参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、15、
17、32、 33、35。

バインドまたは割り振り処理は許され

ユーザーの処置: 区分表スペースにクラスター索引を定
義して、ジョブを実行し直してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出され、メッセージ DSNT501I が出
されます (この一方または両方が行われます)。 詳細に
ついては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の
SQL 戻りコード、または 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』の DSNT501I メッセージの説明を
参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
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00C9008D

00C9008E
説明: NAME で示されたリソースに対するロック要求
が認められず、この要求はご使用のシステムで指定され
ている最大待機時間よりも長く待たされています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILMCL
システムの処置: この状態を検出したデータ管理プログ
ラムの機能が、 'リソース利用不能'を呼び出し側に戻し
ます。
メッセージ DSNT378I が出されます。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904、-911、-913 または -923 が出され、メ
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00C9008F
ッセージ DSNT501I が出されます (この一方または両方
が行われます)。 詳細については、 9 ページの『第 2
部 SQL 戻りコード』の SQL 戻りコード、または 453
ページの『第 17 章 DSNT... メッセージ』の DSNT501I
メッセージの説明を参照してください。タイムアウトが
起こった場合は、メッセージ DSNT376I の"システム・
プログラマーの応答"も参照して、問題判別を行ってく
ださい。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、18、
32、36、38。
00C9008F
説明: データベース記述子 (DBD) のサイズが、上限で
ある EDM プール・サイズの 25% に達しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNGDCPD
システムの処置: データベース・オブジェクトを作成 /
変更する要求は、許されません。
ユーザーの処置: 別のデータベースにデータベース・オ
ブジェクトを作成するか、このデータベースから未使用
のデータベース・オブジェクトを除去するかしてくださ
い。除去するオブジェクトが索引または表スペースであ
る場合は、除去がコミットされ次第、DBD のスペース
が使用可能になります。除去するオブジェクトが表であ
る場合には、以下のすべてを実行した後でなければ、
DBD のスペースは使用できるようにはなりません。
v DROP がコミットされる。
v 表スペースに対して DB2 REORG が実行されてお
り、REORG 後のリカバリー点がない。
v MODIFY が実行されて、除去した表の行を含むデー
タのすべてのイメージ・コピー (すなわち、REORG
以前にとられたコピー) が削除される。 MODIFY
は、削除する SYSCOPY 行が存在する限り、 DBD
のスペースをレクラメーション処理することに注意し
てください。

DSNT... メッセージ』の DSNT500I メッセージの説明を
参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。
00C90090
説明: 必要なリソースをロックしようとして、失敗しま
した。
システムの処置: 操作は実行されません。
ユーザーの処置: 非互換ロック状態でこのリソースに対
するロックを保持しているすべてのジョブが完了するの
を待ってから、失敗したステートメントをもう一度出し
てください。
問題判別:

要求された操作は実行されません。

リソース・タイプが表スペース、表、または索引である
場合には、 LOCKS オプションと一緒に -DISPLAY
DATABASE コマンドを出すことにより、必要なリソー
スに対して現在ロックを保持しているジョブのリストを
取得できます。
リソース・タイプがパッケージの場合には、そのパッケ
ージに対する BIND 活動が完了するのを待って、失敗
した要求をもう一度出してください。
非互換のロックを保持するジョブが完了した後も問題が
解消されない場合には、診断情報を集めて問題を追及し
てください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、32、
33。

問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出され、メッセージ DSNT500I が出
されます (この一方または両方が行われます)。詳細につ
いては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の
SQL 戻りコード、または 453 ページの『第 17 章
第 37 章 DB2 コード
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第 5 部 (第 2 巻) を参照してください。

00C90091
説明: 始動が許可される前に解決しておかなければなら
ない未解決の UR があるため、表スペースまたは索引
スペースを始動できません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILSTS
システムの処置:

START 操作は行われません。

問題判別: メッセージ DSNI002I が出されます。追加
情報については、メッセージの説明を参照してくださ
い。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、32、
33。
00C90092
説明: DB2 が、ロック、アンロック、またはロック変
更要求の結果として、IRLM からストレージ不足の標識
を受け取りました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILMCL
システムの処置: 異常終了が出た場合にのみ、
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれます。ダンプは
要求されません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: IRLM が、ロックのた
めに使用する仮想記憶域を使い尽くしました。この要求
を実行するだけの十分な仮想記憶域がありません。使用
可能なストレージ・スペースを判別するための IRLM
手順については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の 第 5 部 (第
2 巻) を参照してください。
現在のトランザクションの組み合わせが原因で、使用で
きるストレージがすべて使用されています。ある特定の
トランザクションが保持するロックの数は、 DB2 パフ
ォーマンス・トレース機能、または IRLM トレースを
行うと、調べることができます。 DB2 パフォーマン
ス・トレース機能については、 DB2 ユニバーサル・デ
ータベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の
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実行していたトランザクションとそれが保持していたロ
ックの数を判別してください。これらのトランザクショ
ンの一部を、別の時点で行うようにスケジュールする必
要があるかもしれません。
1 つまたは複数の表スペースのロック・プロトコルを変
更すると、アプリケーションが並行して保持するペー
ジ・ロックまたは行ロックの合計数を減らすことができ
ます。次のいずれかを使用してください。
v ALTER TABLESPACE...LOCKSIZE ANY
v ALTER TABLESPACE...LOCKSIZE TABLESPACE
v LOCK TABLEステートメント
アプリケーション・ロジックで可能な場合は、反復可能
読み取りまたは読み取り固定ではなく、カーソル固定の
分離レベルを使ってアプリケーション・プランを再バイ
ンドすることにより、 SELECT ステートメント用に並
行して保持されるページ・ロックまたは行ロックの数を
減らしてください。 SELECT の詳細については、 DB2
SQL 解説書 の 第 4 章 を参照してください。
1 つまたは複数の LOB 表スペースのロック・プロトコ
ルを変更すると、アプリケーションが並行して保持する
LOB ロックの合計数を減らすことができます。次のい
ずれかを使用してください。
v ALTER TABLESPACE...LOCKSIZE TABLESPACE
v LOCK TABLE ステートメント
問題判別: 次の 1 つまたは複数が出る場合がありま
す。
v SQLCODE -904 または -923
v メッセージ DSNT501I
v 異常終了
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、18、
32、35、 36。
00C90093
説明:

IRLM でエラーが発生しました。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILMCL
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
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まれ、SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: IRLM に関して前にエ
ラーが出ていないかどうか、SYS1.LOGREC を調べてく
ださい。
問題判別: 次の 1 つまたは複数が出る場合がありま
す。
v SQLCODE -904 または -923
v メッセージ DSNT501I
v 異常終了
異常終了理由コード '00C90101' の場合と同様、
SYS1.LOGREC に可変記録域 (VRA) の診断情報が入っ
ています。 CTSIWHY の最初の 4 バイトに、IRLM 機
能からの戻りコードが含まれています。 CTSIWHY の
5 番目のバイトには、以下の要求コードが含まれます。
X'02'
ロック
X'03'
アンロック
X'04'
変更
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、18、
32、35、 36。
00C90094
説明: データ・セットが、DB2 が予期した状態とは異
なる状態にあります。次のような原因が考えられます。
v データ・セットの削除と再定義が DB2 に認識されな
いまま行われた。
v 以前にこのデータ・セットに関連する DB2 障害が起
こっている。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIBMCL
システムの処置: 要求された処置は実行されません。こ
のモジュール (DSNIBMCL) の呼び出し側が異常終了し
た場合には、 SYS1.LOGREC にレコードが書き込ま
れ、おそらく、呼び出し側がダンプを開始します。呼び
出し側が異常終了していない場合には、SYS1.LOGREC
にレコードが書き込まれず、ダンプも要求されません。
この場合には、 SQL 戻りコードまたはメッセージ

DSNT500I、あるいはその両方が出されます。
DSNIBMCL の呼び出し側がユーティリティーでない場
合には、データ・セットは停止状態になります。
ユーザーの処置: ユーザーの表を処理中にこのコードを
受け取った場合は、DB2 は、データ・セットが空であ
ると判断します。DROP TABLESPACE ステートメント
の後に、 CREATE TABLESPACE ステートメントを続
け、CREATE TABLE ステートメントで DB2 に除去し
たテーブルを定義します。 障害が起きた DB2 デー
タ・セットには、IDCAMS LISTCAT を使用してくださ
い。このデータ・セットの HI-USED-RBA を確認して
ください。 HI-USED-RBA = 0 である場合は、デー
タ・セットは空です。 DB2 カタログまたはディレクト
リーを処理中に、このコードを受け取った場合は、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の『カタログ・オブジェクトおよびディ
レクトリー・オブジェクトのリカバリー』で指定されて
いるように、オブジェクトをリカバリーしてください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このデータ・セットが
現行のレベルになっていない場合には、 DB2 リカバリ
ーを行って、データ・セットをあるべき状態に戻す必要
があります。訂正するデータ・セットの名前を判別する
手順については、このメッセージの「問題判別」の項を
参照してください。 DISPLAY コマンドを使用して、デ
ータ・セットの状態を調べてください。データ・セット
が停止している場合には、リカバリーを行う前に
START コマンドを使用してください。
問題判別: 詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL
戻りコード』の SQL 戻りコード、または 453 ページ
の『第 17 章 DSNT... メッセージ』の DSNT500I メッ
セージの説明を参照してください。
このエラーは、DB2 が関連する特定のデータ・セット
名を判別できないときに、検出されます。ただし、SQL
戻りコードまたはメッセージ DSNT500I が、このデー
タ・セットが置かれている表スペースまたは索引スペー
スの名前を示します。この表スペースまたは索引スペー
スが単一のデータ・セットで構成されている場合は、デ
ータ・セットを特定することができます。それ以外の場
合には、システム・プログラマーが表スペースまたは索
引スペース内の特定のデータ・セットを見つける必要が
あります。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
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00C90095
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。

エージェントに許されるインストール最大数
(NUMLKUS) を超えました。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、10、
32、33、 35。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILMCL

00C90095
説明: DB2 の再始動中に、ページにアクセスして、ロ
グ・レコードを適用しようとしたが、 DB2 がそのペー
ジにアクセスできません。異常終了理由コードは、メッ
セージ DSNI001I に理由コードとして示されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIBMOC、DSNIIMPD
システムの処置: 示された表スペース、索引スペース、
または区画の再始動は、サブシステムによって延期され
ます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 問題を訂正した上
で、-START DATABASE コマンドまたは RECOVER
ユーティリティーのいずれかを使用して、その表スペー
ス、索引スペース、または区画を使用可能にしてくださ
い。
問題判別: 先のコンソールに表示されたそれまでのメッ
セージを調べて、DB2 がそのページにアクセスできな
かった理由を判別してください。 1 つの理由として、
バックレベルのパックが取り付けられていたことが考え
られます。すなわち、VSAM がログ・レコードを適用
するページを、形式設定していなかった場合がありま
す。 DB2 は再始動時にデータ・セットを拡張すること
はありません。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、13、
32、33。
00C90096
説明: メッセージ DSNT500I または DSNT501I の
NAME で示されたページまたはサブページのページ、
行または LOB ロックのため、並行して保持されるペー
ジ、行または LOB ロックの合計数が、システムの単一
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システムの処置: この状態が発生した操作は実行されま
せん。この状態がユーティリティー・ジョブに検出され
た場合、ユーティリティーは停止します。それ以外の場
合、実行されていたステートメントによるデータベース
の更新操作があった場合は、すべてバックアウトされま
す。実行されていたステートメントのデータベース読み
取り操作は、全く実行されません。カーソルの位置は予
測できません。
ユーザーの処置: このリソース利用不能状態を訂正した
あと、アプリケーションを実行し直してください。
プログラマーの応答: 1 つまたは複数の表スペースのロ
ック・プロトコルを、表スペース・レベルのロックに変
更すると、アプリケーションが並行して保持するペー
ジ、行または LOB ロックの合計数を減らすことができ
ます。そのためには、ALTER ... LOCKSIZE
TABLESPACE または LOCK TABLE ステートメントを
使用してください。
アプリケーションを見直し、別の SQL ステートメント
を使用して、複数の表に対する並行アクセスによるペー
ジ、行 または LOB ロックの数を減らして、同じ操作
を行えるかどうかを判別してください。
アプリケーションのロジックで許される場合、(反復可能
読み取りまたは読み取り固定ではなく) カーソル固定の
分離レベルを使用してアプリケーション・プランを再バ
インドし、SELECT ステートメントによって並行保持す
る、ページ、行または LOB のロックの数を減らすか、
コミットをもっと頻繁に行ってください。
システム・プログラマーの応答: 現行のページ、行また
は LOB のロックのプロトコルおよび SQL ステートメ
ントを使用して、アプリケーションを実行する必要があ
る場合には、ご使用のシステムの NUMLKUS 値を増や
して、 1 つのアプリケーションが並行保持するペー
ジ、行または LOB のロックの上限を大きくしてくださ
い。 このリソース利用不能状態がユーティリティー・
ジョブで発生した場合には、ユーティリティーに合わせ
て NUMLKUS 値を増やす必要があります。ユーティリ
ティーは、ページ、行または LOB のロック数をできる
だけ少なく使用するように、プログラムされているから
です。 NUMLKUS 値の選び方については、 DB2 ユニ
バーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管
理ガイド の 第 5 部 (第 2 巻) を参照してください。
オペレーターの応答: このリソース利用不能状態がユー
ティリティー・ジョブで発生した場合には、ユーティリ
ティーを終了させ、リソース利用不能の原因を訂正した
あとで、再始動してください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00C90097
問題判別: SQLCODE -904 およびメッセージ
DSNT500I または DSNT501I が出されます。詳細につ
いては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の
SQL 戻りコード、あるいは 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』のメッセージ DSNT500I または
DSNT501I を参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。

SQLCODE -904 またはメッセージ DSNT501I、あるい
はその両方が出されます。詳細については、 9 ページの
『第 2 部 SQL 戻りコード』の SQL 戻りコード、また
は 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセージ』 の
DSNT501I メッセージの説明を参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。
00C90098

00C90097
説明: 更新操作を使用して、表スペースへの割り振りを
試みました。しかし、この表スペースには、'イメージ・
コピー'必須を表すマークが付けられており、更新は許さ
れません。 この状態は、次のいずれかの結果として発
生します。
v FULL YES を指定したコピーを実行せずに、その表
スペースに対して REORG LOG NO または LOAD
LOG NO ユーティリティーを実行している。
v TORBA または TOCOPY オプションを指定した
RECOVER ユーティリティーを実行したあとで、必要
な COPY ユーティリティーを実行しなかった。
v コピー・フェーズの途中か、またはコピー・フェーズ
でアクティブになっている状態で、 COPY ユーティ
リティーで -TERM UTILITY コマンドを実行した。
COPY が完了するまでは、SQL 更新を行うとデータ
の保全性が損なわれる危険性があります。
v 表スペースまたはデータ・セットのバックアップ・コ
ピーが SYSCOPY 表からすべて削除されたあとで、
MODIFY ユーティリティーを実行した。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIDBCJ

DSNIDBCO

システムの処置:

DSNIDBCQ

割り振り処理は許可されません。

ユーザーの処置: COPY ユーティリティーを実行して
ください。 ただし、この表スペースを読取専用でアク
セスする場合、またはデータのリカバリーが必要でない
場合には、全イメージ・コピーをとらずに、REPAIR ユ
ーティリティーを実行して、イメージ・コピー必須条件
を除去するように要求することができます。
問題判別:

要求された操作は実行されません。

説明: 処理中のユーティリティーの読取専用アクセスま
たは書き込みアクセスのカウントを、許される最大値
(255) より大きくしようとしました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIDBMF
ユーザーの処置: -DISPLAY UTILITY コマンドを使用
して、現在アクティブになっているユーティリティー・
ジョブの数を判別してください。アクティブになってい
るにもかかわらず、停止状態になっているユーティリテ
ィー・ジョブが相当数ある場合には、システム・プログ
ラマーに通知してください。ユーティリティー・ジョブ
が実行されている場合には、それらが完了したあとでジ
ョブを入力し直してください。
システム・プログラマーの応答: アクティブなユーティ
リティーが、停止状態になっている原因を突き止めてく
ださい。 -TERM UTILITY コマンドを使用すると、ユ
ーティリティーを終了させて UIP (処理中のユーティリ
ティー) のカウントを少なくすることができます。アク
ティブ・ユーティリティーが示されなかった場合
は、-DISPLAY DATABASE コマンドを使用して、どの
表スペースまたは区画が UTRO 状態や UTRW 状態に
あるかを表示してください。
問題判別: メッセージ DSNT500I が出されます。詳細
については、メッセージ DSNT500I の説明を参照して
ください。
00C90099
説明: 区画にデータをロードしようとしましたが、フル
になっていました。区画の索引に指定された高位キーの
値に基づいて、適切な区画にレコードをロードするよう
に、ユーティリティーがデータ管理プログラムに、命令
しました。このため、データ管理プログラムは、区画の
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00C9009A
最終ページよりも 1 だけ大きいページ番号を持つ新し
いページを作る必要がありました。しかし、この新しい
ページは次の区画に入っています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNILPG
システムの処置:

要求された処置は実行されません。

ユーザーの処置: 索引の高位キー値を再定義したうえ
で、ロードをやり直してください。

DSNT... メッセージ』の DSNT500I メッセージの説明を
参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。

このコードを再編成中に受け取った場合は、カタログに
照会を出し、 PCTFREE および FREEPAGE 値を調べて
ください。フリー・スペースの量を減らすと、REORG
ユーティリティーが正常に完了できる場合があります。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、32、
38、39。

オペレーターの応答:
てください。

00C9009B

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: -TERM UTILITY コ
マンドを使用して、ロード・ユーティリティーを終了さ
せ、 UIP (処理中のユーティリティー) のカウントを減
らしてください。
問題判別: 詳細については、本書の「サービス制御プロ
グラムのメッセージ」セクションのメッセージ
DSNT500I の説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、32、 37。
00C9009A
説明: システム・データベースを作成しようとしました
が、このデータベースは DBID スペース・マップによ
ると、すでに作成済みです。しかし、カタログでは、こ
のデータベースは作成されていないことになっていま
す。カタログと DBID スペース・マップの間でこのよ
うな矛盾が生じているのは、マイグレーションが失敗し
たためと考えられます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNGDCID
システムの処置:

データベースは作成されません。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: データベースを除去し
た上で、作成し直してください (DROP コマンドと
CREATE コマンドを使用) 。それでもエラーが解決しな
い場合には、問題判別の手順に従ってください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出され、メッセージ DSNT500I が出
されます (この一方または両方が行われます)。詳細につ
いては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』の
SQL 戻りコード、または 453 ページの『第 17 章
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説明: 線形表スペースにデータをロードしようとしまし
たが、この表スペースがフルになっていました。線形表
スペースには、最大 64GB のデータを入れることがで
きます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNILPG
システムの処置:

要求された処置は実行されません。

ユーザーの処置: -TERM UTILITY コマンドを使用し
て、LOAD ユーティリティーを終了させてください。次
に ALTER TABLE SPACE を使用して、ページのフリ
ー・スペースの量 (PCTFREE) と表スペースのフリー・
ページの数 (FREEPAGE) を減らしてください。その後
で、ロードを再試行してください。ロード再開ジョブの
場合には、ロードを実行し直す前に表スペースを再編成
する必要があります。
問題判別: 詳細については、 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』のメッセージ DSNT500I の説明を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、32、 37。
00C9009C
説明: 区分化された表スペースまたは索引スペースにデ
ータを挿入しようとしましたが、この区画がフルになっ
ていました。 表スペース区画の場合、挿入されるデー
タは、クラスター索引に指定されている高位キーの値に
基づいています。索引スペース区画の場合、挿入される
索引項目は、さらに、索引に関連する高位キーの値にも
基づいています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNISMPI、DSNISMXP
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがエンド・
ユーザーに戻され、要求された処置は実行されません。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00C9009D
SVC ダンプと SYS1.LOGREC の記録は要求されませ
ん。

告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

ユーザーの処置: 区画を再定義してジョブを実行し直す
ように、システム・プログラマーに通知してください。

問題判別: 詳細については、 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』のメッセージ DSNT501I の説明を
参照してください。

システム・プログラマーの応答: 区画の再定義について
は、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版およ
び z/OS 版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照し
てください。 DSNT501I のメッセージに再定義しなけ
ればならない区画が、示されています。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 詳細については、 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』のメッセージ DSNT501I の説明を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 37。
00C9009D
説明: 線形表スペースまたは索引スペースにデータを挿
入しようとしましたが、この表スペースまたは索引スペ
ースはフルになっていました。 線形表スペースまたは
索引スペースには、最大 64GB のデータを入れること
ができます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNISGPI

DSNISMPI

DSNISMXP

システムの処置: 'リソース利用不能'コードがエンド・
ユーザーに戻され、要求された処置は実行されません。
SVC ダンプと SYS1.LOGREC の記録は要求されませ
ん。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに依頼して、
関連する表スペースまたは索引スペース内のフリー・ス
ペースをレクラメーション処理できるようにし、ジョブ
をやり直してください。
システム・プログラマーの応答: この表スペースまたは
索引スペースの名前は、DSNT501I メッセージに示され
ています。表スペースの場合には、DB2 の REORG ユ
ーティリティーを実行して、追加のフリー・スペースの
レクラメーション処理を試みてください。 索引スペー
スの場合には、索引をいったん除去し、SUBPAGE の数
を少なくして再作成してください。 フリー・スペース
をレクラメーション処理できない場合には、データベー
ス管理者に連絡をとり、別の表スペースまたは索引スペ
ースにデータを分散し直すように依頼してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 37。
00C9009E
説明: このオブジェクトは、リリースの新規機能に依存
しているため、処理に使用することはできません。 デ
ータ共用システムの場合は、データ共用グループの新規
リリースで、このオブジェクトを使用することができま
す。データ共用システム以外のシステムでは、リリース
のフォールバックが起こった場合、再マイグレーション
すると、オブジェクトを使用することができます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNICUBC、DSNIPSFI
システムの処置: この操作は許されません。この状態を
検出したデータ管理プログラムの機能が、 'リソース利
用不能'を呼び出し側に戻します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このオブジェクトの操
作を行うには、以下を行います。
v データ共用システム以外のシステムの場合は、再マイ
グレーションが必要です。
v データ共用システムの場合は、DB2 の正しいレベル
のメンバーで操作を行ってください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出されます。メッセージ DSNT500I
またはメッセージ DSNT501I が出されることもありま
す。詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻り
コード』、または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メ
ッセージ』の DSNT500I および DSNT501I メッセージ
の説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00C9009F

| 説明: 参照された表には 1 次キー または固有キー は
ありますが、それが固有であることを示す索引がありま
せん。従属表への挿入または更新する操作で、参照の制
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00C900A0
約を検証しようとして、通常、この参照が親表に対して
行われます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNIALLC

DSNICUBC

DSNIKESR

DSNIRELI

| システムの処置: この表の使用は許されません。
| ユーザーの処置: 参照された表に固有索引を作成して、
| 1 次キーまたは固有キーを強制してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 または -923 が出されます。詳細につい
ては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』、また
は 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセージ』の
DSNT501I メッセージの説明を参照してください。
00C900A0
説明: 再作成保留状態 (PSRBD) またはページ・セット
再作成保留状態 (PSRBD) にある表スペースまたは索引
の割り振りまたはアクセスが試みられました。
システムの処置:
ん。

このオブジェクトの使用は許されませ

ユーザーの処置: このリソースがいつ使用可能になるの
かを判別し、ジョブを実行し直してください。
オペレーターの応答: このオブジェクトのリカバリーを
完了させるために、リカバリー・ユーティリティーを実
行する必要があるかどうかを判別してください。
問題判別: この表スペースまたは索引が矛盾のある状態
になっている可能性があるため、要求された操作は実行
されません。 SQLCODE -904、またはメッセージ
DSNT501I かメッセージ DSNI005I (またはその両方) が
出されます。詳細については、 9 ページの『第 2 部
SQL 戻りコード』、または 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』の DSNT501I メッセージの説明を
参照してください。

オペレーターの応答: このオブジェクトのリカバリーを
完了させるために、リカバリー・ユーティリティーまた
は START DATABASE コマンドを実行する必要がある
かどうかを判別してください。
問題判別: この表スペースまたは索引が矛盾のある状態
になっている可能性があるため、要求された操作は実行
されません。 SQLCODE -904 またはメッセージ
DSNT501I、あるいはその両方が出されます。詳細につ
いては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』、ま
たは 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセージ』の
DSNT501I メッセージの説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00C900A3
説明: 表スペースまたは索引スペースが検査保留状況に
あるときに、表スペースまたは関連のある索引スペース
を割り振ろうとしました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNIDBCI
DSNIDBCP

DSNIDBCJ
DSNIDBCQ

DSNIDBCN
DSNIDBET

DSNIDBCO
DSNIRCCA

システムの処置: この操作は許されません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 検査保留状況を解決す
ると、操作ができるようになります。
このオブジェクトが参照関係を持つ表スペースである場
合は、CHECK DATA ユーティリティーを実行して参照
保全違反がないかどうかチェックしてください。
このオブジェクトが LOB 列付きの基礎表スペースであ
る場合は、 CHECK DATA ユーティリティーを実行し
て補助列の妥当性検査を行ってください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

このオブジェクトが LOB 表スペースである場合は、
CHECK LOB ユーティリティーを実行して LOB 表ス
ペース構造の妥当性検査を行ってください。

00C900A1

このオブジェクトが索引スペースである場合は、
CHECK INDEX ユーティリティーを実行して索引キー
が表スペースあるいは表スペース区画にあるデータと整
合性がとれているかを検査してください。

説明: グループ・リカバリー保留状態にある表スペース
または索引を割り振ろうとしました。
システムの処置:
ん。

このオブジェクトの使用は許されませ

ユーザーの処置: RECOVER ユーティリティー、LOAD
ユーティリティー、または START DATABASE コマン
ドを実行して、オブジェクトをリカバリーしてくださ
い。
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詳細については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の 第 2 部 (第
1 巻) を参照してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 または -923 が出されます。詳細につい
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00C900A4
ては、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコード』、また
は 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセージ』の
DSNT501I メッセージの説明を参照してください。
00C900A4
説明: セグメント化された表スペースの表にセグメント
を割り振ろうとしましたが、空きセグメントがありませ
ん。セグメント化された表スペースには、最大 64GB
のデータを入れることができます。セグメントは、以下
のいずれかの条件のもとで割り振られます。
v CREATE TABLE ステートメントによって、セグメン
ト化された表スペースに表を作成する準備ができてい
る場合。
v セグメント化された表へのレコードの挿入 / ロード
が行われ、既存のセグメントのフリー・スペースを使
用できない場合。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNISEGF、DSNISGNS
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがエンド・
ユーザーに戻され、要求された処置は実行されません。
ユーザーの処置: 関連するセグメント化された表スペー
ス内のフリー・スペースをレクラメーション処理し、ジ
ョブを実行し直すように、システム・プログラマーに依
頼してください。
システム・プログラマーの応答: SQLCODE -904 が出
され、メッセージ DSNT501I が出されます (この一方ま
たは両方が行われます)。 セグメント化された表スペー
スの名前は、SQLCA または DSNT501I メッセージ、あ
るいはその両方に示されます。要求された機能が
CREATE TABLE ステートメントである場合は、その表
をセグメント化された別の表スペースに作成してくださ
い。それ以外の場合には、DB2 REORG ユーティリティ
ーを実行して、追加のフリー・スペースのレクラメーシ
ョン処理を試みてください。フリー・スペースをレクラ
メーション処理できない場合には、データベース管理者
に連絡して、データを別の表スペースに配分し直してく
ださい。
問題判別: 詳細については、 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』のメッセージ DSNT501I の説明を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 37。
00C900A5
説明: 一時ファイルがフルであるか、すべての一時ファ
イルで VSAM データ・セットの拡張の最大数を超えて
いる、あるいは、拡張に使用可能なスペースがボリュー

ムにないかの、いずれかです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIXWKF
システムの処置: この理由コードは DSNT501I メッセ
ージに表示され、要求された操作は行われません。
ユーザーの処置: この理由コードが DSNT501I メッセ
ージに表示された場合には、 -DISPLAY THREAD を出
して、並行ユーザーの合計数を判別してください。一時
ファイルを使用するユーザーの数が多い場合には、ユー
ザーの数が少なくなったときにジョブを入力し直してく
ださい。 IDCAMS LISTCAT を使用すると、VSAM デ
ータ・セットのスペース割り振り状況を判別することが
できます。
v ボリュームに使用できるスペースがなかった場合に
は、ボリュームからスペースを消去するか、
STOGROUP にさらに多くのボリュームを追加する
か、またはさらに多くのボリュームを連結できるよう
に VSAM データ・セットを定義し直してください。
v VSAM データ・セットの拡張部分の最大数を超過し
た場合には、ALTER または削除を行った上で、一時
データ・セットを、さらに大きなサイズで定義し直
す。
v 一時ファイルがすべてフルの場合には、さらに多くの
一時ファイルを作成または定義する。
-START DATABASE コマンドを出して、一時ファイル
を開始させてください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 またはメッセージ DSNT501I が出さ
れ、さらにメッセージ DSNT501I が出されます (この一
方または両方が行われます)。詳細については、 9 ページ
の『第 2 部 SQL 戻りコード』の SQL 戻りコードの
SQLCODE -904、または 159 ページの『第 3 部 DB2
メッセージ』の DSNT501I メッセージの説明を参照し
てください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 32、 10、およ
びエラーに関連する一時ファイルの定義。
00C900A6
説明: カタログへのアクセスが要求されましたが、この
カタログが現行のリリース・レベルにマイグレーション
されていないため、要求が拒否されました。カタログの
オブジェクトは、カタログのマイグレーションが済めば
使用可能になります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNICUBC
システムの処置: この操作は許されません。この状態を
検出したデータ管理プログラムの機能が、 'リソース利
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00C900A7
用不能'を呼び出し側に戻します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: オブジェクトに操作を
行うためには、カタログを現行リリースにマイグレーシ
ョンする必要があります。これは、DSNTIJTC を実行す
ると、行うことができます。このジョブに関する詳細に
ついては、 DB2 インストレーション・ガイド の第 2
部を参照してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 およびメッセージ DSNT501I が出され
ます。詳細については、 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』の SQL 戻りコードの項、または
DSNT501I メッセージの説明を参照してください。
00C900A7
説明: バインド済みのプランまたはバインド済みのパッ
ケージの割り振り時に、ロックの矛盾が検出されまし
た。おそらく、これは DB2 内部バインド・エラーによ
るものです。このプランまたはパッケージを割り振るこ
とはできません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNIALLC
システムの処置: プランまたはパッケージは割り振られ
ません。 DSNT501I メッセージが出され、 SQLCODE
-923 がアプリケーションに戻されます。
システム・プログラマーの応答: プランまたはパッケー
ジをバインドし直してください。
問題判別: プランまたはパッケージを再バインドしても
問題が解消されない場合には、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』 にリストされている次の診断項目を集め
てください。 1、3、 5、32、 33。
00C900A8
説明: ロックを獲得できなかったため、表スペース、索
引、または区画を開始することができません。 START
DB ACCESS (FORCE) コマンドを使用して、必要なロ
ックを獲得するためには、その前に、表スペース、索
引、または区画に関する活動を静止する必要がありま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNISTFO
システムの処置:

START 操作は行われません。

ユーザーの処置: 表スペース、索引、または区画に関す
る活動がすべて完了するのを待ってから、 START コマ
ンドを出し直してください。
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問題判別: 要求された操作は実行されません。メッセー
ジ DSNI002I が出されます。詳細については、 305 ペー
ジの『第 10 章 DSNI... メッセージ』のこのメッセージ
の説明を参照してください。表スペース、索引、または
区画に関するすべての活動が完了した後でも問題が解消
されない場合は、診断情報を集めて問題を追及してくだ
さい。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、32、
33。
00C900A9
説明: 据え置きされているリソースを割り振ろうとしま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIDBCN
システムの処置:

割り振り処理は許可されません。

ユーザーの処置: リソースが据え置きされている理由を
判別して、問題を訂正するための適切な処置をとってく
ださい。処置には、START DATABASE コマンドを出
すこと、あるいは、 RECOVER
TABLESPACE、RECOVER INDEX、または LOAD
REPLACE ユーティリティーを実行することなどがあり
ます。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出され、メッセージ DSNT500I また
は DSNT501I が出されます (この一方または両方が行わ
れます)。詳細については、SQL 戻りコードを参照する
かまたは DSNT500I または DSNT501I メッセージを参
照してください。 SYS1.LOGREC に、システム診断作
業域 (SDWA) の可変記録域 (VRA) の情報が入ってい
ます。このコードの有効フィールドは、
VRARRK13、VRARRK14、および VRARRK15 です。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、32、
33。
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システムの処置: DB2 はこの操作を処理できません。

00C900AA
説明: 表スペースまたは索引スペースが未確定であるた
め、それを停止させることはできませんでした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNILSTS DSNIPDBA
システムの処置:

この STOP 操作は行われません。

ユーザーの処置: RECOVER INDOUBT コマンドを使
用して、未確定のリカバリー単位 (UR) を解決してくだ
さい。
問題判別: メッセージ DSNI003I が出されます。詳し
くは、このメッセージの「説明」を参照してください。
表スペース / 索引スペースに関するロックをもつ未確定
状態をすべて解決した後でも、問題が解消されない場合
は、診断情報を集めて問題を追及してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK13、VRARRK14、および
VRARRK15 です。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。

システム・プログラマーの応答:

不要。

問題判別: トラッカー DB2 は、 DDL、
GRANT/REVOKE、 INSERT、 DELETE、または
UPDATE など、書き込みアクセスの必要な SQL ステー
トメントの使用を許可しません。 DB2 はこのメッセー
ジと一緒に SQL コード -904 を出します。DB2 がこの
理由コードと一緒に出すメッセージ DSNT501I の説明
にさらに詳しい情報があります。
また、トラッカー DB2 は、START DATABASE コマ
ンドを出して LPL/GRECP リカバリーを実行することを
許可しません。トラッカー DB2 に対して START
DATABASE コマンドを実行しようとすると、DB2 はこ
の理由コードと一緒にメッセージ DNSI005I を出しま
す。
00C900AD
説明: REORG 保留状態になっているリソースを割り振
ろうとしました。
システムの処置: このリソースの使用は許されません。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、32。

システム・プログラマーの応答: SHRLEVEL(NONE)
PART n1:n2 を指定して、REORG ユーティリティーを
使用して、REORG 保留状態を解決してください。以下
のメソッドを使用すると、REORG 保留状態を解決する
ことができます。

00C900AB

v REORG SHRLEVER(NONE) PART (m:n)

説明: 再始動保留状態になっているリソースを割り振ろ
うとしました。

v LOAD REPLACE 表スペース

システムの処置:

このリソースの使用は許されません。

システム・プログラマーの応答: DISPLAY THREAD
TYPE(POSTPONED) を使用して、リソースの状態を判
別してください。
リカバリーがまだ開始されていない場合は、RECOVER
POSTPONED コマンドを使用してください。
問題判別: この表スペースが矛盾している可能性がある
ため、要求された操作は実行されません。 SQLCODE
-904 が出されます。詳しくは、第 2 部「SQL 戻りコー
ド」または、第 3 部「DSNT メッセージ」の
DSNT501I メッセージの説明を参照してください。
00C900AC
説明: DB2 サブシステムは現在リモート・サイト・ト
ラッカー・システムとして稼動しています。ユーザーは
トラッカー・システムに対する書き込みアクセスをもつ
ことができず、またトラッカー DB2 は書き込みアクセ
スが必要な SQL ステートメントの使用を許可しませ
ん。

v DROP 表スペース
問題判別: この表スペースが矛盾している可能性がある
ため、要求された操作は実行されません。 SQLCODE
-904 が出されます。
00C900AE
説明: 再作成保留状態にある索引の割り振りまたはアク
セスが試みられました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNIDBCJ

DSNIDBCO

DSNIDBCQ

システムの処置: このオブジェクトの使用は許されませ
ん。
ユーザーの処置: このリソースがいつ使用可能になるの
かを判別し、ジョブを実行し直してください。
オペレーターの応答: このオブジェクトのリカバリーを
完了させるために、REBUILD ユーティリティーを実行
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00C900BA • 00C900BF
する必要があるかどうかを判別してください。
問題判別: この索引が矛盾した状態になっている可能性
があるため、要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904、またはメッセージ DSNT501I かメッ
セージ DSNI005I (またはその両方) が出されます。詳細
については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコー
ド』、または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセ
ージ』の DSNT501I メッセージの説明を参照してくだ
さい。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SQL ステートメント
を構成し直して、必要となる RID が少なくなるように
してください。これを行う最もよい方法は、ステートメ
ントを 2 つ以上の SQL ステートメントに分割し、そ
れらが元のステートメントに相当するようにすることで
す。また場合によっては、仮想記憶域を増やすと、スト
レージが不足することがなくなる場合もあります。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

00C900BA

問題判別: SQL 戻りコード -904 またはメッセージ
DSNT500I、あるいはこの両方が出されます。 詳細につ
いては、メッセージ DSNT500I の説明を参照してくだ
さい。

説明: メッセージ DSNT500I または DSNT501I の
NAME に示されているリソースのドレーン・ロック要
求が、認められませんでした。この要求の待ち時間が、
ご使用のシステムで指定された最大時間よりも長くなり
ました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILMCL
システムの処置: 要求された処置は実行されません。こ
の状態を検出したデータ管理プログラム機能が、'リソー
ス利用不能'を呼び出し側に戻します。
ユーザーの処置: 矛盾した状態にある、このリソースに
関するドレーン・ロックを保持しているジョブがすべて
完了するのを待ってから、失敗したステートメントを出
し直してください。 ドレーン・ロックを表示するに
は、DISPLAY DB LOCKS コマンドを出してくださ
い。 デッドロックの可能性を避けるために、アプリケ
ーションではコミットするか、または前の COMMIT ま
でロールバックする必要があります。
システム・プログラマーの応答: この異常終了理由コー
ドと共に、SQLCODE -913 または -911、またはメッセ
ージ DSNT501I、あるいはこの両方が出されます。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、3、
5、32、 35。
00C900BC
説明: このステートメントが、使用可能なレコード ID
(RID) ストレージを使い尽くしました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNIREFS
システムの処置:
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00C900BE
説明: DB2 データ共用グループ内の他の DB2 サブシ
ステムが、そのリソースに相いれない保存ロックを持っ
ているため、DB2 はリソースに対するロックを取得す
ることができません。 保存ロックは、DB2 異常終了が
あっても持続されるロックです。
システムの処置: 要求された処置は実行されません。
SQLCODE -904 が出されます。 'リソース利用不能'コー
ドがユーザーに戻されます。 理由コードとリソース名
がカーソル表 (CT) に戻され、SQLCA でユーザーに示
されます。
問題判別: SYS1.LOGREC に、システム診断作業域
(SDWA) の可変記録域 (VRA) の情報が入っています。
このコードの有効フィールドは、
VRARRK13、VRARRK14、および VRARRK15 です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILMCL
00C900BF
説明: IRLM が ’レコード・リストの不足’ というスト
レージ状態を検出したため、 DB2 はロックを得ること
ができませんでした。レコード・リストは、’修正ロック
’ (障害が起きても保持されるロック) を入れる結合機構
ロック構造の一部です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILMCL
システムの処置: SQLCODE -904 がこの理由コードと
ともに戻されます。理由コードとリソース名がカーソル
表 (CT) に戻され、SQLCA でユーザーに示されます。
これがアクティブである場合は、 IFCID 0021 トレー

要求された処置は実行されません。
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00C900C0
ス・レコードが作成され、そこに付加的な診断情報が入
っている場合もあります。
システム・プログラマーの応答: この問題がよく起こる
場合は、結合機構ロック構造のストレージ・リソースを
再分配し、レコード・リスト用のストレージを増やす必
要があります。 以下のどちらかを行ってください。
v 再構築を発行する
v ロック構造体のサイズを動的に変更する

SQLCODE -904 またはメッセージ DSNT501I が出され
ます。 詳細については、 『第 2 部 SQL 戻りコー
ド』の SQL 戻りコード、または DSNT501I の説明を参
照してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

これらのオプションについては、DB2 データ共用: 計画
および管理 の第 6 章を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 5、 32。
72.

00C900C0

00C900C4

説明: 内部ロックの要求は認められません。要求の待機
時間が許可されている時間より長くなりました。

説明: 属性が、デフォルト生成 である ROWID 列を持
つ表に値を挿入しようとしましたが、固有性を保証する
ための索引がありませんでした。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILMCL
システムの処置: 要求された処置は実行されません。 '
リソース使用不能'理由コードが呼び出し側に戻されま
す。
ユーザーの処置: ユーザーが DB2 ユーティリティーで
ある場合は、ユーティリティーを再実行するか、または
再始動してください。 DB2 コマンドである場合は、再
びコマンドを出してください。 DB2 アプリケーション
は、コミットを行うか、または以前のコミットにロー
ル・バックした後、コミット・ポイントから再試行して
ください。
システム・プログラマーの応答: この理由コードに伴っ
て、SQLCODE -911 または -913、またはメッセージ
DSNT500I (あるいはこの両方) が出されます。 DB2 に
エラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関す
る情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
00C900C1
説明: 再作成保留状態にある 1 つまたは複数の論理区
画を持つ索引を割り当てようとしました。
システムの処置:
ん。

このオブジェクトの使用は許されませ

ユーザーの処置: このリソースがいつ使用可能になるの
かを判別し、ジョブを実行し直してください。
オペレーターの応答: このオブジェクトのリカバリーを
完了させるために、いつ REBUILD ユーティリティーを
実行すればよいかを判断してください。リカバリーする
必要があるのは、再作成保留としてマークされている論
理区画だけです。
問題判別: この索引が矛盾した状態になっている可能性
があるため、要求された操作は実行されません。

システムの処置: この表の使用は許されません。
システム・プログラマーの応答: ROWID 列用に、1 つ
の固有列索引を作成してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出されます。詳細については、 9 ペ
ージの『第 2 部 SQL 戻りコード』、または 453 ペー
ジの『第 17 章 DSNT... メッセージ』の DSNT501I メ
ッセージの説明を参照してください。
00C900C5
説明: 補助検査保留状態 (ACHKP) になっている表ス
ペースにアクセスしようとしました。
システムの処置: この操作は許されません。 DB2 は
「リソース利用不能」を呼び出し側に戻します。
システム・プログラマーの応答: CHECK DATA ユー
ティリティーを使用して、無効な LOB を確認してくだ
さい。 SQL UPDATE ステートメントを使用して、無効
な LOB を置き換えるか、SQL DELETE ステートメン
トを使用して、無効な LOB のある行を取り除いてくだ
さい。無効な LOB を訂正した後、CHECK DATA を再
び実行して、表スペースの ACHKP 状態を取り除いて
ください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
SQLCODE -904 が出されます。メッセージ DSNT500I
またはメッセージ DSNT501I が出されることもありま
す。詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻り
コード』 または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メ
ッセージ』の DSNT500I および DSNT501I メッセージ
の説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
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00C900C6
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。

トして、失敗したステートメントを再試行してくださ
い。

00C900C6

システムの処置:

この操作は許されません。

説明: 同じコミット範囲で、タイプを変更するために変
更中の索引に、コミットされていない書き込みが行われ
たのを、DB2 が検出しました。これは許されません。
コミットするか、索引に対するすべての変更をロールバ
ックしてから変更索引変換タイプを使用して、索引タイ
プを変更してください。

ユーザーの処置:
ください。

コミットしてから、操作を再試行して

システムの処置:
されません。

索引の変更索引変換タイプの使用は許

システム・プログラマーの応答: 要求した操作は、実行
されず、SQLCODE -904 が出されます。詳細について
は第 2 部「SQL 戻りコード」を参照してください。コ
ミットするか、索引に対する変更をロールバックして、
変更索引変換タイプを再試行してください。
問題判別: 要求した操作は、実行されず、SQLCODE
-904 が出されます。詳細については第 2 部「SQL 戻り
コード」を参照してください。
00C900C7

| 説明: 次のいずれかの機能が要求されました。
| v DB2 の現在のリリースまたは保守レベルでサポート
されていない機能。
|
| v 変更されたシステム・パラメーターによって非活動化
された機能。
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

前者の場合、一緒に表示されたメッセージの NAME フ
ィールドに必要な保守レベルが示されています。後者の
場合、NAME フィールドに、非活動化を行ったシステ
ム・パラメーターが示されています。

| 00C900C9
| 説明: トリガーを処理するために拡張した後、行は大き
| くなり過ぎて 32K ページの作業ファイルに入らなくな
| っています。
| システムの処置: DB2 は要求された操作を実行しませ
| ん。
|
|
|
|
|
|

プログラマーの応答: より少ない LOB 列を変換変数と
して使用するように、トリガーをドロップして作成し直
すか、変換変数としての ROWID 列の使用を除去して
ください。LOB 列を持つ表、または、行サイズが 32K
に非常に近い ROWID 列を持つ表の場合、トリガーに
変換表を使うことは不可能かもしれません。

|
|
|
|
|
|
|

問題判別: DB2 は要求された操作を実行しません。
DB2 は SQL コード -904 を出し、さらにメッセージ
DSNT500I または DSNT501I を出す場合があります。
詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコー
ド』、または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセ
ージ』 の中の DSNT500I および DSNT501I メッセー
ジの説明を参照してください。

| 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
| る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、37。
| 00C900CB

システムの処置: 要求された処置は実行されません。

| 説明: このリソースはリフレッシュ保留状態にあるため
| 利用できません。

ユーザーの処置: システム管理者に知らせてください。

| システムの処置: このリソースの使用は許されません。

システム・プログラマーの応答: この機能の使用を許可
するには、状態に応じた適切なアクションを取ってくだ
さい。示された保守を適用する、示された DB2 のリリ
ースをマイグレーションする、または示されたシステ
ム・パラメーターに別の設定を使用するなど。

| 問題判別: 表スペースまたは索引スペースの状態が矛盾
| しているため、DB2 は要求された操作を実行しませ
| ん。DB2 は SQL コード -904 を出します。詳細につい
| ては、SQL 戻りコード、または DSNT501I メッセージ
| の説明を参照してください。

00C900C8

| 00C900CC

説明: 索引内のキー欄を変更する ALTER TABLE ステ
ートメントと同じコミットのスコープ内では、索引への
アクセスは、許されません。 ALTER TABLE ステート
メントが失敗した場合は、索引への変更をコミットし
て、 ALTER TABLE ステートメントを再試行してくだ
さい。INSERT、DELETE、 UPDATE または SELECT
のステートメントが失敗した場合は、 ALTER をコミッ

| 説明: カタログ変更のバックアウトが行われている間、
| DB2 は、非グローバル・トランザクションのロールバ
| ック中、NOBACKOUT 要求を受け入れません。

952

| システムの処置: DB2 は NOBACKOUT 要求を拒否し
| ます。
| 問題判別: 進行中のバックアウトが完了してからでない
| と NOBACKOUT 要求を行えないため、DB2 は要求さ
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00C900CD
| れた操作を実行しません。バックアウトが完了するのを
| 待って、再度要求を出してください。

# 問題判別: 要求された操作は実行されません。リソース
# 利用不能コードがユーザーに戻されます。

| 00C900CD

00C900D0

| 説明: DB2 は非グローバル・トランザクションのロー
| ルバック中、NOBACKOUT 要求を受け入れません。ト
| ランザクションの少なくとも 1 つのオブジェクトが、
| 別のトランザクションによって共用されています。

説明: いずれかの LOB データ・タイプ (BLOB、
CLOB、 DBCLOB) を持つ列の値にアクセスしようとし
ましたが、その列の値はすでに無効になっています。

|
|

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNILABR

|
|

システムの処置:
ます。

|
|
|
|
|

問題判別: この操作に関係する少なくとも 1 つのオブ
ジェクトが、DB2 の別のアクティブなトランザクショ
ンでも更新されているため、DB2 は要求された操作を
実行しません。他のトランザクションが終了するのを待
ってから、再度要求を出してください。

DB2 は NOBACKOUT 要求を拒否し

| 00C900CE
| 説明: このリソースはこの DB2 のバージョンと非互換
| の状態なので利用できません。
| システムの処置: DB2 はこのリソースの使用を許可し
| ません。
| 問題判別: 表スペースまたは索引スペースの状態が矛盾
| しているため、DB2 は要求された操作を実行しませ
| ん。DB2 は SQL コード -904 を出します。詳細につい
| ては、SQL 戻りコードまたは DSNT501I メッセージの
| 説明を参照してください。
# 00C900CF
# 説明: 指定したオブジェクトが以下のいずれかのタイプ
# であるため、DB2 はこのオブジェクトをオープンでき
# ません。
# 1. タイプ 1 索引
# 2. データ・セット・パスワードを指定した索引

システムの処置: この操作は許されません。 DB2 は、
呼び出し側に 'リソース利用不能' を戻します。
システム・プログラマーの応答: CHECK LOB ユーテ
ィリティーを使って、無効な LOB を調べてください。
更新機能を使用して、無効な LOB を置き換えるか、削
除してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出されます。メッセージ DSNT500I
またはメッセージ DSNT501I が出されることもありま
す。詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻り
コード』、または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メ
ッセージ』の DSNT500I および DSNT501I メッセージ
の説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00C900D1
説明: LOB の値を処理するためにユーザーに許可され
るスペースの量が、限界を超えました。ユーザーごとに
許されるスペースの量は、パネルの DSNTIP7 に示され
ています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNOTCSO
システムの処置: この操作は許されません。 DB2 は、
呼び出し側に 'リソース利用不能' を戻します。

# 3. データ・セット・パスワードを指定した表スペース

システム・プログラマーの応答:

# 4. ROSHARE データベース

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

# 理由コードとオブジェクト名が、SQL 連絡域または関
# 連メッセージにあります。
# システムの処置: このオブジェクトの使用は許されませ
# ん。
#
#
#
#
#

ユーザーの処置: ALTER INDEX、ALTER
TABLESPACE、または ALTER DATABASE のいずれ
かのコマンドを使用して、オブジェクトをサポートされ
る状態にしてください。オブジェクトが必要なくなった
場合は、DROP を使用することもできます。

問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出されます。メッセージ DSNT500I
またはメッセージ DSNT501I が出されることもありま
す。詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻り
コード』、または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メ
ッセージ』の DSNT500I および DSNT501I メッセージ
の説明を参照してください。
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00C900D2
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。

00C90101

00C900D2

説明: データ管理プログラムにより、DB2 の内部エラ
ーが検出されました。このエラーは、データの不整合、
あるいは DB2 内部の制御構造またはコードのエラーを
示している可能性があります。

説明: LOB ロケーターを処理するためにシステムに許
可されるスペースの量が、限界を超えました。システム
ごとに許されるスペースの量は、パネルの DSNTIP7 に
示されています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNOTCSO
システムの処置: この操作は許されません。 DB2 は、
呼び出し側に 'リソース利用不能' を戻します。
システム・プログラマーの応答:
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出されます。メッセージ DSNT500I
またはメッセージ DSNT501I が出されることもありま
す。詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻り
コード』、または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メ
ッセージ』の DSNT500I および DSNT501I メッセージ
の説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00C900D3
説明: LOB 値を処理するためのスペースが、もうデー
タ・スペースにありません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNOTCSO
システムの処置: この操作は許されません。 DB2 は、
呼び出し側に 'リソース利用不能' を戻します。
システム・プログラマーの応答:
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出されます。メッセージ DSNT500I
またはメッセージ DSNT501I が出されることもありま
す。詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻り
コード』、または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メ
ッセージ』の DSNT500I および DSNT501I メッセージ
の説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
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この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
'nnnnn'は、SDWA 内の VRA の VRARRK5 で指定され
た CSECT 名 ID です (このメッセージの「問題判別」
の項を参照してください)。 'DSNnnnnn' は、ダンプのタ
イトルに指定された完全 CSECT 名です。
このエラーの原因としては、以下のことが考えられま
す。
v マイグレーションまたはフォールバック手順が不適切
であった。
v DB2 ディレクトリーと DB2 カタログが復元された
時点が異なる。
v 表スペースの復元が不適切であった。
v DB2 内部の障害。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1 つまたは複数のページのデータを処理して
いるときに、この異常終了が発生した場合、メッセージ
DSNI014I が出て、関連するページが示されます。一般
に、これらのページのデータは正常です。ただし、問題
が同じページに関して繰り返し報告される場合、または
別の異常終了が同じページについて報告される場合は、
示されているページ・セットを分析する必要がありま
す。
次の場合には、CHECK ユーティリティーを実行して、
索引の不整合の範囲を判別してください。
v メッセージ DSNI014I で示されたページ・タイプが索
引である。
v メッセージ DSNI014I で示されたページ・タイプがデ
ータである。
v 示されたページ・セットの表に索引が定義されてい
る。
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00C90102
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、6、
13、32。

ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、異常終了が
発生した場所の Load-module.CSECT:qualifier が示され
ています。 'Qualifier' は、異常終了が出されたソース・
モジュール (CSECT) の場所を示す、固有の 4 桁の 16
進数です。

00C90103

DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』の 表 4 も参照してください。

説明: 編集出口または妥当性検査出口から不良データが
戻されました。

SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 40、41。
異常終了理由コードが、DSNGxxxx の名前 ('xxxx' は任
意) がついた CSECT から出ている場合は、
DSN1COPY を使用して、テープに DSNDB01.DBD01、
DSNDB01.SCT02、 DSNDB01.DSNSCT02 のコピーを作
成してください。このコピーは大量になる場合がありま
す。
00C90102
説明: 不整合ページが検出されました。 これは DB2
の内部エラーによって発生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIBROK
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIREDR, DSNIENSR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC に、異常終了理由コード
'00C90101' の場合と同様、可変記録域 (VRA) の診断情
報が入っています。詳細については、この異常終了理由
コードに伴って示される表を参照してください。
次に示す検査のうちいずれかが失敗したため、異常終了
理由コード、'00C90103' が出されました。
v 入力レコードの最初のバイトおよび最後のバイトを保
管します。出口から戻った時、どちらかのグループが
変更されたかどうかを見て、変更された場合は、異常
終了します。
v 編集されたデータの長さを調べます。 この行に許さ
れる上限を超えている場合、または 1 よりも小さな
値の場合には、異常終了します。
v 出口が出力域 (編集手順が、編集した (または元の未
編集の) 行を置く場所) を超えないように、出力域の
末尾の次に来る最初のバイトに、特殊文字が入りま
す。出口から戻ったときに、このバイトに同じ特殊文
字が入ったままになっているか見て、同じでなければ
異常終了します。

問題判別: SYS1.LOGREC に、システム診断作業域
(SDWA) の可変記録域 (VRA) の情報が入っています。
このコードの有効フィールドは、 VRARRK5、
VRARRK6、 VRARRK7、 VRARRK8、および
VRARRK9 です。

SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。このコードの
有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。

また、次の汎用レジスター (GPR) に、診断情報が収め
られています。

00C90105

GPR
2
3
8
9

内容
ページ・セット・ブロック (PB) のアドレス
ログ・レコードがある場合には、そのアドレス
バッファー・ブロック(BB) のアドレス
ページ・バッファーのアドレス

説明: 不整合ページが検出されました。 これは DB2
の内部エラーによって発生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIBROK
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求され、ページの自動リカバリ
ーがスケジュールされます。 自動リカバリーが正常終
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00C90106
了すると、メッセージ DSNB215I が出されます。自動
リカバリーが失敗した場合は、メッセージ DSNI012I が
出され、異常終了 '04E' と理由コード 00C90102 が発生
します。
注: 自動リカバリーに必要なリソースが使用中である場
合は、リソースが使用できるようになるまで、自動
リカバリーを遅らせます。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC に、システム診断作業域
(SDWA) の可変記録域 (VRA) の情報が入っています。
このコードの有効フィールドは、 VRARRK5、
VRARRK6、 VRARRK7、 VRARRK8、および
VRARRK9 です。 VRA フィールドの表定義には、次の
例外があります。
v VRARRK5 は、ページのエラーを検出したページ検査
ルーチンを呼び出したモジュールの名前です。
v VRARRK6 はページのエラーを示します。
次の汎用レジスター (GPR) に、示された診断情報が入
っています。
GPR
2
3
8
9

内容
ページ・セット・ブロック (PB) のアドレス
ログ・レコードがある場合には、そのアドレス
バッファー・ブロック(BB) のアドレス
ページ・バッファーのアドレス

DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』の 表 4 も参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、6、
13、32。
00C90106
説明: 据え置き再始動用にセットされている表スペース
の項目が見つかりません。原因はおそらく、 DB2 ロジ
ックのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIIMPD
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC のダンプが要求されて、DB2 の再始動は終
了します。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、32、 33。
00C90107
説明: コミット・フェーズ 1 で、ゼロ以外の書き込み
意図カウントが検出されました。 原因はおそらく、
DB2 ロジックのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNICMT2
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。スレッドは打ち切
られました。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、31、 32、33。
00C90108
説明: コミット・フェーズ 2 で、ゼロ以外の読み取り
意図カウントまたは書き込み意図カウントが検出されま
した。原因はおそらく、 DB2 ロジックのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNICMT2
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。スレッドがコミッ
トされ、エラーを通知せずにアプリケーションを続行す
ることができます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、31、 32、33。
00C90109
説明: 割り振りを解除する時に、ゼロ以外の読み取り意
図カウントまたは書き込み意図カウントが検出されまし
た。原因はおそらく、 DB2 ロジックのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIDALC
システムの処置:
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SYS1.LOGREC にレコードが書き込

00C90110
まれ、SVC ダンプが要求されます。スレッドは正常に
割り振り解除されます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、31、 32、33。
00C90110
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。 DB2 カタログまたは DB2 ディレクト
リーのいずれかの不一致が原因であると考えられます。
この場合は、要求された OBID の OBD が、データベ
ース記述子 (DBD) に見つかりません。ストレージ内の
DBD が矛盾している可能性があります。特に、
OBDDMAP (OBID) 配列エレメントには、OBD を突き
止めるための DBD へのオフセットが入っているはずで
す。しかし、この場合、予期された OBD が、示された
オフセットにありません。
これ以上の損傷およびデータの損失を防ぐため、このデ
ータベースにさらにアクセスを試みる前に、この矛盾を
訂正する必要があります。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: エラー発生時に使用さ
れていたデータベースを判別します。このデータベース
に、これ以上の SQL アクセスが行われないようにして
ください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 異常終了時に使用されていた DBD が、ス
トレージ内で矛盾しており、また DASD 上でも矛盾し
ている可能性があります。 DBD に対する損傷の性質と
程度は、すぐにはわからないので、 DBD 全体を分析す
る必要があります。
不一致は、以下の項目が原因であると考えられます。
v DB2 カタログまたは DB2 ディレクトリー (または、
その両方) のリカバリーが不完全であった。
v 前の時点への DB2 カタログまたは DB2 ディレクト
リー (あるいはその両方) の復元が無効であった。
v 条件付きで再始動されたため、 DSNDB01.DBD01 ま
たは DSNDB06.SYSDBASE のページ・セットのいず
れかのリカバリーが迂回された。
v DB2 内部エラー。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 69、70、
71、72。
00C90111
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合は、要求された OBID の OBD
が存在しません。 DB2 カタログまたは DB2 ディレク
トリーのいずれかの不一致が原因であると考えられま
す。特に OBDDMAP(OBID) 項目がゼロになっていて、
DBD の OBD へのオフセットの値になっていません。
これ以上の損傷およびデータの損失を防ぐため、このデ
ータベースにさらにアクセスを試みる前に、この矛盾を
訂正する必要があります。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: エラー発生時に使用さ
れていたデータベースを判別します。このデータベース
に、これ以上の SQL アクセスが行われないようにして
ください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: DB2 ディレクトリーが DB2 カタログと一
致していないので、ディレクトリー、カタログのいずれ
かが矛盾しています。 DB2 カタログと DBD の間の不
一致の性質および程度がすぐにはわからないので、DBD
全体の分析を行う必要があります。
不一致は、以下の項目が原因であると考えられます。
v DB2 カタログまたは DB2 ディレクトリー (または、
その両方) のリカバリーが不完全であった。
v 前の時点への DB2 カタログまたは DB2 ディレクト
リー (あるいはその両方) の復元が無効であった。
v 条件付きで再始動したため、DSNDB01.DBD01 または
DSNDB06.SYSDBASE のページ・セットのリカバリー
が迂回された。
v DB2 内部エラー。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 69、70、
71、72。
00C90112
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。 DB2 カタログ内に、同じ OBID をもつ
2 つ以上のオブジェクトがある可能性があります。これ
以上の損傷およびデータの損失を防ぐため、このデータ
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00C90124
ベースにさらにアクセスを試みる前に、この矛盾を訂正
する必要があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNGDCOB
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: エラー発生時に使用さ
れていたデータベースを判別します。このデータベース
に、これ以上の SQL アクセスが行われないようにして
ください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

マイグレーションするとき、必要なマイグレーションま
たは、再マイグレーションのステップをスキップした場
合に起こります。これは、以前のシステムで最後にチェ
ックポイントを完了した後で、何らかの DB2 活動が生
じたか、保留状態になっていることを示します。完全な
マイグレーション / 再マイグレーションのステップにつ
いては、DB2 インストレーション・ガイド の第 2 部を
参照してください。これが、問題の原因である場合は、
DB2 が作動するレベルまでバージョンまたはリリース
を後退させ、すべてのマイグレーションまたは、再マイ
グレーションのステップを終了後に DB2 を止めます。
未確定の活動を解決するときと、停止モードの静止を実
行するときには特に注意してください。
00C90202

v DB2 カタログまたは DB2 ディレクトリー、あるい
はその両方のリカバリーが不完全であった。

説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合は、いずれかのリンク内のポイ
ンターが、有効な子または親の行を指していません (す
なわち、リンクが'壊れて'います)。ポインター、ターゲ
ット行、あるいはポインターまたはターゲット行を含む
ページにエラーがあります。

v DB2 カタログまたは DB2 ディレクトリー、あるい
はその両方の前の時点への復元が無効であった。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn

問題判別: この不一致の程度がすぐにはわからないの
で、 DBD の全体を分析する必要があります。
不一致は、以下の項目が原因であると考えられます。

v 条件付きで再始動したため、DSNDB01.DBD01 または
DSNDB06.SYSDBASE のページ・セットのリカバリー
が迂回された。
v DB2 内部エラー。

'nnnnn'は、SDWA 内の VRA の VRARRK5 で指定され
た CSECT 名 ID です (このメッセージの「問題判別」
の項を参照してください)。 'DSNnnnnn' は、ダンプのタ
イトルに指定された完全 CSECT 名です。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 69、70、
71、72。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。

00C90124

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別で利用するために保管してお
いてください。

説明: 以前のバージョン / リリースの DB2 ログ・レ
コードを、チェックポイント・レコード以外のものに適
用しようとしました。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別と報告に関
する詳細については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別:
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この異常終了は、マイグレーションまたは再

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、データ・
ページが示されます。データ・ページは、データベース
の名前と表スペースの名前を示します。このメッセージ
は、異常終了時に使用されていたすべてのページに対し
て出されます。 このグループのページのうち、少なく
とも 1 ページが矛盾に関係しています。 他のページ
は、異常終了時に存在していたページです。
ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、異常終了が
発生した場所の Load-module.CSECT:qualifier が示され
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00C90203
ています。 'Qualifier' は、異常終了が出されたソース・
モジュール (CSECT) の場所を示す、固有の 4 桁の 16
進数です。

コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。

SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。

ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、異常終了が
発生した場所の Load-module.CSECT:qualifier が示され
ています。 'Qualifier' は、異常終了が出されたソース・
モジュール (CSECT) の場所を示す、固有の 4 桁の 16
進数です。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 42。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 42。

00C90203

00C90205

説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合はハッシュ・チェーン内のポイ
ンターの 1 つが、有効な行またはアンカーを指してい
ません（すなわち、ハッシュ・チェーンが'壊れています
')。ポインター、ターゲットの行 / アンカー、あるいは
ポインターまたはターゲットの行 / アンカーを含むペー
ジにエラーがあります。

説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合は、索引項目から得た行がデー
タ・ページ内の有効な行を指していません。このエラー
はおそらく余分な索引項目があるために起こったと思わ
れますが、行われるべき時に、再度、表の更新が行われ
なかったことが原因となっている場合もあります。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
'nnnnn' は、ダンプ・ヘッダーに指定された CSECT 名
の ID であり、 SDWA 内の VRA の VRARRK5 に示
されます (このメッセージの問題判別の項を参照)。
'DSNnnnnn' は、ダンプのタイトルに指定された完全
CSECT 名です。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、データ・
ページが示されます。このメッセージには、データベー
ス名と表スペース名が示されます。このメッセージは、
異常終了時に使用されていたすべてのページに対して出
されます。 このグループのページのうち、少なくとも
1 ページが矛盾に関係しています。 他のページは、異
常終了時に存在していたページです。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
'nnnnn' は、ダンプ・ヘッダーに指定された CSECT 名
の ID であり、 SDWA 内の VRA の VRARRK5 に示
されます (このメッセージの問題判別の項を参照)。
'DSNnnnnn' は、ダンプのタイトルに指定された完全
CSECT 名です。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、索引ペー
ジが示されます。データベース名、表スペース名、およ
び索引スペース名が、このメッセージで示されます。こ
のメッセージは、異常終了時に使用されていたすべての
ページに対して出されます。 このグループのページの
うち、少なくとも 1 ページが矛盾に関係しています。
他のページは、異常終了時に存在していたページです。
次の場合には、CHECK ユーティリティーを実行して索
引の不整合の程度を判別してください。
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v メッセージ DSNI014I に示されたページ・タイプが索
引である。
v メッセージ DSNI014I に示されたページ・タイプがデ
ータである。
v 示されたページ・セットの表に索引が定義されてい
る。
ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、異常終了が
発生した場所の Load-module.CSECT:qualifier が示され
ています。 'Qualifier' は、異常終了が出されたソース・
モジュール (CSECT) の場所を示す、固有の 4 桁の 16
進数です。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 41、42。
00C90206
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合は、索引が指し示す行が、索引
項目をもっていません。このエラーはおそらく索引項目
がないために起こっていると思われますが、過去に行わ
れていたはずの表の更新がバックアウトされなかったこ
とが原因となっている場合もあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
'nnnnn' は、ダンプ・ヘッダーに指定された CSECT 名
の ID であり、 SDWA 内の VRA の VRARRK5 に示
されます (このメッセージの問題判別の項を参照)。
'DSNnnnnn' は、ダンプのタイトルに指定された完全
CSECT 名です。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:
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メッセージ DSNI013I が出され、データ・

ページが示されます。データベース名、表スペース名、
および索引スペース名が、このメッセージで示されま
す。このメッセージは、異常終了時に使用されていたす
べてのページに対して出されます。 このグループのペ
ージのうち、少なくとも 1 ページが矛盾に関係してい
ます。 他のページは、異常終了時に存在していたペー
ジです。
次の場合には、CHECK ユーティリティーを実行して、
索引の不整合の範囲を判別してください。
v メッセージ DSNI014I に示されたページ・タイプが索
引である。
v メッセージ DSNI014I に示されたページ・タイプがデ
ータである。
v 示されたページ・セットの表に索引が定義されてい
る。
ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、異常終了が
発生した場所の Load-module.CSECT:qualifier が示され
ています。 'Qualifier' は、異常終了が出されたソース・
モジュール (CSECT) の場所を示す、固有の 4 桁の 16
進数です。
DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』 表 4 も参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 41、42。
00C90207
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合は、ポインター・レコードが有
効なオーバーフロー・レコードを指していません。 ポ
インター・レコード、オーバーフロー・レコード、ある
いはポインター・レコードまたはオーバーフロー・レコ
ードを含むページにエラーがあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
'nnnnn' は、ダンプ・ヘッダーに指定された CSECT 名
の ID であり、 SDWA 内の VRA の VRARRK5 に示
されます (このメッセージの問題判別の項を参照)。
'DSNnnnnn' は、ダンプのタイトルに指定された完全
CSECT 名です。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
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ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2にエラーがあると
思われる場合、問題の識別および報告に関する情報につ
いては Diagnosis Guide and Reference の第 3 部を参照
してください。

問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、索引ペー
ジが示されます。このメッセージは、データベース名と
索引スペース名も示します。このメッセージは、異常終
了時に使用されていたすべてのページに対して出されま
す。 このグループのページのうち、少なくとも 1 ペー
ジが矛盾に関係しています。 他のページは、異常終了
時に存在していたページです。

問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、データ・
ページが示されます。この出力は、データベースの名前
と表スペースの名前も示します。このメッセージは、異
常終了時に使用されていたすべてのページに対して出さ
れます。 このグループのページのうち、少なくとも 1
ページが矛盾に関係しています。 他のページは、異常
終了時に存在していたページです。
ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、異常終了が
発生した場所の Load-module.CSECT:qualifier が示され
ています。 'Qualifier' は、異常終了が出されたソース・
モジュール (CSECT) の場所を示す、固有の 4 桁の 16
進数です。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 42。
00C90210
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合は、索引のリーフ・ページのサ
ブページ・ディレクトリーが、示された検索キーがどの
サブページのものでもないことを示しています。このリ
ーフ・ページが索引ツリーであるか、または、指定のキ
ーが入るページとしてこのリーフ・ページに索引ツリー
の葉以外の部分がつながっているか、のいずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
'nnnnn' は、ダンプ・ヘッダーに指定された CSECT 名
の ID であり、 SDWA 内の VRA の VRARRK5 に示
されます (このメッセージの問題判別の項を参照)。
'DSNnnnnn' は、ダンプのタイトルに指定された完全
CSECT 名です。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。

ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、 Load
module.CSECT:qualifier (異常終了が発生した場所の修飾
子) が示されています。 'Qualifier' は、異常終了が出さ
れたソース・モジュール (CSECT) の場所を示す、固有
の 4 桁の 16 進数です。
DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』 表 4 も参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 43。
00C90211
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合は、行から列が 1 つ抜けてい
ます。この列は、ヌルにしたりデフォルト値を使用でき
ない列です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
'nnnnn' は、ダンプ・ヘッダーに指定された CSECT 名
の ID であり、 SDWA 内の VRA の VRARRK5 に示
されます (このメッセージの問題判別の項を参照)。
'DSNnnnnn' は、ダンプのタイトルに指定された完全
CSECT 名です。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

とも 1 ページが矛盾に関係しています。 他のページ
は、異常終了時に存在していたページです。

問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、データ・
ページが示されます。このメッセージはデータベース名
と表スペース名も示します。このメッセージは、異常終
了時に使用されていたすべてのページに対して出されま
す。 このグループのページのうち、少なくとも 1 ペー
ジが矛盾に関係しています。 他のページは、異常終了
時に存在していたページです。

次の場合には、CHECK ユーティリティーを実行して、
索引の不整合の範囲を判別してください。
v メッセージ DSNI014I で示されたページ・タイプが索
引である。
v メッセージ DSNI014I で示されたページ・タイプがデ
ータである。
v 示されたページ・セットの表に索引が定義されてい
る。

ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、 Load
module.CSECT:qualifier (異常終了が発生した場所の修飾
子) が示されています。 'Qualifier' は、異常終了が出さ
れたソース・モジュール (CSECT) の場所を示す、固有
の 4 桁の 16 進数です。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 42、62。
00C90212
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合、ルート以外の空の索引リー
フ・ページがあります。 (DB2 は、索引ツリーから空の
ページを除去します。)
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn

ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、 Load
module.CSECT:qualifier (異常終了が発生した場所の修飾
子) が示されています。 'Qualifier' は、異常終了が出さ
れたソース・モジュール (CSECT) の場所を示す、固有
の 4 桁の 16 進数です。
DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』 表 4 も参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 41、43。
00C90213

'nnnnn' は、ダンプ・ヘッダーに指定された CSECT 名
の ID であり、 SDWA 内の VRA の VRARRK5 に示
されます (このメッセージの問題判別の項を参照)。
'DSNnnnnn' は、ダンプのタイトルに指定された完全
CSECT 名です。

説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合は、行の接頭部に予期しない
OBID が保管されています。原因としては、表スペース
の復元 (DSN1COPY またはそれに類するツールによる)
が正しく行われなかったことが考えられます。たとえ
ば、指定の表スペースに対して誤ったデータ・セットが
コピーされた可能性があります。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn

ユーザーの処置:
ださい。

'nnnnn' は、ダンプ・ヘッダーに指定された CSECT 名
の ID であり、 SDWA 内の VRA の VRARRK5 に示
されます (このメッセージの問題判別の項を参照)。
'DSNnnnnn' は、ダンプのタイトルに指定された完全
CSECT 名です。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、索引リー
フ・ページが示されます。このメッセージは、データベ
ース名と索引スペース名も示します。このメッセージ
は、異常終了時に使用されていたすべてのページに対し
て出されます。 このグループのページのうち、少なく
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システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00C90214
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、データ・
ページが示されます。このメッセージはデータベース名
と表スペース名も示します。このメッセージは、異常終
了時に使用されていたすべてのページに対して出されま
す。 このグループのページのうち、少なくとも 1 ペー
ジが矛盾に関係しています。 他のページは、異常終了
時に存在していたページです。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、 Load
module.CSECT:qualifier (異常終了が発生した場所の修飾
子) が示されています。 'Qualifier' は、異常終了が出さ
れたソース・モジュール (CSECT) の場所を示す、固有
の 4 桁の 16 進数です。
DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』の 表 4 も参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。

問題判別: 索引ページごとに、メッセージ DSNI013I
が出されます。このメッセージは、データベースと索引
名を示します。このメッセージは、異常終了時に使用さ
れていたすべてのページに対して出されます。 このグ
ループのページのうち、少なくとも 1 ページが矛盾に
関係しています。 他のページは、異常終了時に存在し
ていたページです。
ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、異常終了が
発生した場所の Load-module.CSECT:qualifier が示され
ています。 'Qualifier' は、異常終了が出されたソース・
モジュール (CSECT) の場所を示す、固有の 4 桁の 16
進数です。
DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』の 表 4 も参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 42、62。

SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。

00C90214

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、31、
32、33、 42、44、 62。

説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。索引 OBD 内の索引の記述が、索引ペー
ジの属性と一致していません。問題は、以下のいずれか
の状態で起こりました。
v IPPNUNI と OBDKNUNI が等しくない。
v IPPTLTH と OBDKLEN が等しくない。
v IPPOLTH と OBDLENO が等しくない。
v このページがリーフ・ページである場合には、セグメ
ント・フラグまたはサブページの数が一致しない
(IPPNLPG と OBDINLPG が等しくないか、あるいは
IPPSEGM と OBDINLPG が一致しない)。
索引スペースが DSN1COPY で正しく復元されなかった
か、指定した索引に対して誤ったデータ・セットがコピ
ーされた可能性があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
'nnnnn' は、SDWA 内の VRA の VRARRK5 で指定さ
れた CSECT 名の ID です。 'DSNnnnnn' は、ダンプの
タイトルに指定された完全 CSECT 名です。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。

00C90215
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。索引管理プログラム・サブコンポーネン
トに、索引のページ内のキー長とは異なる長さをもつキ
ーが渡されました。索引スペースが DSN1COPY で正し
く復元されなかったか、指定した索引に対して誤ったデ
ータ・セットがコピーされた可能性があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
'nnnnn' は、SDWA 内の VRA の VRARRK5 で指定さ
れた CSECT 名の ID です。 'DSNnnnnn' は、ダンプの
タイトルに指定された完全 CSECT 名です。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい

第 37 章 DB2 コード

963

00C90216 • 00C90218
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
索引の再作成または索引のリカバリーを行うと、索引が
正しい状態に復元されます。
問題判別: 索引ページごとに、メッセージ DSNI013I
が出されます。このメッセージは、データベースと索引
名を示します。このメッセージは、異常終了時に使用さ
れていたすべてのページに対して出されます。 このグ
ループのページのうち、少なくとも 1 ページが矛盾に
関係しています。 他のページは、異常終了時に存在し
ていたページです。
ダンプ・タイトルの LOC キーワードには、異常終了が
発生した場所の Load-module.CSECT:qualifier が示され
ています。 'Qualifier' は、異常終了が出されたソース・
モジュール (CSECT) の場所を示す、固有の 4 桁の 16
進数です。
DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』の 表 4 も参照してください。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 31、32、
33、42、 44、62、 63、64。
00C90216
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。表スペース内のレコードの長さが、DB2
ディレクトリーに定義された最大レコード長を超えてい
るか、あるいは可変長の列が DB2 ディレクトリーに定
義された長さより長くなっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNIOSET
DSNISFX

DSNIRNXT
DSNISRID

DSNIRSET

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:

964

DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』の 表 4 も参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、32、
33、42、 62。65, 66.
00C90218
説明: データ管理プログラムが、セグメント化した表ス
ペースに、データの不整合状態を検出しました。この場
合は、セグメント・チェーンでいまだ割り当てが済んで
いないセグメントが見つかりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
ダンプ・ヘッダーで指定され、SDWA 内の VRA の
VRARRK5 で示される CSECT 名の ID は、'nnnnn'です
(このメッセージの問題判別の項を参照)。ダンプ・タイ
トルに指定される完全な CSECT 名は 'DSNnnnnn' で
す。
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。

DSNISFWL

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

ページが示されます。このデータ・ページに、対応する
レコード定義で許される長さを超えるレコードが入って
います。これは DB2 ディレクトリーがさかのぼってリ
カバリーされ、表スペース内で以前、作成されたオブジ
ェクトと同じレコード ID をもつ新しいオブジェクト
(より短いレコード長の) を作成した場合に起こることが
あります。表スペースが DSN1COPY で正しく復元され
なかったか、指定した表に対して誤ったデータ・セット
がコピーされた可能性があります。

メッセージ DSNI013I が出され、データ・

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、誤ったセ
グメント項目を含むスペース・マップ・ページが示され
ます。データベース名と表スペース名も示されます。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
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00C90219
B. 問題判別』の 表 4 も参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 32、 37。
00C90219
説明: データ管理プログラムが、セグメント化した表ス
ペースに、データの不整合状態を検出しました。この場
合は、割り当てられたセグメントが、誤ったセグメン
ト・チェーン (つまり、別の表のセグメントを含むセグ
メント・チェーン) で見つかりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
ダンプ・ヘッダーで指定され、SDWA 内の VRA の
VRARRK5 で示される CSECT 名の ID は、'nnnnn'です
(このメッセージの問題判別の項を参照)。ダンプ・タイ
トルに指定される完全な CSECT 名は 'DSNnnnnn' で
す。
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、誤ったセ
グメント項目を含むスペース・マップ・ページが示され
ます。データベース名と表スペース名も示されます。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』の 表 4 も参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 32、 37。
00C9021A
説明: データ管理プログラムが、セグメント化した表ス
ペースに、データの不整合状態を検出しました。この場
合、データ・ページに、そのページに割り当てられてい
ない表のレコードが入っています。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
ダンプ・ヘッダーで指定され、SDWA 内の VRA の
VRARRK5 で示される CSECT 名の ID は、'nnnnn'です
(このメッセージの問題判別の項を参照)。ダンプ・タイ
トルに指定される完全な CSECT 名は 'DSNnnnnn' で
す。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、誤ったデ
ータ・レコードを含むデータ・ページが示されます。デ
ータベース名と表スペース名も示されます。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』の 表 4 も参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 32、 37。
00C9021B
説明: データ管理プログラムが、セグメント化した表ス
ペースに、データの不整合状態を検出しました。この場
合はスペース・マップ・ページが、空でないデータ・ペ
ージが存在していることを示しています。しかし、デー
タ・ページは、データ管理プログラムによって形式設定
されていないか、VSAM 定様式域の上限を超えていま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNnnnnn
ダンプ・ヘッダーで指定され、SDWA 内の VRA の
VRARRK5 で示される CSECT 名の ID は、'nnnnn'です
(このメッセージの問題判別の項を参照)。ダンプ・タイ
トルに指定される完全な CSECT 名は 'DSNnnnnn' で
す。
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00C9021C
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、矛盾した
データ・ページとそれがカバーするスペース・マップ・
ページが示されます。データベース名と表スペース名も
示されます。
SYS1.LOGREC に、システム診断作業域 (SDWA) の可
変記録域 (VRA) の情報が入っています。この異常終了
コードの有効フィールドは、 VRARRK5、 VRARRK6、
VRARRK7、 VRARRK8、および VRARRK9 です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 3、 32、 37。
00C9021C
説明: ユーティリティーの実行中に、データ管理プログ
ラムがデータの不整合状態を検出しました。 データベ
ース記述子 (DBD) 内のレコード OBD が示していない
行が見つかりました。この異常終了は内部の DB2 エラ
ーである場合もありますが、おそらくユーザー・エラー
です。以下のユーザー・エラーの可能性があります。
v データが、DB2 サブシステムからの別の DB2 サブ
システムに誤ってコピーされた。これは、よくあるエ
ラーです。
v DSNDB01.DBD01 が、表が作成される前の時点に戻っ
た。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIRFNX、DSNISNPG
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。この問題が、 DB2
内部エラーであると判別される場合は、このダンプが必
要となります。
ユーザーの処置:
ださい。

966

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 表スペースまたは
DBD を復元するために使用した手順が適切でなかった
ために、矛盾した状態になったかどうかを判別してくだ
さい。
問題判別:

メッセージ DSNI013I が出されます。

DB2 内部エラーであることを示している場合には、次
の診断項目を集めてください。
v ユーザーの表スペースの DSN1COPY
v DSNDB01.DBD01 の DSN1COPY
また、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストさ
れている次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、
31、 32、33、 37。
00C9021D
説明: LOAD/REORG ユーティリティーの実行中または
ユーティリティーの終了中に、データ管理プログラム
が、データの不整合状態を検出しました。スペース・マ
ップ・ページが表スペースにありませんでした。この異
常終了は DB2 の内部エラー (ユーティリティー・サブ
コンポーネントが、誤った開始位置をデータ管理プログ
ラムに渡す) を示すこともありますが、おそらく、ユー
ザー・エラーです。表スペースのデータ・セットが削除
され、DB2 が認識しないまま再定義されてしまった
か、不適切な DSN1COPY で、表スペースが、誤って復
元された可能性があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIDLOD
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。この問題が、 DB2
内部エラーであると判別される場合は、このダンプが必
要となります。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: ユーザーが、データ・
セットの復元または削除と再定義を誤って行っていない
かを確認してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照し
てください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出されます。メッ
セージが、表スペースのページ 'xx0001'X について示し
ている場合は、データ・セットが削除され、DB2 に認
識されないまま再定義されたことを示しています。
DB2 内部エラーが示されている場合には、 1525 ペー
ジの『付録 B. 問題判別』 にリストされている次の診
断項目を集めてください。 1、 2、5、 10、12、 31、
32、 33、37、 43。
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ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

00C9021E
説明: データ管理プログラムが、セグメント化した表ス
ペースに、データの不整合状態を検出しました。無効な
ページが要求されました。ページ番号が、ページ・セッ
トに形式設定された最高 RBA を超えています。セグメ
ント・チェーンが壊れているか、表スペースが切り捨て
られているかのいずれかです。 表スペースの切り捨て
は、ユーザー・エラーである可能性があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNISGSC、DSNISNPG
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

問題判別:

以下の診断項目を集めてください。

v 障害が発生した時点の前後に渡る、このジョブが実行
されていたシステムのコンソール出力と SYSLOG デ
ータ・セットのリスト。
v IFCEREP1 を実行して得られる SYS1.LOGREC デー
タ・セットのリスト。
v オペレーターがダンプ・コマンドまたは SLIP トラッ
プ出口を開始した結果、SYS1.DUMPxx データ・セッ
トにとられた SVC ダンプ (またはシステム・ダン
プ)。
v SYSPRINT 出力 (バッチ・ジョブの JCL と出された
システム・メッセージを含む)。
v エラーに関連する表スペース、表、および索引の定
義。

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。

v 表スペース全体のリスト。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

00C90220

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
3、32、 37。

説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合は、索引スペース内に空いてい
る索引ページが見つかりません。この問題は、つまりス
トレージ不足やその他 IRLM が検出する問題によって
生じることがあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNISMXF

00C9021F
説明: データ管理プログラムが、セグメント化した表ス
ペースに、データの不整合状態を検出しました。セグメ
ント化されている表スペースの最初のセグメント・ブロ
ックを再作成する過程で、表の最初のセグメント・ブロ
ックが重複しているのが見つかりました。セグメント・
チェーンが壊れている可能性があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNISEGR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

v UTILITY DIAGNOSE OBD の実行により得られた、
DBD のリスト。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、データ・
ページが示されます。データベース名、表スペース名、
および索引スペース名が、このメッセージで示されま
す。このメッセージは、異常終了時に使用されていたす
べてのページに対して出されます。 このグループのペ
ージのうち、少なくとも 1 ページが矛盾に関係してい
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00C90221
ます。 他のページは、異常終了時に存在していたペー
ジです。
コンソール出力から、リソース利用不能メッセージ
DSNT500I/DSNT501I が、異常終了に先立って出ていな
いかを調べてください。このメッセージが出ていて、理
由コードが 00C90092、00C90093 または 00C90096 で
ある場合は、詳細について、本書の適切なメッセージの
説明を参照してください。それ以外の場合は、 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』 にリストされている次の
診断項目を集めてください。1、 2、5、 31、32、 33。
また、リカバリーを実行する前の、表および索引の
DSN1COPY 出力も集めてください。
00C90221
説明: データ管理プログラムが、データの不整合状態を
検出しました。この場合は、セグメント化済みと定義さ
れている表スペースに対して、セグメント化されていな
いスペース・マップ・ページが読み取られました。この
問題の原因としては、DSN1COPY の保守援助機能の使
用法が間違っていたか、スペース・マップ・ページを読
み取る際に、DB2 の内部的な問題があったことが考え
られます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNISGAU
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

00C90222
説明: DB2 の始動時に、データ管理プログラムが、第
2 版リリース 3 からのあるオブジェクトについて、ユ
ーティリティーが処理中 (UTUT、UTRO、または
UTRW) であることを検出しました。この異常終了は
DB2 の内部エラーを示すこともありますが、多くの場
合ユーザー・エラーが原因で起こります。ユーザー・エ
ラーの原因としては、このリリースにマイグレーション
する前にすべてのユーティリティーを終了させていなか
ったことが考えられます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNIERST
システムの処置: -START DB2 コマンドは失敗しま
す。SYS1.LOGREC に記録が書き込まれて、SVC ダン
プが要求されます。この問題が、DB2 内部エラーであ
ると判別されるには、このダンプが必要となります。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: このリリースにマイグ
レーションするときの手順が、適切であったかを確認し
てください。マイグレーションの前にユーティリティー
を終了させていなかった場合は、第 2 版リリース 3 に
戻して、DB2 を再始動させてください。 -TERM
UTILITY コマンドを使用してユーティリティーを終了
させ、次に -DISPLAY UTILITY コマンドを使用して、
現在アクティブなユーティリティー・ジョブがないこと
を確認し、DB2 を停止させた上で、現在のリリースに
マイグレーションし直してください。

オペレーターの応答: 障害の前後にジョブを実行してい
たシステムからのコンソール出力を集めておいてくださ
い。この出力は、問題判別に利用するので、保管してお
いてください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、31、 33。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合には、問題の識別と報告方法について、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照し
てください。

00C90301

問題判別: SYS1.LOGREC に、システム診断作業域
(SDWA) の可変記録域 (VRA) の情報が入っています。
この異常終了コードの有効フィールドは、 VRARRK5、
VRARRK6、 VRARRK7、 VRARRK8、および
VRARRK9 です。
DSN1COPY の誤用については、 1525 ページの『付録
B. 問題判別』の 表 4 も参照してください。 1525 ペー
ジの『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断
項目を集めてください。 1、 2、 32、 37。

説明: データ管理プログラムが、RID LIST 処理中に、
DB2 の内部エラーを検出しました。要求された
RIDMAP のポインターが、指定された CUB 制御ブロ
ックに見つかりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNICMT2
DSNXRRID
DSNXSMIN

DSNIRIDR
DSNXRSFN
DSNXSMRL

DSNXRFCH
DSNITCUS
DSNXRSGB DSNXRT1J
DSNXSMUN DSNXSRID

システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
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00C90303 • 00C90D01
オペレーターの応答: 障害の前後にこのジョブを実行し
ていたシステムのコンソール出力を集めておいてくださ
い。 この出力は、問題判別に利用するので、保管して
おいてください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、32、 37。
00C90303
説明: エージェントに障害が生じた後で、データベース
例外表 (DBET) の整合性をとろうとして、失敗しまし
た。
システムの処置: DB2 サブシステムは異常終了しま
す。SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、SVC ダ
ンプが要求されます。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNIDBPX
メンバーを再始動すると、ローカル DBET が再作成さ
れます。 SYS1.LOGREC とダンプを分析して、エージ
ェントが失敗した理由と、 DBET の整合性を確保する
ことに失敗した理由を判別してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNISREC
00C90D01
説明: 矛盾した状態を、DB2 が検出しました。補助索
引の項目が見つかりません。おそらく、同じ時刻指定に
セットされた表スペースで、すべての表スペースをリカ
バリーしなかったために、このエラーが起こったと考え
られます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNONLLE、DSNOTCSO。
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNI013I が出され、索引ペー
ジが示されます。不整合を突き止めるために、補助索引
で CHECK INDEX を実行し、次に基本表スペースで
CHECK DATA を実行してください。 CHECK INDEX
と CHECK DATA については、 DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。

00C90304
説明: オブジェクトに対するヘッダー・ページのリカバ
リー基本 RBA 値が無効であるため、 GRECP の
START DATABASE リカバリーを実行できません。以
下のことが起こっている可能性があります。
v データ・セットが、ヘッダー・ページ内に開始 RBA
または LRSN をもっていない以前のリリース・バッ
クアップから復元された。
v DSN1COPY RESET ユーティリティー・コマンド
システムの処置: このオブジェクトに対する GRECP
リカバリーは終了します。この START DATABASE コ
マンドでリカバリー中の他のオブジェクトには影響はあ
りません。
システム・プログラマーの応答: LOGONLY オプショ
ンなしで RECOVER ユーティリティーを使用してくだ
さい。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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第 38 章 X’D1......’ コード
X'D1' コードに関して、DB2 は、 SDWA の SYS1.LOGREC 可変記録域 (VRA) 内に、次のような診断情
報を提供します。
MODID
異常終了を出しているモジュールの名前
LEVEL
変更レベル
COMPONENT
サブコンポーネント ID
REGISTERS
異常終了時点の汎用レジスター (GPR) 0〜15
00D10010

00D10011

説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。
OPEN 要求で RANGE パラメーターを指定すると、以
降の GET 要求が処理するログ相対バイト・アドレス
(RBA) 範囲を含む 12 バイト域のアドレスが指定されま
す。しかし、RANGE パラメーターの 2 番目の 6 バイ
トに指定された RBA (ログ RBA の終わり) が、
RANGE パラメーターの最初の 6 バイトに指定した
RBA (ログ RBA の開始位置) の値以下になっていま
す。

説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN および GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出
しました。 FUNC=OPEN または FUNC=GET 要求の初
期処理中に、要求の処理に必要な制御ブロックとその他
の情報を入れるストレージが獲得されます。必要なスト
レージを獲得しようとして、MVS GETMAIN が失敗し
ました。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS01。
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しへの応答として、戻りコード 8 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10010 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が、
異常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デ
ータ・セットに書き込まれることもありません。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのアプリケーション・プログラ
ムでは、ゼロ以外の戻りコードとゼロ以外の理由コード
が戻されることが考えられ、その場合、ユーザー・プロ
グラムを終了させるなどの処置が必要となることもあり
ます。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: RANGE RBA パラメ
ーターの入力を訂正して、要求を再実行してください。
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS01

DSNJRS03

DSNJRS04

システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN ま
たは FUNC=GET 呼び出しへの応答として、戻りコード
8 をレジスター 15 に、また理由コード 00D10011 をレ
ジスター 0 に入れます。独立型ログ・サービス CSECT
(DSNJRS01) が異常終了を出すことはなく、情報が
SYS1.LOGREC データ・セットに書き込まれることもあ
りません。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: おそらくユーザー・プ
ログラムの EXEC ステートメントの REGION パラメ
ーターが小さすぎます。 REGION サイズを大きくし、
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00D10012
ユーザー・プログラムを再実行してください。
00D10012
説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。
DSNJSLR マクロを使用するユーザー・プログラムのジ
ョブ制御言語 (JCL) では、ブートストラップ・データ・
セット (BSDS) を使用すること、または BSDS が存在
しない場合には、処理に使用するアクティブ・データ・
セットまたはアーカイブ・データ・セット (単数または
複数) を指定する必要があります。ジョブに BSDS もロ
グ・データ・セットも割り振られていなかったため、
FUNC=OPEN 要求が失敗しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS01。
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しへの応答として、戻りコード 8 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10012 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: JCL を訂正して、ユ
ーザー・プログラムを再実行してください。
00D10013
説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。ブー
トストラップ・データ・セット (BSDS) のオープン時
に、 VSAM OPEN エラーが発生しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS04
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター
15 に、また理由コード 00D10013 をレジスター 0 に入
れます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が
異常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デ
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ータ・セットに書き込まれることもありません。
OPEN 要求の結果に関する情報も、独立型ログの GET
フィードバック域 (SLRF) に戻されます。 VSAM
OPEN エラー戻りコードは SLRFRG15 に入れられま
す。 ACB エラー・コード (ACBERFLG) は
SLRFERCD に入れられます。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets を参照して、SLRFRG15 で戻
された VSAM OPEN エラーと、SLRFERCD で戻され
た ACB エラー・コードの意味を判別してください。適
切な処置を行ってから、FUNC=OPEN 要求を再実行し
てください。
00D10014
説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。ユー
ザー作成アプリケーションに関連するジョブ制御言語
(JCL) により、 DB2 ログ・データへのアクセス方法が
決まります。アクセスは、ブートストラップ・データ・
セット (BSDS) を介してか、または、調べるアクティ
ブ・ログ・データ・セットまたはアーカイブ・ログ・デ
ータ・セットの DD 名を JCL に明示的に組み込むかの
どちらででも行うことができます。 BSDS を介した方
法を使う場合、ユーザーは、FUNC=OPEN 呼び出しで
RANGE パラメーターを指定する必要があります。この
理由コードは、ユーザーが BSDS 方式を使用したが、
調べる RBA の範囲を指定しなかったことを示します。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS01。
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しへの応答として、戻りコード 8 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10014 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
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00D10015
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答:
かを選べます。

2 つの選択肢のいずれ

1. この BSDS を介したアクセス方式を引き続き使用し
ます。これを選択した場合には、FUNC=OPEN 呼び
出しで、調べる RBA の範囲を RANGE パラメータ
ーに指定する必要があります。
2. BSDS を介したアクセス方式ではなく他のものを使
用します。これは、ユーザー作成アプリケーショ
ン・プログラムを呼び出すのに使用する JCL に、ア
ーカイブ・データ・セットの DD 名またはアクティ
ブ・ログ・データ・セットの DD 名あるいはその両
方を明示的に指定すると、行うことができます。
00D10015
説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。ブー
トストラップ・データ・セットの VSAM OPEN は成功
しましたが、 BSDS のレコード形式が、このリリース
の独立型ログ・サービスと互換性がありません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS04
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター
15 に、また理由コード 00D10015 をレジスター 0 に入
れます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が
異常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デ
ータ・セットに書き込まれることもありません。

ド の付録 C (第 2 巻) を参照してください。
システム・プログラマーの応答: ログ・マップ印刷ユー
ティリティー (DSNJU004) を実行して、BSDS のリリー
ス・レベルを判別してから、該当する BSDS の
MIGRATION/FALLBACK プログラムを実行して、ブー
トストラップ・データ・セットを形式設定し直してくだ
さい。
v BSDS データ・セットのリリース・レベルが 2.2 以下
である場合には、 BSDS 変換プログラム
(DSNJMIG0) を実行して、2.3 以上のリリース・レベ
ルにマイグレーションしてください。
v BSDS データ・セットのリリース・レベルが 2.3 以上
である場合には、 BSDS 変換プログラム
(DSNJFAL0) を実行して、2.2 以下のリリース・レベ
ルに戻します。
BSDS データ・セットが新しい形式に変換された後で、
元のアプリケーション・プログラムを再実行してくださ
い。
00D10016
説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。ユー
ザー作成のアプリケーションと関連のあるジョブ制御言
語 (JCL) で、ある DB2 メンバーに対して MxxARCHV
または MxxACTn (あるいはその両方) の DD ステート
メントが指定されましたが、同じメンバーに MxxBSDS
も指定されました。しかし、MxxARCHV と MxxACTn
DD ステートメントを MxxBSDS DD ステートメントと
同時に、同じメンバーに指定することはできません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS06
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター
15 に、また理由コード 00D10016 をレジスター 0 に入
れます。独立型ログ・サービスが異常終了を出すことは
なく、情報が SYS1.LOGREC データ・セットに書き込
まれることもありません。
ユーザーの処置:

独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要となることがあります。

JCL を訂正し、ジョブを実行し直してください。 1 つ
のメンバーに対してログ・データ・セットの DD ステ
ートメント (MxxARCHV および MxxACTN) または
BSDS の DD ステートメント (MxxBSDS) のどちらか
を指定してください。両方は指定しないでください。

独立型ログ・サービス (ゼロ以外の戻りコードとゼロ以
外の理由コードに対応するアプリケーション・プログラ
ムのサンプルを含む) については、 DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイ

独立型ログ・サービス (ゼロ以外の戻りコードとゼロ以
外の理由コードに対応するアプリケーション・プログラ
ムのサンプルを含む) については、 DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイ
ド の付録 C (第 2 巻) を参照してください。
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00D10017
00D10017
説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。ユー
ザー作成のアプリケーションのジョブ制御言語 (JCL)
は、複数の DB2 メンバーからのログを CI モードで読
み取ることを示しています。しかし、CI モードは、1
つの DB2 システムのログを読み取るときにのみ使用で
きます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS06
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター
15 に、また理由コード 00D10017 をレジスター 0 に入
れます。独立型ログ・サービスによって異常終了が出さ
れることはなく、情報が SYS1.LOGREC データ・セッ
トに書き込まれることもありません。
ユーザーの処置:
OPEN 要求から 2 つ以上のログ・レコードの読み取り
のための CI モードを除去するか、または JCL を変更
して、CI モードで読み取るシステムのログを 1 つにし
てください。
独立型ログ・サービス (ゼロ以外の戻りコードとゼロ以
外の理由コードに対応するアプリケーション・プログラ
ムのサンプルを含む) については、 DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイ
ド の付録 C (第 2 巻) を参照してください。
00D10018
説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。ユー
ザー作成のアプリケーションと関連のあるジョブ制御言
語 (JCL) で、複数の DB2 システムのログが示されまし
た。 しかし、OPEN 要求では、 RBA 範囲が指定され
ました。複数の DB2 システムからログを読み取るとき
は、RBA 範囲を指定することはできません。 LRSN 範
囲を指定しなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS06
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター
15 に、また理由コード 00D10018 をレジスター 0 に入
れます。独立型ログ・サービスが異常終了を出すことは
なく、情報が SYS1.LOGREC データ・セットに書き込
まれることもありません。
ユーザーの処置: OPEN 要求の範囲指定を訂正し、ジ
ョブを再実行してください。複数のメンバーからログ・
レコードを読み取る場合の範囲を指定するときは、
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LRSN=YES も指定しなければなりません。 さらに、
GROUP DD または MxxBSDS (BSDS) DD を JCL に
指定するときは、範囲も指定しなければなりません。
独立型ログ・サービス (ゼロ以外の戻りコードとゼロ以
外の理由コードに対応するアプリケーション・プログラ
ムのサンプルを含む) については、 DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイ
ド の付録 C (第 2 巻) を参照してください。
00D10019
説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。ブー
トストラップ・データ・セット (BSDS) のオープン時
に、 VSAM OPEN エラーが発生しました。このエラー
は、AMS VERIFY でも訂正できるエラーですが、この
VERIFY も失敗しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS04
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター
15 に、また理由コード 00D10019 をレジスター 0 に入
れます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が
異常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デ
ータ・セットに書き込まれることもありません。
OPEN 要求の結果に関する情報も、独立型ログの GET
フィードバック域 (SLRF) に戻されます。元の VSAM
OPEN エラーの VSAM 戻りコードは、SLRFRG15 に置
かれます。元の VSAM OPEN 操作で使用した ACB か
らの ACB エラー・コード (ACBERFLG) は、
SLRFERCD に置かれます。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets を参照して、SLRFRG15 で戻
された VSAM OPEN エラーと、SLRFERCD で戻され
た ACB エラー・コードの意味を判別してください。該
当する処置を行ってから、FUNC=OPEN 要求を再実行
してください。
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00D10020
00D10020
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。データ
の終わり (ログの終わり、ユーザー指定のログ・デー
タ・セット (複数または単数) の終わり、または
RANGE パラメーターが指定したログ RBA 範囲の終わ
り) に到達しています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS02、DSNJRS03
システムの処置: DSNJSLR FUNC=GET 呼び出しへの
応答として、DB2 は、戻りコード 4 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10020 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: これはエラーではあり
ません。この理由コードは、正常なデータの終わりを示
すものです。アクションは不要です。
00D10021
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。ログ・
データ・セットを切り替える際に、ログ RBA 範囲内で
ギャップが検出され、ログ・レコードが抜けていること
が判明しました。
この状態は、ユーザーが意図的に作り出している場合
と、そうでない場合とがあります。通常は、1 組の連続
するログ・レコードが、ACTIVEn および ARCHIVE の
DD 名でユーザーの JCL に、入力として指定されま
す。ログ・データ・セットが意図的に (または意図せず
に) 除去されていた場合に、この状態が生じます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS02
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 4 をレジスター 15

に、また理由コード 00D10021 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。ギャップ後の次のロ
グ・レコードへのポインターは、SLRFFRAD に入れら
れます。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
システム・プログラマーの応答: すでに述べたように、
このエラーは、意図的なエラーである場合も、意図して
いなかった場合もあります。ユーザーの JCL を検査し
て、一連の連続するログ・レコードが指定されているか
どうかを確認してください。 BSDS 方式を使用してい
る場合には、ログ・マップ印刷ユーティリティー
(DSNJU004) を使って、 BSDS に記録されている RBA
範囲を調べ、アクティブ・ログ・データ・セットまたは
アーカイブ・ログ・データ・セットの削除によって発生
した可能性のある RBA ギャップをすべてメモしてくだ
さい。
ログのエラーが発生したと思われる場合には、ログ印刷
ユーティリティー (DSN1LOGP) を実行して、障害と関
連するログ・レコードの詳しい報告書を入手するように
してください。 DSN1LOGP ユーティリティーが失敗し
た場合は、ログ障害からのリカバリーについて、DB2 ユ
ニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版)
管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。
00D10022
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。ログ・
データ・セットを切り替える際に、ログ RBA 範囲内に
ギャップが検出され、ログ・レコードが抜けていること
が判明しました。また、ギャップ後の次のレコードのロ
グ RBA が、RANGE パラメーターに指定された RBA
範囲の終了 RBA よりも大きい値になっています。
この状態は、ユーザーが意図的に作り出している場合
と、そうでない場合とがあります。通常は、1 組の連続
するログ・レコードが、ACTIVEn および ARCHIVE の
DD 名でユーザーの JCL に、入力として指定されま
す。ログ・データ・セットが意図的に (または意図せず
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00D10023
に) 除去されていた場合に、この状態が生じます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03、DSNJRS04
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 8 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10022 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。ギャップ後の次のロ
グ・レコードへのポインターは、SLRFFRAD に入れら
れます。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: すでに述べたように、
このエラーは、意図的なエラーである場合も、意図して
いなかった場合もあります。 RANGE パラメーターに
指定された RBA の範囲を検査して、終了の RBA 値に
間違いがないか調べてください。 ユーザーの JCL を検
査して、一連の連続するログ・レコードが指定されてい
るかどうかを確認してください。 BSDS 方式を使用し
ている場合には、ログ・マップ印刷ユーティリティー
(DSNJU004) を使って、 BSDS に記録されている RBA
範囲を調べ、アクティブ・ログ・データ・セットまたは
アーカイブ・ログ・データ・セットの削除によって発生
した可能性のある RBA ギャップをすべてメモしてくだ
さい。
ログのエラーが発生したと思われる場合には、ログ印刷
ユーティリティー (DSN1LOGP) を実行して、障害と関
連するログ・レコードの詳しい報告書を入手するように
してください。 DSN1LOGP ユーティリティーが失敗し
た場合は、ログ障害からのリカバリーについて、DB2 ユ
ニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版)
管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。
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00D10023
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。ログの
RBA 範囲でギャップが検出され、条件付き再始動レコ
ードが、条件付き再始動切り捨て点を超えて、検出され
ました。この状態は、条件付き再始動時に、ユーザーが
ログ切り捨ての一部として、ログ RBA ギャップを意図
的に強制した場合に起こります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS02
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 4 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10023 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。条件付き再始動レコー
ドの長さ、アドレス、および RBA は、それぞれ、
SLRFRCLL、SLRFFRAD および SLRFRBA の各フィー
ルドに入れられます。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: ログ・マップ印刷
(DSNJU004) ユーティリティーを使って、条件付き再始
動制御レコードおよびログ・データ・セットの RBA 範
囲を調べてください。 条件付き再始動中に、ログの切
り捨てによって生じた可能性のある RBA ギャップをす
べてメモしてください。
ログのエラーが発生したと思われる場合には、ログ印刷
ユーティリティー (DSN1LOGP) を実行して、障害と関
連するログ・レコードの詳しい報告書を入手するように
してください。 DSN1LOGP ユーティリティーが失敗し
た場合は、ログ障害からのリカバリーについて、DB2 ユ
ニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版)
管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。
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00D10024
00D10024
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。ログの
RBA のシーケンス・エラーが発生しました。先行する
ログ・レコードの RBA が、現行のログ・レコードの
RBA より大きくなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03

v アクティブ・ログ・データ・セットの順序を調整し
て、RBA 範囲の編成が昇順になるよう、つまり、
ACTIVE1 DD 名から始まって、ACTIVEn DD 名まで
処理されるようにする。
以上の調整を行なった後に、ユーザーの JCL を再実行
依頼します。
00D10025

システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 8 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10024 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。

説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。アクテ
ィブ・ログ・データ・セットの読み取り時に VSAM エ
ラーが発生しました。

GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。ギャップ後の次のロ
グ・レコードへのポインターは、SLRFFRAD に入れら
れます。

システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 8 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10025 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。

独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: ユーザーのジョブ制御
言語 (JCL) の DD ステートメントには、ログ・デー
タ・セットを必ずログ RBA 範囲の昇順で指定しなけれ
ばなりません。 ARCHIVE および ACTIVEn の両方の
DD ステートメントがある場合は、最初のアーカイブ・
データ・セットの方に低位のログ RBA の値が入ってい
なければなりません。
ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを使用
して、アーカイブ・ログ・データ・セットおよびアクテ
ィブ・ログ・データ・セットのそれぞれに関連する
RBA 範囲のリストを入手してください。必要に応じ
て、次のことを行ってください。
v ユーザーの JCL 内のアーカイブ・データ・セットの
連結順序を調整して、ログ・レコードが RBA の昇順
に読み取られるようにする。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03

GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。 VSAM GET エラー
戻りコードは SLRFRG15 に入れられます。 RPL エラ
ー・コード (RPLERRCD) は SLRFERCD に入れられま
す。この活動が行われていたデータ・セットの DD 名
は、SLRFDDNM に入ります。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets を参照して、SLRFRG15 で戻
された VSAM GET エラーと SLRFERCD で戻された
RPL エラー・コードの意味を判別してください。適切
な処置を行って、エラーを訂正してください。
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00D10026

説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。 GET
処理で、要求された RBA が入っているログ・データ・
セットを見つけることができませんでした。

ィブ・ログ・データ・セットのリスト、およびそれらの
ログ・データ・セットに対応する RBA 範囲を入手しま
す。ユーザーの JCL とユーザーの RANGE パラメータ
ーを検査して、互いに合っているか確認してください。
必要に応じて、JCL および RANGE パラメーターを訂
正してから、アプリケーションを再実行してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS04

00D10027

00D10026

システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 8 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10026 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。 GET 要求に失敗した
RBA は、SLRFRBA に入れられます。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: このエラーの原因とし
ては、いくつかの理由が考えられます。
v RANGE パラメーターで指定された RBA 範囲が、す
べてのアクティブ・ログ・データ・セットおよびすべ
てのアーカイブ・ログ・データ・セットで使用する
RBA の上限または下限を超えていた可能性がありま
す。 これは、通常、ユーザーが JCL にブートストラ
ップ・データ・セット (BSDS) 方式を指定している場
合に、起こります。
v RANGE パラメーターで指定された RBA 範囲が、ユ
ーザーの JCL で指定されたアクティブ・ログ・デー
タ・セットまたはアーカイブ・ログ・データ・セッ
ト、あるいはその両方で使用可能な RBA の上限また
は下限を超えていた可能性があります。これは、通
常、ユーザーが ACTIVEn および ARCHIVE DD 名
を使ってログ・データ・セットを指定している場合に
起こります。
この問題を解決するには、ログ・マップ印刷ユーティリ
ティー (DSNJU004) を使って、アーカイブおよびアクテ

978

説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。ブート
ストラップ・データ・セット (BSDS) を読み取っている
ときに、 VSAM エラーが発生しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10027 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。 VSAM GET エラー
戻りコードは SLRFRG15 に入れられます。 RPL エラ
ー・コード (RPLERRCD) は SLRFERCD に入れられま
す。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets を参照して、SLRFRG15 で戻
された VSAM GET エラーと SLRFERCD で戻された
RPL エラー・コードの意味を判別してください。適切
な処置を行って、エラーを訂正してください。
00D10028
説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。 DB2
システムのログを読み取り中に LRSN 範囲と CI モー
ド読み取りの両方が、 OPEN 要求に指定されました。
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00D10029
しかし、CI モードでログを読み取るときは、範囲は
RBA しか指定できません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS06
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター
15 に、また理由コード 00D10028 をレジスター 0 に入
れます。独立型ログ・サービスが異常終了を出すことは
なく、情報が SYS1.LOGREC データ・セットに書き込
まれることもありません。
ユーザーの処置: OPEN 要求の範囲指定を訂正し、ジ
ョブを再実行してください。
独立型ログ・サービス (ゼロ以外の戻りコードとゼロ以
外の理由コードに対応するアプリケーション・プログラ
ムのサンプルを含む) については、 DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイ
ド の付録 C (第 2 巻) を参照してください。
00D10029
説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの OPEN 処理マクロ (DSNJSLR) が出します。
GROUP DD ステートメントが指す BSDS データ・セッ
トに名前が指定されているメンバーの、 BSDS デー
タ・セットを割り当てることができません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS06
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=OPEN 呼
び出しの応答として、戻りコード 12 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10029 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービスが異常終了を出すことはな
く、情報が SYS1.LOGREC データ・セットに書き込ま
れることもありません。
ユーザーの処置: BSDS データ・セット (GROUP DD
ステートメントが指している) に名前が指定されている
メンバーの BSDS データ・セットが、割り振りに使用
できるようになっているか確認してください。 欠落し
ている BSDS データ・セットがアクティブではないメ
ンバーに属し、その BSDS データ・セットがもう存在
しない場合、必要となる BSDS とログ・データ・セッ
トを割り当てるために、GROUP DD は使用しないでく
ださい。アクティブである他のログ・レコードを読み取
るには、アクティブなメンバーのそれぞれに MxxBSDS
DD ステートメントを指定してください。 ログ・マッ
プ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを使用すると、す
べてのメンバーの BSDS データ・セットを見つけるこ
とができます。
独立型ログ・サービス (ゼロ以外の戻りコードとゼロ以
外の理由コードに対応するアプリケーション・プログラ

ムのサンプルを含む) については、 DB2 ユニバーサ
ル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイ
ド の付録 C (第 2 巻) を参照してください。
00D1002A
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。 GET
処理で、まだオープンされていないアクティブ・ログ・
データ・セット内の RBA が要求されました。 アクテ
ィブ・ログ・データ・セットのオープン中に、VSAM
OPEN エラーが発生しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター 15
に、また理由コード 00D1002A をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。 VSAM OPEN エラー
戻りコードは SLRFRG15 に入れられます。 ACB エラ
ー・コード (ACBERFLG) は SLRFERCD に入れられま
す。この活動が行われていたデータ・セットの DD 名
は、SLRFDDNM に入ります。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets を参照して、SLRFRG15 で戻
された VSAM OPEN エラーと、SLRFERCD で戻され
た ACB エラー・コードの意味を判別してください。適
切な処置をとり、アプリケーション・ジョブを再実行し
てください。
00D1002B
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。 GET
処理で、まだオープンされていないアクティブ・ログ・
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00D1002C
データ・セット内の RBA が要求されました。 アクテ
ィブ・ログ・データ・セットのオープン中に、VSAM
OPEN エラーが発生しました。このエラーは訂正可能な
エラーであると判別されました。しかし、オープンされ
たばかりのアクティブ・ログ・データ・セットが
VSAM ESDS データ・セットであるのか VSAM LDS
データ・セットであるのかを判別するために MVS
TESTCB マクロを実行している過程で、システム・エラ
ーが発生しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター 15
に、また理由コード 00D1002B をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。元の VSAM OPEN エ
ラーの VSAM 戻りコードは、SLRFRG15 に置かれま
す。元の VSAM OPEN 操作で使用した ACB からの
ACB エラー・コード (ACBERFLG) は、 SLRFERCD
に置かれます。この活動が行われていたデータ・セット
の DD 名は、SLRFDDNM に入ります。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets を参照して、SLRFRG15 で戻
された VSAM OPEN エラーと、SLRFERCD で戻され
た ACB エラー・コードの意味を判別してください。適
切な処置をとり、アプリケーション・ジョブを再実行し
てください。
SLRFERCD フィールドに X'1001' (10 進の 4097) が入
っている場合、このエラーは、DSNJRS03 で生成された
TESTCB パラメーター・リストとアプリケーション・プ
ログラムを実行していた MVS のレベルが一致していな
かったのが原因で発生したものです。この値が
SLRFERCD に入っている場合は、IBM に連絡してくだ
さい。
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00D1002C
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。 GET
処理で、まだオープンされていないアクティブ・ログ・
データ・セット内の RBA が要求されました。 アクテ
ィブ・ログ・データ・セットのオープン中に、VSAM
OPEN エラーが発生しました。このエラーは、アクセス
方式サービスの VERIFY を使用すると訂正できるエラ
ーであると判別されましたが、そのアクセス方式サービ
スの VERIFY が失敗しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター 15
に、また理由コード 00D1002C をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。元の VSAM OPEN エ
ラーの VSAM 戻りコードは、SLRFRG15 に置かれま
す。元の VSAM OPEN 操作で使用した ACB からの
ACB エラー・コード (ACBERFLG) は、 SLRFERCD
に置かれます。この活動が行われていたデータ・セット
の DD 名は、SLRFDDNM に入ります。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets を参照して、SLRFRG15 で戻
された VSAM OPEN エラーと、SLRFERCD で戻され
た ACB エラー・コードの意味を判別してください。適
切な処置をとり、アプリケーション・ジョブを再実行し
てください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D1002D
00D1002D

00D10030

説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。 GET
処理で、まだオープンされていないアクティブ・ログ・
データ・セット内の RBA が要求されました。 アクテ
ィブ・ログ・データ・セットのオープン中に、VSAM
OPEN エラーが発生しました。アクセス方式サービスの
VERIFY を使用して、このオープン・エラーを訂正しま
したが、その後の、VSAM ポインターをアクティブ・
ログ・データ・セットの先頭に位置づけ直そうとする
(アクセス方式サービス POINT を介しての) 試みが失敗
しました。

説明: この理由コードは、DB2 の独立型ログ・サービ
スの GET と CLOSE 処理マクロ (DSNJSLR) によって
出されます。 独立型ログ・サービスは、要求ブロック
を使用して、自分自身と呼び出し側のアプリケーショ
ン・プログラムとの通信を確立します。要求ブロックへ
のアドレスは、FUNC=OPEN 呼び出しでアプリケーシ
ョン・プログラムに戻されます。これは、その後のすべ
ての独立型 FUNC=GET と FUNC=CLOSE 呼び出しの
RBR パラメーターに必要になります。 RBR が有効な
独立型要求ブロックをアドレス指定していないとき、こ
の理由コードが、呼び出し側のアプリケーションに戻さ
れます。それ以降、アプリケーション・プログラムの要
求は処理できません。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター 15
に、また理由コード 00D1002D をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。元の VSAM OPEN エ
ラーの VSAM 戻りコードは、SLRFRG15 に置かれま
す。元の VSAM OPEN 操作で使用した ACB からの
ACB エラー・コード (ACBERFLG) は、 SLRFERCD
に置かれます。この活動が行われていたデータ・セット
の DD 名は、SLRFDDNM に入ります。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: DFSMS/MVS: Macro
Instructions for Data Sets を参照して、SLRFRG15 で戻
された VSAM OPEN エラーと、SLRFERCD で戻され
た ACB エラー・コードの意味を判別してください。適
切な処置 (ほとんどの場合、SLRF の SLRFDDNM フィ
ールドに指定されているアクティブ・ログ・データ・セ
ットに AMS VERIFY を使用すると、解決されます) を
とってください。問題が解決したら、アプリケーショ
ン・ジョブを再実行してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS01。
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET また
は FUNC=CLOSE 呼び出しへの応答として、戻りコー
ド 8 をレジスター 15 に、また理由コード 00D10030
をレジスター 0 に入れます。独立型ログ・サービス
CSECT (DSNJRS01) が異常終了を出すことはなく、情
報が SYS1.LOGREC データ・セットに書き込まれるこ
ともありません。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: FUNC=OPEN 呼び出
しでは、RBR 値がレジスター 1 に戻されます。この値
は、以降の独立型 FUNC=GET と FUNC=CLOSE の呼
び出し用に、アプリケーション・プログラムで保存して
おく必要があります。独立型ログ・サービスを呼び出す
プログラムのアプリケーション・プログラム論理エラー
が原因で、RBR 値が壊れています。アプリケーショ
ン・プログラムを修正してから、アプリケーション・ジ
ョブを再実行依頼してください。
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00D10031

説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。 GET
処理で、まだオープンされていないログ・データ・セッ
ト内の RBA が要求されています。 ユーザーのジョブ
制御言語 (JCL) は、どのログ・データ・セットが必要で
あるかを判別するための指針としてブートストラップ・
データ・セット (BSDS) を使うように指定しています。
適切なログ・データ・セットを動的に割り振ろうとする
試み (MVS SVC 99 を介して) が失敗しました。

ブ・ログ・テープの 2 番目のファイルをオープンしよ
うとしました (最初のファイルには、通常はブートスト
ラップ・データ・セットが入っており、 2 番目のファ
イルには、通常、アーカイブ・ログ・データ・セットが
入っている)。アーカイブ・ログ・データ・セットがアー
カイブ・テープの 2 番目のファイルでなかったため
に、この最初の試みが失敗した場合には、OPEN を再度
試みる前に、 RDJFCB マクロを使用して、データ・セ
ット・シーケンス番号をデフォルト値の 2 から値 1 に
変更します。この理由コードは、RDJFCB マクロからエ
ラーが戻された場合に生成されます。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS05

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03

システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10031 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。

システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10040 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。

GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。 SVC 99 エラー・コ
ード (S99ERROR) と情報コード (S99INFO) は、それぞ
れ SLRFRC および SLRFINFO に入れられます。この
活動が行われていたデータ・セットの DD 名は、
SLRFDDNM に入ります。

GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。 RDJFCB エラー・コ
ードが SLRFRG15 内に入れられます。この活動が行わ
れていたデータ・セットの DD 名は、SLRFDDNM に
入ります。

00D10031

独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 該当する MVS 資料
を参照して、SLRFRG15 に戻された SVC 99 エラー・
コード (S99ERROR) と S99INFO に戻された SVC 99
情報コード (S99INFO) の意味を判別してください。適
切な処置をとって、エラーを訂正し、アプリケーショ
ン・ジョブを再実行してください。
00D10040
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。 GET
処理で、まだオープンされていないアーカイブ・ログ・
データ・セット内の RBA が要求されました。アーカイ
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独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: DFSMS/MVS: Using
Advanced Services を参照して、SLRFRG15 で戻された
RDJFCB エラー・コードの意味を判別してください。適
切な処置をとって、エラーを訂正し、アプリケーショ
ン・ジョブを再実行してください。
00D10044
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。 GET
処理で、まだオープンされていないアーカイブ・ログ・
データ・セット内の RBA が要求されました。アーカイ
ブ・ログ・データ・セットのオープンに失敗しました。
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00D10048
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10044 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。この活動が行われてい
たデータ・セットの DD 名は、SLRFDDNM に入りま
す。

などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: QSAM GET エラーの
原因を突き止め、適切な処置をとって、エラーを訂正
し、アプリケーション・ジョブを再実行してください。
00D10050

独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。

説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。ブート
ストラップ・データ・セット (BSDS) が、間違ってユー
ザーのジョブ制御言語 (JCL) にアーカイブ・データ・セ
ットの 1 つとして指定されています。その結果、GET
要求が失敗しました。

独立型ログ・サービス (ゼロ以外の戻りコードとゼロ以
外の理由コードに対応するアプリケーション・プログラ
ムのサンプルを含む) については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部を参照してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03

システム・プログラマーの応答: QSAM OPEN エラー
の原因を突き止め、適切な処置をとって、エラーを訂正
し、アプリケーション・ジョブを再実行してください。
00D10048
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。アーカ
イブ・ログ・データ・セットの読み取り時に QSAM
GET エラーが発生しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 12 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10048 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。この活動が行われてい
たデータ・セットの DD 名は、SLRFDDNM に入りま
す。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる

システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しへの応答として、戻りコード 8 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10050 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。要求されたログ・レコ
ード制御インターバルの RBA は、SLRFRBA に入れら
れます。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: ユーザーの JCL を調
べ、連結アーカイブ・データ・セットの 1 つに指定さ
れている BSDS データ・セットを除去してください。
アプリケーション・ジョブを再び実行してください。
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00D10061
00D10061
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。アプリ
ケーション・プログラムが要求したログ・レコード制御
インターバル (CI) は、アクティブ・ログ・データ・セ
ットまたはアーカイブ・ログ・データ・セットから正常
に読み取られました。しかし、この CI の読み取りから
戻された物理レコードの長さが、期待された長さではあ
りません。 GET 機能は、完了はしますが、警告として
この理由コードが出されます。
アクティブ・ログ・データ・セットのログ CI の期待さ
れる長さは、4089 バイトです。また、アーカイブ・ロ
グ・データ・セットのログ CI の期待される長さは
4096 バイトです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS03
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しの応答として、戻りコード 4 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10061 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。 GET 機
能は、完了はしますが、警告としてこの理由コードが出
されます。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。 CI の長さはフィール
ド SLRFRCLL に、アドレスはフィールド SLRFFRAD
に入れられます。 CI に関連する RBA は、SLRFRBA
に入れられます。その活動が行われたデータ・セットの
'DD 名' は、 SLRFDDNM に入れられます。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: CI の RDF/CIDF 制御
情報が損傷を受けています。 SLRFRCLL フィールドに
示される値が、期待値よりも大きい場合は、まだアプリ
ケーション・プログラムが CI 内のデータを使用できま
す。 SLRFRCLL フィールドの値が期待値より小さい場
合には、おそらく CI 内のデータを使用することはでき
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ますが、慎重に行わなければなりません (ユーザー・プ
ログラムに追加のエラー検査ルーチンが必要となる場合
があります)。
00D10062
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。要求さ
れたレコードは、中間のスパン・レコード・セグメント
であることが判明しましたが、これに先行する最初のレ
コード・セグメントが存在していません。 GET 機能
は、完了はしますが、警告としてこの理由コードが出さ
れます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS02
システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しの応答として、戻りコード 4 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10062 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。 GET 機
能は、完了はしますが、警告としてこの理由コードが出
されます。
GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。要求されたレコードの
長さとアドレスは、それぞれフィールド SLRFRCLL と
SLRFFRAD に入れられます。ログ・レコード・セグメ
ントに関連する RBA は、SLRFRBA に入れられます。
この活動が行われていたデータ・セットの DD 名は、
SLRFDDNM に入ります。
独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。
独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: この状態が発生する原
因としては、次のような可能性があります。
v DB2 のリカバリー・ログ管理プログラム・コンポー
ネントが、もともと LRH を正しく作成しなかった。
v ログ・レコード・セグメントのログ・レコード・ヘッ
ダー (LRH) が、 DB2 サブシステムによって書き込
まれた後に、壊れた。
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00D10063
v 00D10021 理由コード (ログ内のギャップ) を受信し
た後も、アプリケーション・プログラムが処理を続行
した。
エラーの原因がアプリケーション・プログラムにある場
合は、そのアプリケーション・プログラムを修正する必
要があります。
DB2 の問題が原因でエラーが発生したと考えられる場
合は、 RBA の範囲を、問題の RBA が入るように指定
して、ログ印刷 (DSN1LOGP) ユーティリティーを実行
してください。問題のレコード・セグメントの前後のレ
コード・セグメントを調べて、ログ・レコード・セグメ
ントの LRH が本当に間違っていないかを判別してくだ
さい。
00D10063
説明: この理由コードは、DB2 独立型ログ・サービス
の GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出しました。要求さ
れたレコードは、最後のスパン・レコード・セグメント
であることが判明しましたが、先行する最初のレコー
ド・セグメントがありません。 GET 機能は、完了はし
ますが、警告としてこの理由コードが出されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJRS02

版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: この状態が発生する原
因としては、次のような可能性があります。
v DB2 のリカバリー・ログ管理プログラム・コンポー
ネントが、もともとログ・レコード・ヘッダー (LRH)
を正しく作成していない。
v ログ・レコード・セグメントの LRH が、DB2 サブ
システムが書き込んだ後に、壊れた。
v 00D10021 理由コード (ログ内のギャップ) を受信し
た後も、アプリケーション・プログラムが処理を続行
した。
エラーの原因がアプリケーション・プログラムにある場
合は、そのアプリケーション・プログラムを修正する必
要があります。
DB2 の問題が原因でエラーが発生したと考えられる場
合は、 RBA の範囲を、問題の RBA が入るように指定
して、ログ印刷 (DSN1LOGP) ユーティリティーを実行
してください。問題のレコード・セグメントの前後のレ
コード・セグメントを調べて、ログ・レコード・セグメ
ントの LRH が本当に間違っていないかを判別してくだ
さい。

システムの処置: DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び
出しの応答として、戻りコード 4 をレジスター 15
に、また理由コード 00D10063 をレジスター 0 に入れ
ます。独立型ログ・サービス CSECT (DSNJRS01) が異
常終了を出すことはなく、情報が SYS1.LOGREC デー
タ・セットに書き込まれることもありません。 GET 機
能は、完了はしますが、警告としてこの理由コードが出
されます。

00D10101

GET 要求の結果の情報も、独立型ログ GET フィード
バック域 (SLRF) に戻されます。要求されたレコードの
長さとアドレスは、それぞれフィールド SLRFRCLL と
SLRFFRAD に入れられます。ログ・レコード・セグメ
ントに関連する RBA は、SLRFRBA に入れられます。
この活動が行われていたデータ・セットの DD 名は、
SLRFDDNM に入ります。

システムの処置:

独立型ログ・サービス・プログラムは、DSNJSLR マク
ロを使用するユーザー作成プログラムの制御下にありま
す。このため、ユーザーのプログラムでは、ゼロ以外の
戻りコードとゼロ以外の理由コードが戻されることが考
えられ、その場合、ユーザー・プログラムを終了させる
などの処置が必要になることがあります。

説明: 制御ステートメントに指定された ENDRBA 値
が、既知の RBA より大きいか、または小さい。しか
し、条件付き再始動のためのコールド・スタートが指定
されていません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW306
DB2 の始動は終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: CRESTART 制御ステ
ートメントで、BSDS 内のシステムにすでに認識されて
いる RBA 値を指定するか、ENDRBA と STARTRBA
に同じ RBA を指定 (コールド・スタート) するかし
て、ログ・インベントリー変更ユーティリティー
(DSNJU003) を実行してください。
詳細については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第
1 巻) を参照してください。

独立型ログ・サービスに関する詳細 (ゼロ以外の戻りコ
ードとゼロ以外の理由コードに対応するアプリケーショ
ン・プログラムのサンプルを含む) については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
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00D10102
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

00D10102
説明:
た。

データ共用を使用不能にする要求が失敗しまし

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SVC ダンプを収集し、システ
ム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: この問題に関連する DSN7xxxx メッセージ
がないかどうか、DB2 システム・コンソールを見直し
てください。
00D10104

システム・プログラマーの応答: 戻りコードに対する
SVC ダンプを入手してください。 データ共用を使用不
能にするには、データ共用の使用不能ジョブ
(DSNTIJGF) を実行し、 DB2 を再始動しなければなり
ません。詳細については、DB2 データ共用: 計画および
管理 の第 2 章を参照してください

説明: DB2 始動時に、DB2 は BSDS にデータ共用メ
ンバー・レコードを見つけることができませんでした。

問題判別: 汎用レジスター 2 に、戻りコードが入って
います。 戻りコードの説明を次に示します。
2
データ共用を使用不能にする要求は BSDS に
ありますが、条件付き再始動レコードがありま
せん。正しい条件再始動制御レコードには、ジ
ョブ DSNTIJGF を使用しなければなりませ
ん。
4
データ共用を使用不可にする要求は BSDS に
記録されていますが、条件付き再始動レコード
が正しくありません。 使用不可要求と共に通
常の条件付き再始動を要求することはできませ
ん。 ジョブ DSNTIJGF を使用しなければなり
ません。
8
BSDS の更新に失敗しました。 データ共用を
使用不能にできませんでした。問題の判別に
は、DB2 コード 00D10411 を参照してくださ
い。 BSDS の問題を修正してから、DSNTIJGF
を実行して、データ共用を使用不能にして、
DB2 を再始動してください。
10
BSDS からの削除に失敗しました。データ共用
を使用不能にできませんでした。問題の判別に
は、DB2 コード 00D10413 を参照してくださ
い。 BSDS の問題を修正してから、DSNTIJGF
を実行して、データ共用を使用不能にして、
DB2 を再始動してください。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: これが、データ共用グループを結合している
新しいメンバーの最初の始動である場合、この DB2 サ
ブシステムに、データを使用可能にするために作成され
た DSNTIJUZ ジョブを実行し、その後、DB2 サブシス
テムを再始動してください。さらに、BSDS が正しく
DB2 マスター始動プロシージャーに指定されているか
どうかを確認してください。問題判別の方法について、
詳しくは、メッセージ DSN7501A を参照してくださ
い。
00D10105
説明: 新しいメンバーがデータ共用グループを結合しよ
うとしているときに、共用連絡域 (SCA) に不一致があ
ることを DB2 が見つけました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置: DB2 の始動が終了します。

00D10103

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

説明: 共有連絡域 (SCA) 構造をオープンするのに失敗
しました。

システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001

問題判別: これは、新しいメンバーがデータ共用グルー
プを結合しようとしていることを意味しています。これ
が DB2 3.1 からのマイグレーションである場合、新し
いメンバーがデータ共用グループを結合する前に、カタ
ログのマイグレーションを完了しておかなければなりま

システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答:
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00D10106
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

せん。カタログ・マイグレーションが完了するまで待
ち、この DB2 を再始動してグループを結合してくださ
い。 それ以外の場合、グループの再始動が必要になり
ます。 グループが再始動してから、この DB2 を再始
動してグループを結合してください。詳細については、
DB2 データ共用: 計画および管理 の第 2 章を参照して
ください

問題判別: 問題判別については、メッセージ
DSN7501A を参照してください。

00D10106

00D10109

説明: DB2 が、データ共用のための BSDS の内部制御
レコードを更新することに失敗しました。

説明: DB2 が、データ共用を再び使用可能にする処理
を行っているときに、共用連絡域 (SCA) 構造を見つけ
ました。この構造は、この時点で構築されているべきで
はありません。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置: DB2 の始動が終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: 問題の判別には、DB2 コード 00D10411 を
参照してください。

システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置: DB2 の始動が終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: この MVS システム
にある SCA 構造を表示してください。

説明: DB2 は、BSDS に内部制御レコードを挿入し、
データ共用を再び使用可能にすることに失敗しました。

問題判別: SCA 構造が DB2 データ共用グループ用に
すでに存在している場合、MVS コマンド SETXCF を
使用して、この構造を削除し、それから DB2 を再始動
させて、再び使用可能にする処理を完了させてくださ
い。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001

00D1010A

00D10107

システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。

説明: DB2 は、再び使用可能にするためのレコードを
共用連絡域 (SCA) 構造に書き込もうとして、失敗しま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

問題判別: 問題の判別には、DB2 コード 00D10412 を
参照してください。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

00D10108

システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。

説明: DB2 が、データ共用を再び使用可能にするため
の内部制御レコードを共用連絡域 (SCA) 構造に書き込
もうとして、失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置:

問題判別: この問題に関連する DSN7xxxx メッセージ
がないかどうか、DB2 システム・コンソールを見直し
てください。

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答:

SYS1.LOGREC および SVC ダ
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00D1010B • 00D10110
00D1010B
説明: DB2 が データ共用を使用可能にするために
BSDS の内部制御レコードを更新しようとして、失敗し
ました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。

プの 1 つであることを確認してください。この DB2
があるグループにある場合、同じ DB2 データ共用グル
ープにある別の DB2 サブシステムを最初に再始動し、
それからこの DB2 を再始動することができます。同じ
グループに、別の DB2 サブシステムがない場合、再始
動する前に BSDS をリカバリーさせる必要がありま
す。
00D1010E
説明: DB2 は、共用連絡域 (SCA) 構造にデータ共用再
始動用の内部制御レコードを書き込もうとしましたが、
失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001

問題判別: 問題の判別には DB2 コード 00D10411 を
参照してください。

システムの処置:

00D1010C

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

説明: DB2 は、データ共用を可能にするために共用連
絡域 (SCA) に内部制御レコードを書き込もうとして、
失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: この問題に関連する DSN7xxxx メッセージ
がないかどうか、DB2 システム・コンソールを見直し
てください。
00D1010D
説明: DB2 は、データ共用の内部制御レコードを、
BSDS または共用連絡域 (SCA) 内に見つけることがで
きませんでした。

DB2 の始動が終了します。

システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: この問題に関連する DSN7xxxx メッセージ
がないかどうか、DB2 システム・コンソールを見直し
てください。
00D1010F
説明: DB2 が、データ共用グループの共用連絡域
(SCA) 構造体の総称 LU またはロケーション名を変更
しようとして、失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置: DB2 の始動が終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001

システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。ま
ずデータ共用グループ内のメンバーをすべて停止し、そ
れから DB2 サブシステムを再始動すると、変更が有効
になります。

システムの処置:

問題判別:

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別:
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00D10110
説明: DB2 は、総称 LU またはロケーション名を変更
するために、共用連絡域 (SCA) 構造体に内部制御レコ
ードを書き込もうとして、失敗しました。

この DB2 システム自体がデータ共用グルー
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00D10111
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001

システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。

システムの処置:

問題判別: DB2 は、データ共用総称 LU またはロケー
ション名を変更するために BSDS を更新しようとし
て、失敗しました。問題の判別には DB2 コード
00D10411 を参照してください。

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: DB2 は、データ共用再始動を変更するため
に SCA 構造に書き込もうとして、失敗しました。この
問題に関連する DSN7xxxx メッセージがないかどう
か、DB2 システム・コンソールを見直してください。

00D10113
説明: DB2 が、データ共用を使用可能にするために
BSDS のデータ共用メンバーの情報レコードを更新しよ
うとして、失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001

00D10111

システムの処置: DB2 の始動が終了します。

説明: DB2 は、データ共用を再び使用可能にするのに
必要となる内部レコードを、共用連絡域 (SCA) に見つ
けることができませんでした。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001

システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。

システムの処置:

問題判別: 問題の判別には DB2 コード 00D10411 を
参照してください。

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。デ
ータ共用を再び使用可能にするには、残っている DB2
メンバーを、他のメンバーを開始する前に開始しなけれ
ばなりません。これを、再び使用可能にするために行う
場合は、残っているメンバーが最初に開始されているこ
とを確認してください。すでに、この再使用可能化が完
了している場合は、データ共用グループが正しいかどう
か確認してください。
その他に、SCA が壊れていることが考えられます。
MVS コマンド SETXCF を使用すると、SCA を再構築
することができます。
00D10112
説明: DB2 は、総称 LU またはロケーション名を変更
するために、 BSDS の内部制御レコードを更新しよう
として、失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

00D10114
説明: DB2 は、共用連絡域 (SCA) にデータ共用メンバ
ー情報レコードを書き込んで、データ共用を再始動する
ことに失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置: DB2 の始動が終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: この問題に関連する DSN7xxxx メッセージ
がないかどうか、DB2 システム・コンソールを見直し
てください。
00D10115
説明: DB2 は、BSDS にあるデータ共用レコードを更
新して、使用可能フラグをリセットしようとして、失敗
しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置: DB2 の始動が終了します。
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00D10116
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: 問題の判別には、DB2 コード 00D10411 を
参照してください。
00D10116
説明: 非データ共用のマイグレーションまたは DB2 の
フォールバックのために、 DB2 が BSDS の内部制御
レコードを更新しようとして、失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

00D10210
説明: SET WRITE CURSOR が失敗しました。無効な
書き込みカーソル ID が指定されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW002
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。

システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。

問題判別: 問題の判別には DB2 コード 00D10411 を
参照してください。

00D10219

00D10117
説明: DB2 は、データ共用を再び使用できるようにす
るためにログを切り捨て、新しいログに切り替えようと
して失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJS001
システムの処置:

DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: DB2 がログを切り捨て、新しいログに切り
替えることに失敗した理由を判別してください。 DB2
が最後のログを使用している可能性があります。使用し
ている場合は、オフロードできなかった理由を判別して
ください。問題を判別するには、 DB2 メッセージ
DSNJ319I と DSNJ320I を参照してください。

説明: DB2 は現在の LRSN に対する差を計算した結
果、現在の LRSN が以前の LRSN よりも番号が少ない
ことを検出しました。
システムの処置:

DB2 は終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: これは、現在のシステム時刻が DB2 ログ・
データ・セットに以前に記録された時刻より早いことを
意味しています。この DB2 サブシステムが正しい
BSDS とログ・データ・セットを使用していることを確
認してください。さらに、正しいシステム時刻を現在使
用していることも確認してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10220
説明: LOG WRITE が失敗しました。無効な書き込み
カーソル ID が指定されました。
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00D10221
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW001

レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。

問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
00D10223

00D10221

説明: CSRONLY を指定して、条件付き再始動をして
いる過程で、ログ・データ・セットの変更が試みられま
した。

説明: LOG WRITE が失敗しました。指定された区域
の番号が無効です。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJB001、DSNJW001。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW001

システムの処置: DB2 の始動が終了します。

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
00D10222
説明: LOG WRITE が失敗しました。 32767 より大き
なレコード長が指定されました。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 始動を完了させ
たい場合には、制御ステートメントから CSRONLY を
除いてください。 DB2 を再始動してください。
00D10230
説明: CHECK LOG が出されましたが、その時点で
は、マクロで指定されたログ RBA はまだ DASD に書
き込まれていませんでした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW004
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW001
システムの処置:

この実行単位は、SYS1.LOGREC に
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00D10231
00D10231
説明: CHECK LOG が失敗しました。指定された RBA
が、ログの終わりを超えています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW004
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
00D10250

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。

説明: アクティブ・ログ・データ・セットの変更内容を
反映させるために BSDS または MVS カタログを更新
しているときに、リカバリー不能なエラーが起こりまし
た。

00D10232

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW307。

説明: 非データ共用モードで LRSN を強制することが
要求されました。
システムの処置: DB2 は SVC ダンプを出し、要求機
能にエラーを戻します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集め、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: 分析のために
SYS1.LOGREC と SVC ダンプを入手してください。
問題判別: SVC ダンプから、この要求を出した機能を
判別することができます。この要求を出した機能は、非
データ共用モードでデータ共用ログ管理機能を要求しま
した。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10240
説明: CLOSE LOG FOR WRITE が失敗し、完了しま
せんでした。無効な書き込みカーソル ID が指定されま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW002
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システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。エラーを訂正した
上で、DB2 を再始動してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、SDWA の可変記録域 (VRA) に記録されている情報
の説明については、異常終了理由コード '00D10252' を
参照してください。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
エラーが BSDS エラーであったか、MVS カタログ更新
エラーであったかを判別するには、コンソール・ログを
調べ、この異常終了の前に DSNJxxxx メッセージが出
ていないか、探してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5、 16。
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00D10251
00D10251
説明: ログ・バッファー書き出し機能で、リカバリー不
能なエラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW008
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。
このエラーは通常、直前に起こったエラーが原因で発生
します。前のエラーは、SYS1.LOGREC に記録されてお
り、SVC ダンプがとられています。 SYS1.LOGREC の
項目および SVC ダンプを調べて、前に起こったエラー
を判別してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、SDWA の可変記録域 (VRA) に記録されている情報
の説明については、異常終了理由コード '00D10252' を
参照してください。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5、 16。
00D10252
説明: この異常終了理由コードは、SDWA の可変記録
域 (VRA) に記録された情報の形式を定義するために使
われます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW008
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、SDWA の可変記録域 (VRA) には以下の情報が収め
られています。

v キー=VRARC で保管された理由コード '00D10252'
v ログ・バッファー書き出し機能のリカバリー・トラッ
キング域が、キー=VRARRP で保管されています。
VRA 内のこれらのフィールドは、システム・マッピ
ング・マクロ IHAVRA で記述されます。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。2、5。
00D10253
説明: MVCP 命令で、アプリケーション・プログラ
ム・チェックが起こり、パラメーター・リストまたは他
のデータを、呼び出し側のアドレス・スペースからリカ
バリー・ログ管理プログラムのアドレス・スペースに移
そうとしました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNJR001

DSNJW001

DSNJW002

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。データの移動元の
区域を調べてください。キーが誤っていたり、アドレス
が問題の原因になっている場合があります。失敗した命
令は、DA の命令コードをもち、移動する長さとアドレ
スを表すレジスターを示しています。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。
00D10254
説明: MVCS 命令で、アプリケーション・プログラ
ム・チェックが起こり、リカバリー・ログ管理プログラ
ムのアドレス・スペースから、呼び出し側のアドレス・
スペースにデータを移そうとしました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR103
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
第 38 章 DB2 コード
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00D10255
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。データの移動先の
区域を調べてください。キーが誤っていたり、アドレス
が問題の原因になっている場合があります。失敗した命
令は、DB の命令コードをもち、移動する長さとアドレ
スを表すレジスターを示しています。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。

説明: DSNJR008 が待ち状態の実行単位を再開しよう
としましたが、再開の状態が未確定のまま、障害が発生
しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJRE08、DSNJW206
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後、DB2 サブシステムは終了し、この実行単位が無期
限に延期されたままにならないようにします。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、実行ブロック (EB) のアドレスが、レジスター 6
に入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。
00D10256
説明: アーカイブ・ログ読み取りサービス・タスクを再
初期設定しようとしたところ、反復的な異常終了が検出
されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR008、DSNJR206、DSNJR208。
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オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
およびコンソール出力を集めてください。 システム・
プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: ログ・マップ印刷ユー
ティリティーを実行して、SYS1.LOGREC、SVC ダン
プ、および BSDS のリストを入手してください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、16、
32。

00D10255

システムの処置:

レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後、DB2 サブシステムは終了し、この実行単位が無期
限に延期されたままにならないようにします。

00D10261
説明: ログ制御インターバル (CI) 内のレコードとレコ
ード・セグメントを走査しているときに、正方向のレコ
ード・チェーンが壊れていることが検出されました。こ
の状態は、ログ CI のあるレコード・ヘッダーに間違っ
たレコード長が入っていることが原因となって起こりま
した。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJOFF1
DSNJW107

DSNJRS01

DSNJR005

DSNJW009

システムの処置: この理由コードは、アクティブ・ログ
にログ・バッファーを書き込む前にそれらを走査した時
に、アクティブ DB2 サブシステムが出す場合と、ユー
ザー指定のアクティブまたはアーカイブ・ログ・デー
タ・セットから CI を取り出したときに、 DB2 の独立
型ログ・サービス GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出す
場合があります。
アクティブ DB2 サブシステムがこの理由コードを出し
た場合には、異常終了します。 SYS1.LOGREC に診断
レコードが書き込まれ、SVC ダンプが要求されます。
v エラーを検出したのが DSNJOFF1 である場合は、ア
クティブ・ログ・データ・セットの保存が終了し、問
題のあるアクティブ・ログ・データ・セットに、'停止
'のマークが付きます。
v エラーを検出したのが DSNJR005 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、呼び出し側のエージェン
トが終了します。

この実行単位は、SYS1.LOGREC に
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00D10262
v エラーを検出したのが DSNJW009 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、DB2 サブシステムが終
了します。
v DSNJW107 がエラーを検出した場合は、DB2 サブシ
ステムが終了します。

DB2 独立型ログ・サービス・マクロ (DSNJSLR) の呼び
出しから戻る時にこの理由コードが出た場合は、ユーザ
ー作成出口または診断ルーチンを追加して作成する必要
がある場合があります。
00D10262

DB2 独立型ログ・サービス GET 処理の結果この理由コ
ードが出た場合は、独立型ログ・サービスの CSECT
(DSNJRS01) は異常終了を出さず、また SYS1.LOGREC
データ・セットにも情報は書き込まれません。その代り
に、DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び出しの応答と
して、戻りコード 4 をレジスター 15 に、また理由コ
ード 00D10261 をレジスター 0 に入れます。 GET 要
求の結果に関する情報も、独立型ログ GET フィードバ
ック域 (SLRF) に戻します。誤りのあるレコードの
RBA は、SLRFRBA に入れられます。誤りのあるロ
グ・レコード・ヘッダーが入っている CI のアドレスと
長さは、それぞれフィールド SLRFFRAD と
SLRFRCLL に入ります。この活動が行われていたデー
タ・セットの DD 名は、SLRFDDNM に入ります。
独立型ログ・サービスに関する詳細については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
オペレーターの応答: アクティブ DB2 サブシステムが
この理由コードを出した場合は、 SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを集めて、システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマーの応答: アクティブ DB2 サブ
システムがこの理由コードを出した場合は、
SYS1.LOGREC と SVC ダンプをオペレーターから入手
してください。

説明: ログ制御インターバル (CI) を走査しているとき
に、CI の最後のレコードまたはレコード・セグメント
へのオフセットが間違っていることが検出されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJOFF1
DSNJW107

DSNJRS01

DSNJR005

DSNJW009

システムの処置: この理由コードは、アクティブ・ログ
にログ・バッファーを書き込む前にそれらを走査した時
に、アクティブ DB2 サブシステムが出す場合と、ユー
ザー指定のアクティブまたはアーカイブ・ログ・デー
タ・セットから CI を取り出したときに、 DB2 の独立
型ログ・サービス GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出す
場合があります。
アクティブ DB2 サブシステムがこの理由コードを出し
た場合には、異常終了します。 SYS1.LOGREC に診断
レコードが書き込まれ、SVC ダンプが要求されます。
v エラーを検出したのが DSNJOFF1 である場合は、ア
クティブ・ログ・データ・セットの保存が終了し、問
題のあるアクティブ・ログ・データ・セットに、'停止
'のマークが付きます。
v エラーを検出したのが DSNJR005 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、呼び出し側のエージェン
トが終了します。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。

v エラーを検出したのが DSNJW009 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、DB2 サブシステムが終
了します。

問題判別: アクティブ DB2 サブシステムが、この理由
コードを出した場合は、次のようにしてください。

v DSNJW107 がエラーを検出した場合は、DB2 サブシ
ステムが終了します。

v RLM の標準的な診断情報は、 971 ページの『第 38
章 X’D1......’ コード』に記載されています。
v ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
v DB2 独立型ログ・サービスに特に重点を置いた障害
分析手順については、 DB2 ユニバーサル・データベ
ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録
C (第 2 巻) を参照してください。
v 障害に関連するログ・レコードが入っている
DSN1LOGP の明細報告書を入手してください。

DB2 独立型ログ・サービス GET 処理の結果この理由コ
ードが出た場合は、独立型ログ・サービスの CSECT
(DSNJRS01) は異常終了を出さず、また SYS1.LOGREC
データ・セットにも情報は書き込まれません。その代り
に、DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び出しの応答と
して、戻りコード 4 をレジスター 15 に、また理由コ
ード 00D10262 をレジスター 0 に入れます。 GET 要
求の結果に関する情報も、独立型ログ GET フィードバ
ック域 (SLRF) に戻されます。 CI の始めの RBA は
SLRFRBA に入ります。 CI のアドレスと長さは、それ
ぞれ SLRFFRAD と SLRFRCLL に入ります。この活動
が行われていたデータ・セットの DD 名は、
SLRFDDNM に入ります。
第 38 章 DB2 コード
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00D10263
独立型ログ・サービスに関する詳細については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
オペレーターの応答: アクティブ DB2 サブシステムが
この理由コードを出した場合は、 SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを集めて、システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマーの応答: アクティブ DB2 サブ
システムがこの理由コードを出した場合は、
SYS1.LOGREC と SVC ダンプをオペレーターから入手
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
問題判別: アクティブ DB2 サブシステムが、この理由
コードを出した場合は、次のようにしてください。
v RLM の標準的な診断情報は、 971 ページの『第 38
章 X’D1......’ コード』に記載されています。
v ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
v DB2 独立型ログ・サービスに特に重点を置いた障害
分析手順については、 DB2 ユニバーサル・データベ
ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録
C (第 2 巻) を参照してください。
v 障害に関連するログ・レコードが入っている
DSN1LOGP の明細報告書を入手してください。
DB2 独立型ログ・サービス・マクロ (DSNJSLR) の呼び
出しから戻る時にこの理由コードが出た場合は、ユーザ
ー作成出口または診断ルーチンを追加して作成する必要
がある場合があります。

型ログ・サービス GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出す
場合があります。
アクティブ DB2 サブシステムがこの理由コードを出し
た場合には、異常終了します。 SYS1.LOGREC に診断
レコードが書き込まれ、SVC ダンプが要求されます。
v エラーを検出したのが DSNJOFF1 である場合は、ア
クティブ・ログ・データ・セットの保存が終了し、問
題のあるアクティブ・ログ・データ・セットに、'停止
'のマークが付きます。
v エラーを検出したのが DSNJR005 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、呼び出し側のエージェン
トが終了します。
v エラーを検出したのが DSNJW009 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、DB2 サブシステムが終
了します。
v DSNJW107 がエラーを検出した場合は、DB2 サブシ
ステムが終了します。
DB2 独立型ログ・サービス GET 処理の結果この理由コ
ードが出た場合は、独立型ログ・サービスの CSECT
(DSNJRS01) は異常終了を出さず、また SYS1.LOGREC
データ・セットにも情報は書き込まれません。代りに、
DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び出しへの応答とし
て、戻りコード 4 をレジスター 15 に、また理由コー
ド 00D10263 をレジスター 0 に入れます。 GET 要求
の結果に関する情報も、独立型ログ GET フィードバッ
ク域 (SLRF) に戻します。 CI の始めの RBA は
SLRFRBA に入ります。 CI のアドレスと長さは、それ
ぞれ SLRFFRAD と SLRFRCLL に入ります。この活動
が行われていたデータ・セットの DD 名は、
SLRFDDNM に入ります。
独立型ログ・サービスに関する詳細については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。

00D10263
説明: ログ制御インターバル (CI) を走査しているとき
に、 VSAM RDF/CIDF 制御情報が間違っていることが
検出されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJOFF1
DSNJW107

DSNJRS01

DSNJR005

DSNJW009

システムの処置: この理由コードは、アクティブ・ログ
にログ・バッファーを書き込む前にそれらを走査した時
に、アクティブ DB2 サブシステムが出す場合と、ユー
ザー指定のアクティブまたはアーカイブ・ログ・デー
タ・セットから CI を取り出したときに、 DB2 の独立
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オペレーターの応答: アクティブ DB2 サブシステムが
この理由コードを出した場合は、 SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを集めて、システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマーの応答: アクティブ DB2 サブ
システムがこの理由コードを出した場合は、
SYS1.LOGREC と SVC ダンプをオペレーターから入手
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
問題判別: アクティブ DB2 サブシステムが、この理由
コードを出した場合は、次のようにしてください。
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v 障害に関連するログ・レコードが入っている
DSN1LOGP の明細報告書を入手してください。

DB2 独立型ログ・サービス GET 処理の結果この理由コ
ードが出た場合は、独立型ログ・サービスの CSECT
(DSNJRS01) は異常終了を出さず、また SYS1.LOGREC
データ・セットにも情報は書き込まれません。その代り
に、DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び出しへの応答
として、戻りコード 4 をレジスター 15 に、また理由
コード 00D10264 をレジスター 0 に入れます。 GET
要求の結果に関する情報も独立型ログ GET フィードバ
ック域 (SLRF) に戻されます。 CI の先頭の予期された
RBA は、SLRFRBA に入ります。 CI のアドレスと長
さは、それぞれ SLRFFRAD と SLRFRCLL に入りま
す。この活動が行われていたデータ・セットの DD 名
は、SLRFDDNM に入ります。

DB2 独立型ログ・サービス・マクロ (DSNJSLR) の呼び
出しから戻る時にこの理由コードが出た場合は、ユーザ
ー作成出口または診断ルーチンを追加して作成する必要
がある場合があります。

独立型ログ・サービスに関する詳細については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。

v RLM の標準的な診断情報は、 971 ページの『第 38
章 X’D1......’ コード』に記載されています。
v ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
v DB2 独立型ログ・サービスに特に重点を置いた障害
分析手順については、 DB2 ユニバーサル・データベ
ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録
C (第 2 巻) を参照してください。

00D10264
説明: ログ制御インターバル (CI) を走査しているとき
に、 CI のログの先頭 RBA が、予期した RBA ではな
いことが検出されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJOFF1
DSNJW107

DSNJRS01

DSNJR005

DSNJW009

システムの処置: この理由コードは、アクティブ・ログ
にログ・バッファーを書き込む前にそれらを走査した時
に、アクティブ DB2 サブシステムが出す場合と、ユー
ザー指定のアクティブまたはアーカイブ・ログ・デー
タ・セットから CI を取り出したときに、 DB2 の独立
型ログ・サービス GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出す
場合があります。
アクティブ DB2 サブシステムがこの理由コードを出し
た場合には、異常終了します。 SYS1.LOGREC に診断
レコードが書き込まれ、SVC ダンプが要求されます。
v エラーを検出したのが DSNJOFF1 である場合は、ア
クティブ・ログ・データ・セットの保存が終了し、問
題のあるアクティブ・ログ・データ・セットに、'停止
'のマークが付きます。
v エラーを検出したのが DSNJR005 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、呼び出し側のエージェン
トが終了します。
v エラーを検出したのが DSNJW009 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、DB2 サブシステムが終
了します。

オペレーターの応答: アクティブ DB2 サブシステムが
この理由コードを出した場合は、 SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを集めて、システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマーの応答: アクティブ DB2 サブ
システムがこの理由コードを出した場合は、
SYS1.LOGREC と SVC ダンプをオペレーターから入手
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
問題判別: アクティブ DB2 サブシステムが、この理由
コードを出した場合は、次のようにしてください。
v RLM の標準的な診断情報は、 971 ページの『第 38
章 X’D1......’ コード』に記載されています。
v ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
v DB2 独立型ログ・サービスに特に重点を置いた障害
分析手順については、 DB2 ユニバーサル・データベ
ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録
C (第 2 巻) を参照してください。
v 障害に関連するログ・レコードが入っている
DSN1LOGP の明細報告書を入手してください。
DB2 独立型ログ・サービス・マクロ (DSNJSLR) の呼び
出しから戻る時にこの理由コードが出た場合は、ユーザ
ー作成出口または診断ルーチンを追加して作成する必要
がある場合があります。

v DSNJW107 がエラーを検出した場合は、DB2 サブシ
ステムが終了します。
第 38 章 DB2 コード
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00D10265
00D10265
説明: ログ制御インターバル (CI) 内のレコードおよび
レコード・セグメントを走査しているときに、逆方向の
レコード・チェーンが壊れていることが検出されまし
た。この状態は、ログ CI のあるレコード・ヘッダーに
間違ったレコード長が入っていることが原因となって起
こりました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJOFF1
DSNJW107

DSNJRS01

DSNJR005

DSNJW009

システムの処置: この理由コードは、アクティブ・ログ
にログ・バッファーを書き込む前にそれらを走査した時
に、アクティブ DB2 サブシステムが出す場合と、ユー
ザー指定のアクティブまたはアーカイブ・ログ・デー
タ・セットから CI を取り出したときに、 DB2 の独立
型ログ・サービス GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出す
場合があります。
アクティブ DB2 サブシステムがこの理由コードを出し
た場合には、異常終了します。 SYS1.LOGREC に診断
レコードが書き込まれ、SVC ダンプが要求されます。
v エラーを検出したのが DSNJOFF1 である場合は、ア
クティブ・ログ・データ・セットの保存が終了しま
す。
v エラーを検出したのが DSNJR005 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、呼び出し側のエージェン
トが終了します。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
オペレーターの応答: アクティブ DB2 サブシステムが
この理由コードを出した場合は、 SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを集めて、システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマーの応答: アクティブ DB2 サブ
システムがこの理由コードを出した場合は、
SYS1.LOGREC と SVC ダンプをオペレーターから入手
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
問題判別: アクティブ DB2 サブシステムが、この理由
コードを出した場合は、次のようにしてください。
v RLM の標準的な診断情報は、 971 ページの『第 38
章 X’D1......’ コード』に記載されています。
v ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
v DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と
報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の第 2 部を参照してください。
v 障害に関連するログ・レコードが入っている
DSN1LOGP の明細報告書を入手してください。

v エラーを検出したのが DSNJW009 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、DB2 サブシステムが終
了します。

DB2 独立型ログ・サービス・マクロ (DSNJSLR) の呼び
出しから戻る時にこの理由コードが出た場合は、ユーザ
ー作成出口または診断ルーチンを追加して作成する必要
がある場合があります。

v DSNJW107 がエラーを検出した場合は、DB2 サブシ
ステムが終了します。

00D10266

DB2 独立型ログ・サービス GET 処理の結果この理由コ
ードが出た場合は、独立型ログ・サービスの CSECT
(DSNJRS01) は異常終了を出さず、また SYS1.LOGREC
データ・セットにも情報は書き込まれません。代りに、
DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び出しへの応答とし
て、戻りコード 4 をレジスター 15 に、また理由コー
ド 00D10265 をレジスター 0 に入れます。 GET 要求
の結果に関する情報も、独立型ログ GET フィードバッ
ク域 (SLRF) に戻します。誤りのあるレコードの RBA
は、SLRFRBA に入れられます。 CI のアドレスと長さ
は、それぞれ SLRFFRAD と SLRFRCLL に入ります。
この活動が行われていたデータ・セットの DD 名は、
SLRFDDNM に入ります。
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説明: ログ制御インターバル (CI) を走査しているとき
に、あるレコードのリカバリー単位 ID または LINK
RBA が、 CI のログの先頭 RBA と矛盾していること
が検出されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJOFF1
DSNJW107

DSNJRS01

DSNJR005

DSNJW009

システムの処置: この理由コードは、アクティブ・ログ
にログ・バッファーを書き込む前にそれらを走査した時
に、アクティブ DB2 サブシステムが出す場合と、ユー
ザー指定のアクティブまたはアーカイブ・ログ・デー
タ・セットから CI を取り出したときに、 DB2 の独立
型ログ・サービス GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出す
場合があります。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D10267
アクティブ DB2 サブシステムがこの理由コードを出し
た場合には、異常終了します。 SYS1.LOGREC に診断
レコードが書き込まれ、SVC ダンプが要求されます。
v エラーを検出したのが DSNJOFF1 である場合は、ア
クティブ・ログ・データ・セットの保存が終了し、問
題のあるアクティブ・ログ・データ・セットに、'停止
'のマークが付きます。
v エラーを検出したのが DSNJR005 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、呼び出し側のエージェン
トが終了します。
v エラーを検出したのが DSNJW009 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、DB2 サブシステムが終
了します。
v DSNJW107 がエラーを検出した場合は、DB2 サブシ
ステムが終了します。
DB2 独立型ログ・サービス GET 処理の結果この理由コ
ードが出た場合は、独立型ログ・サービスの CSECT
(DSNJRS01) は異常終了を出さず、また SYS1.LOGREC
データ・セットにも情報は書き込まれません。その代り
に、DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び出しへの応答
として、戻りコード 4 をレジスター 15 に、また理由
コード 00D10266 をレジスター 0 に入れます。 GET
要求の結果に関する情報も独立型ログ GET フィードバ
ック域 (SLRF) に戻されます。無効な RBA をもつロ
グ・レコードの RBA は、SLRFRBA に入ります。 CI
のアドレスと長さは、それぞれ SLRFFRAD と
SLRFRCLL に入ります。この活動が行われていたデー
タ・セットの DD 名は、SLRFDDNM に入ります。
独立型ログ・サービスに関する詳細については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
オペレーターの応答: アクティブ DB2 サブシステムが
この理由コードを出した場合は、 SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを集めて、システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマーの応答: アクティブ DB2 サブ
システムがこの理由コードを出した場合は、
SYS1.LOGREC と SVC ダンプをオペレーターから入手
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。

v ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
v DB2 独立型ログ・サービスに特に重点を置いた障害
分析手順については、 DB2 ユニバーサル・データベ
ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録
C (第 2 巻) を参照してください。
v 障害に関連するログ・レコードが入っている
DSN1LOGP の明細報告書を入手してください。
DB2 独立型ログ・サービス・マクロ (DSNJSLR) の呼び
出しから戻る時にこの理由コードが出た場合は、ユーザ
ー作成出口または診断ルーチンを追加して作成する必要
がある場合があります。
00D10267
説明: ログ制御インターバル (CI) を走査しているとき
に、中間または最後のスパン・レコード・セグメント
が、ログ CI に入っている最初のセグメントではないこ
とがわかりました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJOFF1
DSNJW107

DSNJRS01

DSNJ005

DSNJW009

システムの処置: この理由コードは、アクティブ・ログ
にログ・バッファーを書き込む前にそれらを走査した時
に、アクティブ DB2 サブシステムが出す場合と、ユー
ザー指定のアクティブまたはアーカイブ・ログ・デー
タ・セットから CI を取り出したときに、 DB2 の独立
型ログ・サービス GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出す
場合があります。
アクティブ DB2 サブシステムがこの理由コードを出し
た場合には、異常終了します。 SYS1.LOGREC に診断
レコードが書き込まれ、SVC ダンプが要求されます。
v エラーを検出したのが DSNJOFF1 である場合は、ア
クティブ・ログ・データ・セットの保存が終了し、問
題のあるアクティブ・ログ・データ・セットに、'停止
'のマークが付きます。
v エラーを検出したのが DSNJR005 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、呼び出し側のエージェン
トが終了します。

問題判別: アクティブ DB2 サブシステムが、この理由
コードを出した場合は、次のようにしてください。

v エラーを検出したのが DSNJW009 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、DB2 サブシステムが終
了します。

v RLM の標準的な診断情報は、 971 ページの『第 38
章 X’D1......’ コード』に記載されています。

v DSNJW107 がエラーを検出した場合は、DB2 サブシ
ステムが終了します。
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00D10268
DB2 独立型ログ・サービス GET 処理の結果この理由コ
ードが出た場合は、独立型ログ・サービスの CSECT
(DSNJRS01) は異常終了を出さず、また SYS1.LOGREC
データ・セットにも情報は書き込まれません。その代り
に、DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び出しへの応答
として、戻りコード 4 をレジスター 15 に、また理由
コード 00D10267 をレジスター 0 に入れます。 GET
要求の結果に関する情報も独立型ログ GET フィードバ
ック域 (SLRF) に戻されます。誤りのあるレコード・セ
グメントの RBA は、SLRFRBA に入ります。 CI のア
ドレスと長さは、それぞれ SLRFFRAD と SLRFRCLL
に入ります。この活動が行われていたデータ・セットの
DD 名は、SLRFDDNM に入ります。
独立型ログ・サービスに関する詳細については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
オペレーターの応答: アクティブ DB2 サブシステムが
この理由コードを出した場合は、 SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを集めて、システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマーの応答: アクティブ DB2 サブ
システムがこの理由コードを出した場合は、
SYS1.LOGREC と SVC ダンプをオペレーターから入手
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
問題判別: アクティブ DB2 サブシステムが、この理由
コードを出した場合は、次のようにしてください。
v RLM の標準的な診断情報は、 971 ページの『第 38
章 X’D1......’ コード』に記載されています。
v ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
v DB2 独立型ログ・サービスに特に重点を置いた障害
分析手順については、 DB2 ユニバーサル・データベ
ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録
C (第 2 巻) を参照してください。
v 障害に関連するログ・レコードが入っている
DSN1LOGP の明細報告書を入手してください。
DB2 独立型ログ・サービス・マクロ (DSNJSLR) の呼び
出しから戻る時にこの理由コードが出た場合は、ユーザ
ー作成出口または診断ルーチンを追加して作成する必要
がある場合があります。

1000

00D10268
説明: ログ制御インターバル (CI) を走査しているとき
に、最初または中間のスパン・レコード・セグメント
が、ログ CI に入っている最後のセグメントではないこ
とがわかりました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJOFF1
DSNJW107

DSNJRS01

DSNJR005

DSNJW009

システムの処置: この理由コードは、アクティブ・ログ
にログ・バッファーを書き込む前にそれらを走査した時
に、アクティブ DB2 サブシステムが出す場合と、ユー
ザー指定のアクティブまたはアーカイブ・ログ・デー
タ・セットから CI を取り出したときに、 DB2 の独立
型ログ・サービス GET 処理マクロ (DSNJSLR) が出す
場合があります。
アクティブ DB2 サブシステムがこの理由コードを出し
た場合には、異常終了します。 SYS1.LOGREC に診断
レコードが書き込まれ、SVC ダンプが要求されます。
v エラーを検出したのが DSNJOFF1 である場合は、ア
クティブ・ログ・データ・セットの保存が終了し、問
題のあるアクティブ・ログ・データ・セットに、'停止
'のマークが付きます。
v エラーを検出したのが DSNJR005 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、呼び出し側のエージェン
トが終了します。
v エラーを検出したのが DSNJW009 である場合は、メ
ッセージ DSNJ012I が出て、DB2 サブシステムが終
了します。
v DSNJW107 がエラーを検出した場合は、DB2 サブシ
ステムが終了します。
DB2 独立型ログ・サービス GET 処理の結果この理由コ
ードが出た場合は、独立型ログ・サービスの CSECT
(DSNJRS01) は異常終了を出さず、また SYS1.LOGREC
データ・セットにも情報は書き込まれません。代りに、
DB2 は、DSNJSLR FUNC=GET 呼び出しへの応答とし
て、戻りコード 4 をレジスター 15 に、また理由コー
ド 00D10268 をレジスター 0 に入れます。 GET 要求
の結果に関する情報も、独立型ログ GET フィードバッ
ク域 (SLRF) に戻します。誤りのあるレコード・セグメ
ントの RBA は、SLRFRBA に入ります。 CI のアドレ
スと長さは、それぞれ SLRFFRAD と SLRFRCLL に入
ります。この活動が行われていたデータ・セットの DD
名は、SLRFDDNM に入ります。
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00D10269
独立型ログ・サービスに関する詳細については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の付録 C (第 2 巻) を参照してくださ
い。
オペレーターの応答: アクティブ DB2 サブシステムが
この理由コードを出した場合は、 SYS1.LOGREC と
SVC ダンプを集めて、システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマーの応答: アクティブ DB2 サブ
システムがこの理由コードを出した場合は、
SYS1.LOGREC と SVC ダンプをオペレーターから入手
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
問題判別: アクティブ DB2 サブシステムが、この理由
コードを出した場合は、次のようにしてください。
v RLM の標準的な診断情報は、 971 ページの『第 38
章 X’D1......’ コード』に記載されています。
v ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照し
てください。
v DB2 独立型ログ・サービスに特に重点を置いた障害
分析手順については、 DB2 ユニバーサル・データベ
ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録
C (第 2 巻) を参照してください。
v 障害に関連するログ・レコードが入っている
DSN1LOGP の明細報告書を入手してください。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2
部を参照してください。
問題判別: RLM の標準的な診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
00D10301
説明: OPEN LOG FOR READ が正常終了しませんで
した。この実行ブロック (EB) については、すでにオー
プン状態のログ読み取りカーソルが存在します。 1 つ
の EB に許されるログ読み取りカーソルは 1 つだけで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR001
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。

00D10269

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。読み取りカーソ
ル・プールを走査して、同じ EB をもつカーソルを捜す
か、 DB2 トレースを調べて、問題を捜し出してくださ
い。トレース ID の 040301 と 040302 は、 OPEN 項
目を示し、040303 と 040304 は、CLOSE 項目を示しま
す。

説明: アクティブ・ログへの物理的な書き出しを準備す
るために、現行のログ・バッファーを静的書き出しバッ
ファー ('シャドー・バッファー') に移しているときに、
バッファーのうちの 1 つでリカバリー不能エラーが検
出されました。ログ障害からのリカバリーに関する詳細
については、 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第
1 巻) を参照してください。

問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ロ
グ読み取りカーソルはすべて、リカバリー・ログ管理プ
ログラムのストレージ・プールに入っています。このプ
ールのヘッダー・アドレスは、LMBRCPHB のログ管理
プログラム・ブロック (LMB) にあります。レジスター
5 は、この LMB をポイントしています。レジスター 6
には、EB のアドレスが入っています。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJW107

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。

DB2 独立型ログ・サービス・マクロ (DSNJSLR) の呼び
出しから戻る時にこの理由コードが出た場合は、ユーザ
ー作成出口または診断ルーチンを追加して作成する必要
がある場合があります。

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。そし
て、サブシステムが終了します。
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00D10302
00D10302

00D10304

説明: OPEN LOG FOR READ が正常終了しませんで
した。指定された範囲が、有効ではありません。

説明: ログ読み取りカーソルのオープンで、システムが
認識しない機能が要求されました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR001

システムの処置: DB2 は、戻りコード 4 と理由コード
00D10304 を要求側の機能に戻します。

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。

システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。
00D10303
説明: OPEN LOG FOR READ が正常終了しませんで
した。指定されたログ RBA の範囲が無効です。
HIGHRBA が LOWRBA より小さな値になっていま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR001
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10305
説明: 対等機能ログ読み取りカーソルなしで対等機能ロ
グ読み取り要求が出されました。
システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D10305 を要求側の機能に戻します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別:
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10306
説明: 組み合わされたログ・レコードの読み取り要求が
失敗しました。
システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D10306 を要求機能に戻します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: この要求を出した機能がこのエラー・コード
を出しました。 この機能を検査してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部 を参照してください。
00D10307
説明: RBA 値が増えていなくて、オーバーラップして
いるため、データ共用のログ読み取りのオープンが失敗
しました。
システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D10307 を要求側の機能に戻します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。

1002
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00D10308
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。

00D10308

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。

説明: データ共用でのログ読み取りオープンに失敗しま
した。
システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D10308 を要求側の機能に戻します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10309
説明:
た。

対等機能の BSDS のオープン要求に失敗しまし

システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D10309 を要求側の機能に戻します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D1030A
説明: 対等機能ログ読み取り要求が、非データ共用で行
われました。
システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D1030A を要求側の機能に戻します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10310
説明: SET READ CURSOR RANGE に失敗しました。
この要求を実行依頼する実行ブロックが、指定したログ
読み取りカーソルをオープンできませんでした。入力要
求はすべて、カーソルをオープンした実行ブロックで実
行依頼しなければなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR001

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。さ
らに、レジスター 6 には実行ブロック (EB) のアドレ
スが入っています。ログ読み取りカーソルはすべて、リ
カバリー・ログ管理プログラムのストレージ・プールに
入っています。このプールのヘッダー・アドレスは、
LMBRCPHB のログ管理プログラム・ブロック (LMB)
にあります。レジスター 5 は、この LMB をポイント
しています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。
00D10311
説明: SET READ CURSOR RANGE に失敗しました。
無効な書き出しカーソル ID が指定されていました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR001
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、ログ書き出しカーソルはすべて、リカバリー・ログ
管理プログラムのストレージ・プールに入っていて、そ
のヘッダー・アドレスは LMBWCPHB のログ管理プロ
グラム・ブロック (LMB) に入っています。この LMB
は、レジスター 5 によってポイントされ、読み取りカ
ーソルは LMBRCPHB の同様のプールにあります。
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00D10312
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
00D10312

00D10323
説明: LOG READ が正常終了しませんでした。指定さ
れた SCOPE に一致するレコードをもつ
MODE=DIRECT が見つかりません。

説明: SET READ CURSOR RANGE に失敗しました。
指定されたログ RBA の範囲が無効です。 HIGHRBA
が LOWRBA よりも小さな値になっています。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR001

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
00D10322

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。
00D10324
説明: LOG READ が正常終了しませんでした。指定さ
れた CDATA に一致するレコードをもつ
MODE=DIRECT が見つかりません。

説明: LOG READ が正常終了しませんでした。指定さ
れた TYPE に合うレコードをもつ MODE=DIRECT が
見つかりません。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。

1004

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D10325
00D10325

00D10327

説明: LOG READ が正常終了しませんでした。
CDATA 長の値と CDATA オフセット値の合計が、256
を超えています。

説明: LOGRBA の値が無効であるために、LOG READ
を正常終了することができません。要求された RBA 値
をもつ MODE=DIRECT が、ログ・レコードの始めと一
致しません。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
00D10328

00D10326
説明: LOG READ が正常終了しませんでした。アーカ
イブ・ログ・データ・セットが使用中であるために待ち
状態とならないような指定が、マクロ呼び出しでされて
います (ADSWAIT(NO))。また、このマクロ呼び出しで
は、条件コードを戻すのではなく (COND(NO))、リカバ
リー・ログ管理プログラム (RLM) のサブコンポーネン
トが異常終了を出すように指定されています。要求した
レコードが使用中のアーカイブ・ログ・データ・セット
に入っていることを、RLM が判別しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR008
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。

説明: MODE 要求の順序が無効なために、LOG READ
を正常終了することができません。順次 MODE
(DIRECT 以外の MODE) を指定した読み取り要求を出
す前に、読み取り用のログのオープン、読み取りカーソ
ル範囲の設定、または同じ MODE パラメーター値を指
定した読み取りが行われていなければなりません。 読
み取り要求と別の順次モード値を混ぜると、無効になり
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
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る次の診断項目を集めてください。 5、 16。
00D10329
説明: ログ・データ・セットの読み取り中に入出力エラ
ーが発生したために、 LOG READ を正常終了すること
ができませんでした。
ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプの情報を調べてください。 また、 DSNJ
接頭部をもつメッセージが、ログ・バッファー読み取り
プログラムから、以前に出ていないかを調べてくださ
い。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。
00D1032A
説明: LOG READ が正常終了しませんでした。 BSDS
が、指定された RBA をログ・データ・セットにマップ
しません。 BSDS にエラーがあるか、ログ・データ・
セットが削除されているかのいずれかです。
BSDS またはログ障害からのリカバリーに関する詳細に
ついては、 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390
版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を
参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答:
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び SVC ダンプを入手してください。また、ログ・マッ
プ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを実行して、
BSDS のリストを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5、 16。
00D1032B
説明: ログ・データ・セットの割り振り中にエラーが起
こったために、LOG READ が失敗しました。
ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込みます。SVC ダンプを要求すること
もあります。その後で、この実行単位は異常終了しま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC と SVC ダンプ
(ダンプが生成された場合) を集めてください。システ
ム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: LOGREC を調べてく
ださい。生成されたダンプがある場合は、SVC ダンプ
の情報を調べてください。また、リカバリー・ログ管理
プログラムの割り振り処理が以前出した、DSNJ 接頭部
をもつメッセージがある場合は、そのメッセージを調べ
てください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003
00D1032C
説明: ログ・データ・セットをオープンまたはクローズ
しようとして、エラーが起こったために、LOG READ
が失敗しました。
ログ障害からのリカバリーに関する詳細については、
DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版および
z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照して
ください。

SYS1.LOGREC およ
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この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: LOGREC および SVC
ダンプの情報を調べてください。 また、以前にリカバ
リー・ログ管理プログラムのオープン / クローズ処理か
らメッセージが出ている場合は、そのメッセージを調べ
てください。これらのメッセージの接頭部には、DSNJ
が付いています。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。
00D1032D
説明: LOG READ が正常終了しませんでした。この要
求を実行依頼する実行ブロックが、指定したログ読み取
りカーソルをオープンできませんでした。入力要求はす
べて、カーソルをオープンした実行ブロックで実行依頼
しなければなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 内にエラー
があると思われる場合、問題の判別と報告については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照し
てください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、ログ読み取りカーソルはすべて、リカバリー・ログ
管理プログラムのストレージ・プールに入っています。
このプールのヘッダー・アドレスは LMBRCPHB のロ
グ管理プログラム・ブロック (LMB) にあります。 レジ
スター 5 は、この LMB をポイントしています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 16。

00D1032E
説明: 内部エラーのために、LOG READ が正常終了し
ませんでした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR103
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: LOGREC および SVC
ダンプの情報を調べてください。 LOG READ に無効な
パラメーター・リストが渡されました。エラーが検出さ
れたフィールド (RDPLOPT1) は、ログ管理プログラム
の 311 トレース項目でトレースされた 2 番目のワード
の第 3 バイトです。このトレース項目の RET フィー
ルドと MEPL から、ログ読み取り要求を出したモジュ
ールを判別することができます。この情報は両方とも、
障害の判別に役立ちます。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5。
00D1032F
説明: 指定された範囲の高位 RBA がログ・レコード
の RBA では有効でなかったために、LOG READ が失
敗しました。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR103
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。さ
らに、レジスター 6 には実行ブロック (EB) のアドレ
スが入っています。ログ読み取りカーソルはすべて、リ
カバリー・ログ管理プログラムのストレージ・プールに
第 38 章 DB2 コード
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入っています。このプールのヘッダー・アドレスは、
LMBRCPHB のログ管理プログラム・ブロック (LMB)
にあります。この LMB をレジスター 5 がポイント
し、DSNDLMB が記述します。
00D10330
説明: 読み取り用のログのクローズが失敗しました。こ
の要求を実行依頼する実行ブロックが、指定したログ読
み取りカーソルをオープンできませんでした。入力要求
はすべて、カーソルをオープンした実行ブロックで実行
依頼しなければなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR001
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。さ
らに、レジスター 6 には実行ブロック (EB) のアドレ
スが入っています。ログ読み取りカーソルはすべて、リ
カバリー・ログ管理プログラムのストレージ・プールに
入っています。このプールのヘッダー・アドレスは、
LMBRCPHB のログ管理プログラム・ブロック (LMB)
にあります。この LMB をレジスター 5 がポイント
し、DSNDLMB が記述します。
00D10331
説明: LINK RBA が LOG レコードの先頭を指してい
なかったために、LOG READ が失敗しました。これは
内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR103
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答:

1008

SYS1.LOGREC およ

び SVC ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。さ
らに、レジスター 6 には実行ブロック (EB) のアドレ
スが入っています。ログ読み取りカーソルはすべて、リ
カバリー・ログ管理プログラムのストレージ・プールに
入っています。このプールのヘッダー・アドレスは、
LMBRCPHB のログ管理プログラム・ブロック (LMB)
にあります。この LMB をレジスター 5 がポイント
し、DSNDLMB が記述します。
00D10332
説明: リンク RBA が、異なる URID をもつログ・レ
コードを指していたため、ログの読み取りが失敗しまし
た。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR103
システムの処置: レコードは SYS1.LOGREC に書き込
まれて、SVC DUMP が要求されます。この要求を出し
た実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: LRHLINK RBA を使
用してログを逆方向に読み取っているときに、異なる
URID をもつログ・レコードが見つかりました。ロール
バックまたは打ち切りを処理している場合には、リンク
読み取りは正常に行われます。この異常終了は、間違っ
たトランザクションのロールバックを防ぐために出され
るものです。これが打ち切り処理中に起こった場合は、
サブシステムは停止します。引き続いて、DB2 の再始
動でも異常終了が起こる場合は、条件付き再始動をし
て、無効なログ・レコードをバイパスする必要がありま
す。再始動時のログ障害のリカバリーと条件付き再始動
の結果として起こる矛盾の解決については、 DB2 ユニ
バーサル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管
理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 “リカバリー・
ログ管理プログラムの理由コード (X'D1')” に記載され
ています。さらに、レジスター 6 には実行ブロック
(EB) のアドレスが入っています。ログ読み取りカーソ
ルはすべて、リカバリー・ログ管理プログラムのストレ
ージ・プールに入っています。このプールのヘッダー・
アドレスは、LMBRCPHB のログ管理プログラム・ブロ
ック (LMB) にあります。この LMB は、レジスター 5
によってポイントされ、DSNDLMB マクロで記述され
ます。
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00D10333
00D10333
説明: リカバリーおよび据え置き再始動中にログ・レコ
ードを調べているときに、データ管理プログラムが内部
エラーを検出したため、ログの読み取りが失敗しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR103
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』 (X'D1') に記載されてい
ます。また、レジスターには次の診断情報が収められて
います。
レジスター 0: エラーが検出された CSECT
DSNILGRX 内の場所を示すデータ管理プログラム
ERQUAL
レジスター 2、3: エラー発生時に読み取られていた
ログ・レコードの RBA
レジスター 7: DSCF 選択ブロックのアドレス
レジスター 8: ssnmDBM1 の選択ブロックのアドレ
ス
00D10334
説明: LOGRBA 値が無効であるために、LOG READ
が失敗しました。要求された RBA をもつ
MODE=SEQUENTIAL DIRECT が、ログ・レコードの
開始と一致しません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答:

SYS1.LOGREC およ

び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は「リカバリー・ロ
グ管理プログラムの理由コード (X’D1’)」に記載されて
います。
00D10335
説明: MODE=SEQUENTIAL DIRECT の場合に、ログ
が昇順で読み取られないために、LOG READ が失敗し
ました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR003
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は「リカバリー・ロ
グ管理プログラムの理由コード (X’D1’)」に記載されて
います。
00D10340
説明: LOG READ が正常終了しませんでした。これ
は、リカバリー・ログ管理プログラム (RLM) サブコン
ポーネントの内部の論理障害を表しており、おそらく、
渡されたパラメーター・リストが失われたか、または以
前の LOG READ 要求の処理中に異常終了したため、障
害が起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR008
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
およびコンソール出力を含む、関連する診断資料をすべ
て集めてください。システム・プログラマーに通知して
ください。
システム・プログラマーの応答: LOGREC と SVC ダ
ンプから、以前に LOG READ 処理中に異常終了が起こ
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00D10341
っていないかを調べてください。 DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 5、
16。
00D10341
説明: ログ・レコードの正方向 READ 中にエラーが検
出されたために、 LOG READ が失敗しました。これは
内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR103
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。さ
らに、レジスター 6 には実行ブロック (EB) のアドレ
スが入っています。ログ読み取りカーソルはすべて、リ
カバリー・ログ管理プログラムのストレージ・プールに
入っています。このプールのヘッダー・アドレスは、
LMBRCPHB のログ管理プログラム・ブロック (LMB)
にあります。この LMB をレジスター 5 がポイント
し、DSNDLMB が記述します。
00D10342
説明: ログ・レコードの逆方向 READ 中にエラーが検
出されたために、 LOG READ が失敗しました。これは
内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR103
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答:

1010

び SVC ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。さ
らに、レジスター 6 には実行ブロック (EB) のアドレ
スが入っています。ログ読み取りカーソルはすべて、リ
カバリー・ログ管理プログラムのストレージ・プールに
入っています。このプールのヘッダー・アドレスは、
LMBRCPHB のログ管理プログラム・ブロック (LMB)
にあります。この LMB をレジスター 5 がポイント
し、DSNDLMB が記述します。
00D10343
説明: 無効な CI オフセットが原因で、ログ・レコード
の READ 中にエラーが検出されたために、 LOG
READ が失敗しました。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR103
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。さ
らに、レジスター 6 には実行ブロック (EB) のアドレ
スが入っています。ログ読み取りカーソルはすべて、リ
カバリー・ログ管理プログラムのストレージ・プールに
入っています。このプールのヘッダー・アドレスは、
LMBRCPHB のログ管理プログラム・ブロック (LMB)
にあります。この LMB をレジスター 5 がポイント
し、DSNDLMB が記述します。
00D10345
説明: アーカイブ・ログ・データ・セットを求める
CATALOG LOCATE 要求からエラーを受け取ったた
め、LOG READ が失敗しました。 要求したアーカイ
ブ・ログ・データ・セットは、アンカタログされるか、
削除されます。
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。

SYS1.LOGREC およ
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00D10347 • 00D10402
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC と、生成された
場合は SVC ダンプを集めてください。システム・プロ
グラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC と、
生成されている場合は、SVC ダンプを入手してくださ
い。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。

00D10349 を要求側に戻します。
システム・プログラマーの応答: 終了した機能がないか
どうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: 要求を出した機能は終了しています。同じア
ーカイブ・ログ・テープを割り当てようとしていた別の
機能がありました。現在の機能にアーカイブ・ログ・テ
ープが割り当てられていない状態になったら、終了した
機能を再び実行してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJR106

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

00D10347

00D10350

説明: 対等機能の 1 つに通知して、ログ・バッファー
の書き込みを強制しようとしましたが、失敗しました。

説明: アーカイブ・ログ・テープを割り当てようとし
て、ロックまたはアンロックに失敗しました。

システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D10347 を要求側の機能に戻します。

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求してから終了
します。

システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10348
説明: ログ RBA を読み取ろうとしているときに、再
試行の最大回数を超えました。
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: この問題が生じるのは、ログ・インベントリ
ー変更 (DSNJU003) を使用して、アーカイブ・ログを誤
った RBA 範囲で BSDS に追加した場合か、またはア
ーカイブ・ログ・データ・セットが後退したために、ロ
グ・データ・セットに BSDS にリストされている RBA
範囲が含まれなくなった場合です。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

システム・プログラマーの応答: これは内部 DB2 エラ
ーです。問題の識別と報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
00D10401
説明: BSDS の読み取りが要求されましたが、そのレコ
ードが見つかりませんでした。
システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D10401 を要求側の機能に戻します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10402
説明: BSDS の読み取りが要求されましたが、入力域が
小さすぎました。
システムの処置: DB2 は戻りコード 8 と理由コード
00D10402 を要求側に戻します。

00D10349
説明: アーカイブ・ログ・テープを割り振ろうとして、
デッドロックが生じました。
システムの処置:

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
コンソール出力を含む、関連する診断資料をすべて集め
てください。システム・プログラマーに通知してくださ
い。

DB2 は戻りコード 8 と理由コード

システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別:

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
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00D10403
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10403
説明: BSDS の更新が要求されましたが、そのレコード
が見つかりませんでした。
システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D10403 を要求している機能に戻します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

み、SVC ダンプを要求します。その後で、この実行単
位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
およびコンソール出力を含む、関連する診断資料をすべ
て集めてください。システム・プログラマーに通知して
ください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 5、
16。
00D10410

00D10404
説明: BSDS の挿入が要求されましたが、そのレコード
がすでに存在しています。
システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D10404 を要求した機能に戻します。

説明: READ BSDS RECORD が失敗に終わりました。
VSAM からエラーが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJB002

システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。

00D10405
説明: BSDS の削除が要求されましたが、そのレコード
は存在しません。
システムの処置: DB2 は戻りコード 4 と理由コード
00D10405 を要求側の機能に戻します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを参照して、問題の原因を判別してくだ
さい。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、VSAM RPL の RPLERRCD および RPLERREG フ
ィールドが、BSDS 要求パラメーター・リストに保管さ
れています。 BSDS 要求パラメーター・リストのアド
レスは、 (ブートストラップ・データ・セット・ブロッ
クのオフセット X'8' にある) BSDS 要求エレメント
(BSDSRQEL) フィールドに保管されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5、 16。

00D10406
説明: ブートストラップ・データ・セット・アクセス・
サービスが、無効な機能コードをもつ要求を受け取りま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJB001
システムの処置: これが条件付きでない要求である場
合、実行単位は、SYS1.LOGREC にレコードを書き込
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00D10411
説明: WRITE UPDATE BSDS RECORD が失敗に終わ
りました。 VSAM からエラーが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJB002
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
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後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。このメッセージの
「問題判別」の項の診断情報をもとに、問題の原因を突
き止めてください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、VSAM RPL の RPLERRCD および RPLERREG フ
ィールドが、BSDS 要求パラメーター・リストに保管さ
れています。 BSDS 要求パラメーター・リストのアド
レスは、(ブートストラップ・データ・セット・ブロック
のオフセット 8 にある) BSDS 要求エレメント
(BSDSRQEL) フィールドに保管されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5、 16。
00D10412
説明: WRITE INSERT BSDS RECORD が失敗に終わ
りました。 VSAM からエラーが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJB002
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。このメッセージの
「問題判別」の項の診断情報をもとに、問題の原因を突
き止めてください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、VSAM RPL の RPLERRCD および RPLERREG フ
ィールドが、BSDS 要求パラメーター・リストに保管さ
れています。 BSDS 要求パラメーター・リストのアド
レスは、(ブートストラップ・データ・セット・ブロック
のオフセット 8 にある) BSDS 要求エレメント
(BSDSRQEL) フィールドに保管されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5、 16。

00D10413
説明: DELETE BSDS RECORD が失敗に終わりまし
た。 VSAM からエラーが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJB002
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。このメッセージの
「問題判別」の項の診断情報をもとに、問題の原因を突
き止めてください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、VSAM RPL の RPLERRCD および RPLERREG フ
ィールドが、BSDS 要求パラメーター・リストに保管さ
れています。 BSDS 要求パラメーター・リストのアド
レスは、(ブートストラップ・データ・セット・ブロック
のオフセット 8 にある) BSDS 要求エレメント
(BSDSRQEL) フィールドに保管されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5、 16。
00D10414
説明: DB2 は、要求されたブートストラップ・デー
タ・セット (BSDS) のコピーを動的に割り当てることが
できません。
システムの処置: システムは BSDS を使用不能モード
にします。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: BSDS データ・セット
を復元し、 BSDS と関連のある DB2 サブシステムを
再始動してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNJB002
00D10415
説明: このブートストラップ・データ・セット (BSDS)
は、データ共用グループには、無効な BSDS です。
システムの処置:
にします。

システムは BSDS を使用不能モード
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ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: BSDS データ・セット
を復元し、 BSDS と関連のある DB2 サブシステムを
再始動してください。
問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。 DSNJB002
00D10416
説明: 対等機能の BSDS 処理が、非データ共用で要求
されました。
システムの処置: DB2 は戻りコード 8 と理由コード
00D10416 を要求側の機能に戻します。
システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: 対等機能の BSDS 要求は、非データ共用で
は行うことはできません。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。このメッセージの
「問題判別」の項の診断情報をもとに、問題の原因を突
き止めてください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、トレース項目 501 には、未定義の機能コードをも
つ LRB4 を渡したモジュールへの戻りアドレスが含ま
れています。この項目には、LRB4 のアドレスも含まれ
ています。このアドレスは、異常終了時のレジスター 7
にも入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。2、5。
00D10501
説明: リカバリー・ログ管理プログラムの共通アクセス
方式サービスに、正しくない機能コード (制御ブロック
DSPL の DSPLFUNC) が渡されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJDS05

00D10417

システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。

説明: ホスト BSDS に対等機能 BSDS 処理が要求さ
れました。

オペレーターの応答:
てください。

システムの処置: DB2 は戻りコード 8 と理由コード
00D10417 を要求側の機能に戻します。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。このメッセージの
「問題判別」の項の診断情報をもとに、問題の原因を突
き止めてください。

システム・プログラマーの応答: 関連しているエラーが
ないかどうか、DB2 コンソールを見直してください。
問題判別: ホスト BSDS に対等機能 BSDS 処理は、
要求できません。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10500

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJDS01
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
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問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
DSPL のアドレスはレジスター 3 に、無効な機能はレ
ジスター 4 に収められています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。2、5。
00D10700

説明: リカバリー・ログ管理プログラムの動的割り振り
機能に、正しくない機能コード (制御ブロック LRB4 の
LRB4FUNC) が渡されました。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーに通知し

説明: SETLOCK OBTAINから、エラー・コードが戻さ
れました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJM002
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。
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00D10701
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。このメッセージの
「問題判別」の項の診断情報をもとに、問題の原因を突
き止めてください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、SETLOCK OBTAIN からの戻りコードがレジスター
0 に入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。2、5。

と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: RLM の標準的な診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。
汎用レジスター 1 には、ログ・マネージャーに渡され
た TCS のアドレスが入っています。 GCPC プール・
ヘッダー・ブロック (PHB) のアドレスは汎用レジスタ
ー 2 に入っています。値 X'0036' は、R2 が示すアドレ
スに示されます。これら 2 つの項目がない場合は、実
行単位が誤って、DSNJC001 CSECT を呼び出しまし
た。

00D10701
説明: SETLOCK RELEASEから、エラーの完了コード
が戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNJM002
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求します。その
後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。このメッセージの
「問題判別」の項の診断情報をもとに、問題の原因を突
き止めてください。
問題判別: RLM の標準の診断情報は、 971 ページの
『第 38 章 X’D1......’ コード』に記載されています。ま
た、SETLOCK RELEASE からの戻りコードがレジスタ
ー 0 に入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。2、5。

00D10901
説明: DB2 は SCA からデータ共用メンバーを見つけ
ることに失敗しました。
システムの処置: これが条件付きの要求でない場合、実
行単位は、SYS1.LOGREC にレコードを書き込み、
SVC ダンプを要求してから終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
コンソール出力を含む、関連する診断資料をすべて集め
てください。
問題判別: この問題に関連する DSN7xxxx メッセージ
がないかどうか、DB2 システム・コンソールを見直し
てください。
この DB2 条件コードと共に出されたメッセージ
DSNJ700I がないかどうか、 DB2 システム・コンソー
ルを見直してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10902

00D10800
説明: 無効なトークン化コマンド・セグメント (TCS)
が、ログ管理プログラム・コマンド・プロセッサーに入
りました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNJC001
システムの処置: SYS1.LOGREC に診断レコードが書
き込まれ、SVC ダンプが要求されます。この要求を出
した実行単位は、異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC と SVC ダンプ
を集め、システム・プログラマーに知らせてください。
システム・プログラマーの応答: オペレーターから
SYS1.LOGREC および SVC ダンプを入手してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別

説明: 対等機能 BSDS の動的割り振りが失敗しまし
た。
システムの処置: これが条件付きの要求でない場合、実
行単位は、SYS1.LOGREC にレコードを書き込み、
SVC ダンプを要求してから終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
および対等機能とホストのコンソール出力を含む、関連
する診断資料をすべて集めてください。
問題判別: ホストと対等機能の両方の DB2 システム
で、対等機能の BSDS に関連して起こるエラーがない
かどうか、DB2 システム・コンソールを見直してくだ
さい。
この DB2 条件コードと共にメッセージ DSNJ103I と
DSNJ700I が出ていないかどうか、 DB2 システム・コ
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00D10903
ンソールを調べてください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10903
説明:

対等機能 BSDS のオープンに失敗しました。

問題判別: 対等機能の 2 つの BSDS システム・タイ
ム・スタンプか、対等機能の BSDS ログ・インベント
リー変更 (DSNJU003) タイム・スタンプ、またはその両
方が一致していません。対等機能のログ環境に変更があ
ったことが考えられます。これを解決するには、対等機
能 DB2 サブシステムで、どの BSDS にエラーが生じ
ているかを判別し、その BSDS をリカバリーさせま
す。

システムの処置: これが条件付きの要求でない場合、実
行単位は、SYS1.LOGREC にレコードを書き込み、
SVC ダンプを要求してから終了します。

この DB2 条件コードと共に出されたメッセージ
DSNJ700I がないかどうか、 DB2 システム・コンソー
ルを見直してください。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
コンソール出力を含む、関連する診断資料をすべて集め
てください。システム・プログラマーに通知してくださ
い。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

問題判別: この DB2 条件コードと共にメッセージ
DSNJ100I と DSNJ700I が出ていないかどうか、 DB2
システム・コンソールを見直してください。

00D10906

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10904
説明: 対等機能 BSDS に VSAM MRKBFR エラーが
生じました。
システムの処置: これが条件付きの要求でない場合、実
行単位は、SYS1.LOGREC にレコードを書き込み、
SVC ダンプを要求してから終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
コンソール出力を含む、関連する診断資料をすべて集め
てください。
問題判別: VSAM MRKBFR エラーは LRB1XRC に入
っています。
この DB2 条件コードと共に出されたメッセージ
DSNJ700I がないかどうか、 DB2 システム・コンソー
ルを見直してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10905
説明: 対等機能の 2 つの BSDS タイム・スタンプが一
致していません。
システムの処置: これが条件付きの要求でない場合、実
行単位は、SYS1.LOGREC にレコードを書き込み、
SVC ダンプを要求してから終了します。

1016

説明: ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) タイ
ム・スタンプが、対等機能 BSDS のシステム・タイ
ム・スタンプと一致しません。
システムの処置: これが条件付きの要求でない場合、実
行単位は、SYS1.LOGREC にレコードを書き込み、
SVC ダンプを要求してから終了します。
問題判別: 対等機能 DB2 サブシステムを最後に再始動
した後で、ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ジョ
ブが、対等機能 BSDS に実行されました。対等機能の
ログ環境に変更があったことが考えられます。対等機能
の DB2 サブシステムを再始動して、この条件をリセッ
トしてください。
この DB2 条件コードと共に出されたメッセージ
DSNJ700I がないかどうか、 DB2 システム・コンソー
ルを見直してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10907
説明: DB2 は、対等機能のアクティブ・ログ・デー
タ・セットを対等機能の BSDS から見つけることがで
きませんでした。
システムの処置: これが条件付きの要求でない場合、実
行単位は、SYS1.LOGREC にレコードを書き込み、
SVC ダンプを要求してから終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
およびコンソール出力を含めて、関連するすべての診断
資料を集めてください。
問題判別: 対等機能の BSDS に対してログ・マップ印
刷 (DSNJU004) ジョブを実行し、BSDS アクティブ・ロ

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D10908
グ項目と、既存の対等機能ログ・データ・セットを比較
してください。これらが一致していないことが考えられ
ます。
この DB2 条件コードと共に出されたメッセージ
DSNJ700I がないかどうか、 DB2 システム・コンソー
ルを見直してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

DSNJ700I がないかどうか、 DB2 システム・コンソー
ルを見直してください。
対等機能 BSDS は、非アクティブ・モードになってい
ます。この対等機能の BSDS にエラーが生じたため、
リカバリーする必要があるかもしれません。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10910

00D10908
説明: 対等機能のアクティブ・ログのオープンに失敗し
ました。
システムの処置: これが条件付きの要求でない場合、実
行単位は、SYS1.LOGREC にレコードを書き込み、
SVC ダンプを要求してから終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
および対等機能とホストのコンソール出力を含む、関連
する診断資料をすべて集めてください。
問題判別: ホストと対等機能 DB2 システムの両方の対
等機能のアクティブ・ログに関連して起こるエラーがな
いかについて、DB2 システム・コンソールを見直して
ください。
SVC ダンプがとられた場合は、VSAM CONNECT の戻
りコードが LRB1XRC にあります。
この DB2 条件コードと共に出されたメッセージ
DSNJ700I がないかどうか、 DB2 システム・コンソー
ルを見直してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

説明: BLDVRP/DLVRP マクロが BSDS バッファーで
失敗しました。
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込み、SVC ダンプを要求してから終了
します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
およびコンソール出力を含む、関連する診断資料をすべ
て集めてください。
問題判別: DB2 システム・コンソールを見直して、
BSDS に関連するエラーがないかを探してください。
VSAM 共用リソース・プールの BLDVRP/DLVRP マク
ロが、BSDS で失敗しました。汎用レジスター 2 に、
BLDVRP マクロの場合は値 1、または DLVRP マクロ
の場合は値 2 が入ります。マクロ戻りコードは、汎用
レジスター 3 に入っています。拡張の VSAM アプリ
ケーションについては、適切な VSAM 資料を参照して
ください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D10916

00D10909
説明: 対等機能 DB2 サブシステムにアクティブな
BSDS が見つかりません。
システムの処置: これが条件付きの要求でない場合、実
行単位は、SYS1.LOGREC にレコードを書き込み、
SVC ダンプを要求してから終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
対等およびホストのコンソール出力を含めて、関連する
すべての診断資料を集めてください。
問題判別: ホストと対等機能 DB2 システムの両方の対
等機能の BSDS に関連して起こるエラーがないか、
DB2 システム・コンソールを見直してください。
この DB2 条件コードと共に出されたメッセージ

説明: DB2 は、結合機構から共用連絡域 (SCA) 情報を
読み取ろうとしているときに、エラーを受け取りまし
た。
システムの処置: 標準の DB2 診断情報が
SYS1.LOGREC に記録され、SVC ダンプが要求されま
す。サブシステムは、同じ理由コードで終了します。
システム・プログラマーの応答: 結合機構の問題を訂正
し、DB2 を再始動してください。
問題判別: この問題と関連のある DSN7xxxx と
DSNJxxxx メッセージがないかどうか、 DB2 システ
ム・コンソールを見直してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。

第 38 章 DB2 コード
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00D10917
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00D10917
説明: DB2 は、結合機構に共用連絡域 (SCA) 情報を書
き込もうとしているときにエラーを受け取りました。
システムの処置: 標準の DB2 診断情報が
SYS1.LOGREC に記録され、SVC ダンプが要求されま
す。サブシステムは、同じ理由コードで終了します。
システム・プログラマーの応答: 結合機構の問題を訂正
し、DB2 を再始動してください。
問題判別: この問題と関連のある DSN7xxxx と
DSNJxxxx メッセージがないかどうか、 DB2 システ
ム・コンソールを見直してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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プを、すべて入手してください。

00D30000
説明: オペレーターが、要求側のロケーションにある接
続エージェントを取り消してダンプが要求されたか、あ
るいは、そのエージェントが、通信問題が発生している
可能性があることを示す理由コードを出して、異常終了
したかのいずれかです。いずれの場合でも、このロケー
ションのデータベース・アクセス・エージェントは異常
終了して、問題判別の補助となるダンプをとっていま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNLABRT
システムの処置:

このエージェントは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: この異常終了の結果、
集められる情報は、要求側のロケーションで集められる
情報と関係しています。 SYS1.LOGREC リストのコピ
ーと SVC ダンプを入手してください。要求側ロケーシ
ョン (ロケーション名はダンプ・ヘッダーから判断) の
システム・プログラマーに連絡をとり、これ以降の処置
を調整するようにしてください。
問題判別: この異常終了は、問題判別で役に立つと思わ
れる診断情報を保管するために開始されたものです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D30002
説明: 分散データ機能 (DDF) の標準 ESTAE と FRR
リカバリー・ルーチンが、不良リカバリー・エレメント
を検出しました。これは、DB2 の内部エラーです。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

00D30001
説明: DPS RALE が初期設定されませんでした。機能
リカバリー・ルーチン (FRR) のアンカーに定義されて
いる DPSB を指定して、 DSNLSPRR を呼び出しまし
た。 DPS RALE が初期設定された後に、DPSB は作成
されます。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D30003
説明: ESTAE 機能リカバリーを確立しているときに、
DB2 が障害を検出しました。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
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00D30004
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。 DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D30004

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。 SYS1.LOGREC リストのコピーと SVC
ダンプを入手してください。障害のある環境
(DB2、IMS、CICS、または TSO) を判別してくださ
い。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 分散データ機能 (DDF) モジュールが、異常
終了後にリカバリーを再試行しましたが、異常終了を出
した DDF 機能リカバリー・ルーチン (DSNLFRCV)
に、誤って制御権を戻しました。

説明: データベース・アクセス・エージェントが無効な
メッセージを受信しました。これは、DB2 の内部エラ
ーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

00D30008

DSNLABRT

DSNLPREP

DSNLRUSE

DSNLTMRR

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

説明: 分散トランザクション・マネージャー (DTM)
が、分散データ機能 (DDF) に RALE を割り振ることが
できません。これは、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLARAL DSNLTACC DSNLTMRA
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

00D30005

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

説明: DB2 リカバリーを再試行している過程で、DB2
が障害を検出しました。

00D30009

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLFRCV
システムの処置: DB2 は、SYS1.LOGREC レコードを
書き込んで SVC ダンプを要求した後に、異常終了しま
す。
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説明: データベース・アクセス・エージェントの割り振
り中に、 APLE を同時使用しようとしました。データ
ベース・アクセス・エージェントの割り振り時には、
APLE は 1 回しか使用できません。これは、DB2 の内
部エラーです。
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00D3000A
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTMRA

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。

00D3000B

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3000A
説明: DB2 が、DSNLTDSC マクロまたは分散トラン
ザクション・マネージャー (DTM) を呼び出しました。
DPSB 制御ブロックがないために、要求された機能を実
行できません。これは、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLBABR
DSNLTMIG

DSNLCMT1
DSNLTRNA

DSNLDALB

DSNLTGBK

システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。この実行単位は
異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC リス
トのコピーと SVC ダンプを入手してください。障害の
ある環境 (DB2、IMS、CICS、または TSO) を判別して
ください。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 異常終了したモジュールが呼び出されたとき
に、DB2 が、このエラーを検出しました。そして、
DDF エージェント・ローカル・アンカー・ブロック
(DPSB) の存在を DDF RALE または ACE が示してい
ないと判断しました。

説明: 分散トランザクション・マネージャー (DTM) の
機能の 1 つが呼び出され、機能リカバリー環境を確立
しようとする試みが行われました。作成された機能リカ
バリー・エレメント (FRE) は、DPSB にアンカーされ
ている FRE チェーンの最初の FRE ではありませんで
した。これは、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは以下の CSECT によって出さ
れます。 DSNLAGNT、DSNLCMT1
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3000C
説明: 応答側システムから受けとった応答メッセージの
ロケーション名が、要求メッセージを送った先のロケー
ション名と一致しません。これは、DB2 の内部エラー
です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLCMT1
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
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00D3000D
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3000F

00D3000D
説明: サイト 'A' で開始した、アプリケーション指示
アクセスを使用する要求が、サイト 'A' に保管されてい
るサイト 'B' のオブジェクトを参照しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNLTMIG
システムの処置: このアプリケーション・ステートメン
トは処理されません。
ユーザーの処置: アプリケーションをコーディングし直
して、ローカル DB2 に保管されているオブジェクトに
結び付くリモート・サーバーでの別名参照を取り除いて
ください。ローカル・システムに保管されているオブジ
ェクトは、ローカル名を使用して参照しなければなりま
せん。

説明: DB2 リソース・マネージャーが、リソース・マ
ネージャーのリストに項目を追加しようとしましたが、
この項目はすでにあります。このリストには、リモー
ト・システムでのデータベース・アクセス・エージェン
トの割り振りに参加することができる、リソース・マネ
ージャーの名前が入っています。これは、DB2 エラー
です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLADRA
システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。この実行単位は
異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

問題判別: 必要に応じて、ローカル・システムおよびリ
モート・サーバー・ロケーションにいるデータベース管
理者に連絡してください。リモート
SYSIBM.SYSTABLES カタログ表を調べ、循環方式で参
照されている、このロケーションにあるオブジェクトを
判別してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC リス
トのコピーと SVC ダンプを入手してください。障害の
ある環境 (DB2、IMS、CICS、または TSO) を判別して
ください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

00D3000E

問題判別: この機能を間違って呼び出したモジュール
は、DSNLADRA も呼び出しています。

説明: 更新要求が指定のロケーションに送信されたかど
うかを確認する DSNLFTMB マクロが呼び出されました
が、トランザクションがまだそのロケーションにマイグ
レーションされていません。これは、DB2 の内部エラ
ーです。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
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1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00D30010
説明: DB2 リソース・マネージャーが、あるリソー
ス・マネージャーを削除しようとしましたが、そのリソ
ース・マネージャーは、リモート・システムのデータベ
ース・アクセス・エージェントの割り振りに参加するリ
ソース・マネージャーのリストに入っていません。これ
は、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLADRA
システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。この実行単位は
異常終了します。
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00D30011
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC リス
トのコピーと SVC ダンプを入手してください。障害の
ある環境 (DB2、IMS、CICS、または TSO) を判別して
ください。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC リス
トのコピーと SVC ダンプを入手してください。障害の
ある環境 (DB2、IMS、CICS、または TSO) を判別して
ください。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

問題判別: この機能を間違って呼び出したモジュール
は、DSNLADRA も呼び出しています。

問題判別: この RALE は別のリソース・マネージャー
によってすでに確保されているため、使用不能です。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00D30011

00D30013

説明: リモート・システムのデータベース・アクセス・
エージェントの割り振りに参加できるリソース・マネー
ジャーの数は限られています。現在すでにその上限に達
しており、増やすことはできません。これは、DB2 の
内部エラーです。

説明: DB2 初期設定パラメーター・モジュールの機能
セクション (DSN6FAC) が存在していません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLSSRW

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLADRA

システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。分散データ機能
は終了します。

システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。この実行単位は
異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: これは、おそらくイン
ストール・エラーです。使用した DSNZPARM モジュ
ールのリストを入手してください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC リス
トのコピーと SVC ダンプを入手してください。障害の
ある環境 (DB2、IMS、CICS、または TSO) を判別して
ください。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00D30012
説明: リモート・システムでのデータベース・アクセ
ス・エージェントの割り振りで使用するために、 2 つ
以上のリソース・マネージャーが同じ RALE を確保し
ようとしました。これは、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNLTMIG
システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。この実行単位は
異常終了します。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: DSN6FAC が正しくインストールされている
ことを確認してください。
00D30014
説明: 分散トランザクション・マネージャー (DTM) が
内部エラーを検出しました。これは、DB2 の内部エラ
ーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLATRN
DSNLEDPE
DSNLSSAB
DSNLTCM1
DSNLMTOK

DSNLBABR
DSNLEDTS
DSNLSSBP
DSNLTEXC
DSNLTMRA

DSNLCMT1
DSNLITRC
DSNLSSRC
DSNLTGBK

DSNLEDDA
DSNLPREP
DSNLTAC1
DSNLTXAC

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
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00D30015
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D30015
説明: DB2 初期設定パラメーター・モジュールの機能
セクション (DSN6FAC) が無効です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLSSRW
システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。分散データ機能
(DDF) は終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、おそらくイン
ストール・エラーです。使用した DSNZPARM モジュ
ールのリストを入手してください。
問題判別: DSN6FAC が正しくインストールされている
ことを確認してください。

説明: 接続エージェントが無効な応答を受信しました。
これは、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLCMT1
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
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問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D30018
説明: 異常終了が発生したシステムにはエージェントが
存在していますが、別のサイトにあるはずのエージェン
トが、そのサイトに存在してしません。これは、おそら
く DB2 の内部エラーです。
システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。この実行単位は
異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC リス
トのコピーと SVC ダンプを入手してください。障害の
ある環境 (DB2、IMS、CICS、または TSO) を判別して
ください。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 分散データ機能 (DDF) エラー・モニター
が、このエラーを検出します。このエラー・モニター
は、存在していないエージェントが処置をとるのを待機
しているエージェントを終了させます。異常終了を出し
たモジュールが、存在していないエージェントが処置を
とるのを待っていたモジュールです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00D30016

オペレーターの応答:
てください。

プを、すべて入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

00D30019
説明: 分散データ機能 (DDF) エラー・モニターが、別
のシステムで検出したエラーが原因で、このシステムの
エージェントがキャンセルされました。これは、おそら
く DB2 の内部エラーです。
システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。この実行単位は
異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC リス
トのコピーと SVC ダンプを入手してください。障害の
ある環境 (DB2、IMS、CICS、または TSO) を判別して
ください。問題の識別および報告については、 DB2
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00D3001A
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

00D3001B

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: リモート・システムからのデータベース・アクセ
ス要求が失敗しました。これは、SYSIBM.USERNAMES
表にインバウンド行が含まれていなかったにもかかわら
ず、TYPE 列が、リモート 1 次許可 ID に DB2 許可
ID を使用することを記述する 'I' として指定されていた
ためです。 SYSIBM.LUNAMES の USERNAMES 列
に、インバウンド名変換を必要とする 'I' または 'B' を
指定する場合は、 SYSIBM.USERNAMES 表に、LU か
らの各リモート許可 ID にどの DB2 許可 ID を使用す
るかを記述する項目を含めなければなりません。

00D3001A

この異常終了理由コードは次の CSECT によって出され
ます。 DSNLTACC、DSNLTMRA

問題判別: このエラーは、DDF エラー・モニターが検
出しました。このエージェントが接続されていて、この
エージェントが待機している別のシステムでエラーが検
出されたため、DDF エラー・モニターが、このエージ
ェントを終了させました。処置を他のシステムでとるた
めに待機していて、延期されたモジュールが、異常終了
を出したモジュールです。

説明: 分散スレッドを指定した CANCEL THREAD ま
たは CANCEL DDF THREAD コマンドが原因で、その
スレッドが終了しました。 CANCEL コマンドの
DUMP キーワードの結果として、診断用のダンプが提
供されます。
システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。この実行単位は
異常終了します。キャンセルした分散スレッドが接続ス
レッドである場合には、 DB2 は、各サーバー・システ
ムの関連するデータベース・アクセス・スレッドのキャ
ンセルを要求します (00D30000 の「説明」の項を参照
してください)。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 処理が全くされず、ス
レッドを続行することができない状態になっていたスレ
ッドを終了させるために、このコマンドを使用した可能
性があります。
DB2 の内部エラーであると思われる場合は、
SYS1.LOGREC リストのコピーおよび SVC ダンプを入
手してください。障害のある環境 (DB2、IMS、CICS、
または TSO) を判別してください。問題の識別および報
告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の
第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、 2、
5。
何らかの処置がとられるのを待っている間にサスペンド
されたモジュールが、異常終了を出したモジュールで
す。

システムの処置: DSNL030I メッセージが、サーバー側
で出されます。データベース・アクセス・エージェント
は割り振られません。
オペレーターの応答: 通信データベース管理者に通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID とは異なるリモート許可 ID を使用しようとして
いる場合は、可能な各リモート許可 ID に使用される
DB2 許可 ID を正しく指定する行が
SYSIBM.USERNAMES 表に含まれているかどうかを検
査してください。
問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。
00D3001C
説明: リモート・システムからのデータベース・アクセ
ス要求が失敗しました。これは、SYSIBM.USERNAMES
表にインバウンド行がなかったにもかかわらず、 TYPE
列が、リモート新規ユーザーの 1 次許可 ID に DB2
許可 ID を使用することを記述する、'I' として指定され
ていたためです。 SYSIBM.LUNAMES の
USERNAMES 列に、インバウンド名変換を必要とする
'I' または 'B' を指定する場合は、SYSIBM.USERNAMES
表に、LU からの各リモート許可 ID にどの DB2 許可
ID を使用するかを記述する項目を含めなければなりま
せん。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLRUSE、DSNLTEXC
システムの処置: DSNL030I メッセージが、サーバー側
で出されます。データベース・アクセス・エージェント
は割り振られません。
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00D3001D
オペレーターの応答:
てください。

通信データベース管理者に通知し

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID とは異なるリモート許可 ID を使用しようとする
場合は、可能な各リモート許可 ID に使用される DB2
許可 ID を正しく指定する行が SYSIBM.USERNAMES
表に含まれているかどうかを検査してください。
問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNLTMIN
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DDF は終了しま
す。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、おそらくイン
ストール・エラーです。使用した DSNZPARM モジュ
ールのリストを入手してください。
問題判別: DSN6SYSP が正しくインストールされてい
ることを確認してください。

00D3001D
説明: リモート・システムからのデータベース・アクセ
ス要求が失敗しました。これは、SYSIBM.USERNAMES
表にインバウンド行が含まれていないにもかかわらず、
TYPE 列が、リモート・プラン所有者の許可 ID に
DB2 許可 ID を使用することを記述する 'I' として指定
されていたためです。 SYSIBM.LUNAMES の
USERNAMES 列に、インバウンド名変換を必要とする
'I' または 'B' を指定する場合は、
SYSIBM.USERNAMES 表に、LU からの各リモート許
可 ID にどの DB2 許可 ID を使用するかを記述する項
目を含めなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLTMRA
システムの処置: DSNL030I メッセージが、サーバー側
で出されます。データベース・アクセス・エージェント
は割り振られません。
オペレーターの応答:
てください。

通信データベース管理者に通知し

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID とは異なるリモート許可 ID を使用しようとする
場合は、可能な各リモート許可 ID に使用される DB2
許可 ID を正しく指定する行が SYSIBM.USERNAMES
表に含まれているかどうかを検査してください。
問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。
00D3001E
説明: DB2 インストール・パラメーター・モジュール
に SYSTEM PARAMETER セクション (DSN6SYSP) が
ありません。
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00D3001F
説明: リモート・サーバーから受信した ACCRDBRM
は、互換性のないサーバーを示しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNLTAC1
システムの処置: DDM ACCRDBRM 応答内でリモー
ト・サーバーから戻された TYPDEFNAM または
TYPDEFOVR の値は、ローカル DB2 ではサポートでき
ないデータ・タイプまたはコード・ページ変換、あるい
はその両方を必要とします。 ローカル DB2 はリモー
ト・サーバーとの会話を切断しました。 DB2 は、SVC
ダンプも SYS1.LOGREC レコードも要求しません。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。問題を訂正した後で、アプリケーションを呼び
出してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。リモート・ロケーションにいるシ
ステム・プログラマーに、リモート・サーバーが利用不
能であることを通知してください。
問題判別: SQLCODE -30041 メッセージ・テキストを
調べて、アクセス中のサーバーを判別してください。
ACCRDB コマンドの DDM 資料と ACCRDBRM 応答
メッセージも参照してください。
00D30020
説明: リモート・サーバーでの CONNECT ステートメ
ントの処理が失敗しました。これは、ローカル DB2 か
らリモート・サーバーに送信された分散リレーショナ
ル・データベース・アーキテクチャー (DRDA) の
EXCSAT コマンドで、受け入れ可能な CONNECT 情報
が伝達されなかったからです。
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00D30021
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLTEXC

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLTACC

システムの処置: リモート・サーバーのデータベース・
アクセス・エージェント (DBAA) は、問題の特質を示
す DRDA 応答メッセージ (たとえば、MGRLVLRM)
を、ローカル DB2 に送信します。上記の理由コード
は、応答メッセージのサーバー診断区域に送られます。
DBAA は、ローカル DB2 からのその後の DRDA コマ
ンドを待ちます。

システムの処置: リモート・サーバーのデータベース・
アクセス・エージェント (DBAA) は、問題の特質を示
す DRDA 応答メッセージ (たとえば、VALNSPRM)
を、ローカル DB2 に送ります。上記の理由コードは、
応答メッセージのサーバー診断区域に送られます。
DBAA は、ローカル DB2 からのその後の DRDA コマ
ンドを待ちます。

ユーザーの処置: CONNECT ステートメントに応答し
て戻された SQLCA は、リモート・サーバーからどのよ
うな DRDA 応答メッセージが送信されたかを示しま
す。ユーザーはローカル DB2 システム管理者に、この
情報を連絡してください。

ユーザーの処置: CONNECT ステートメントに応答し
て戻された SQLCA は、リモート・サーバーからどのよ
うな DRDA 応答メッセージが送信されたかを示しま
す。ユーザーはローカル DB2 システム管理者に、この
情報を連絡してください。

オペレーターの応答:
ません。

オペレーターの応答: オペレーターはこの問題に気付き
ません。

オペレーターはこの問題に気付き

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

問題判別: これは、ローカル DB2 とリモート・サーバ
ーの間で DRDA 構成の不一致があることを表していま
す。不一致については、リモート・サーバーからローカ
ル DB2 に送信された応答メッセージから正確に判別で
きます。 CONNECT ステートメントに戻された
SQLCODE と SQLCA トークンを調べると、応答メッ
セージを判別することができます。

問題判別: これは、ローカル DB2 とリモート・サーバ
ーの間で DRDA 構成の不一致があることを表していま
す。不一致については、DB2 リモート・サーバーから
ローカル DB2 に送信された応答メッセージから正確に
判別できます。 CONNECT ステートメントに戻された
SQLCODE と SQLCA トークンを調べると、応答メッ
セージを判別することができます。以下の問題 (これら
に限定されることはありません) のいずれかを示すこと
もあります。

リモート・サーバーおよびローカル DB2 システム管理
者は相互に連絡を取り、これがシステム構成エラーであ
るか、あるいはローカル DB2 またはリモート・サーバ
ーのいずれかに内部エラーが存在するかどうかを判別す
る必要があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
以下のローカル DB2 診断項目を集めてください。
v アプリケーション・ソース・コードおよび実行時リス
ト。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
00D30021
説明: DB2 リモート・サーバーでの CONNECT ステ
ートメントの処理が失敗しました。これは、ローカル
DB2 からリモート・サーバーに送信された分散リレー
ショナル・データベース・アーキテクチャー (DRDA)
の ACCRDB コマンドで、受け入れ可能な CONNECT
情報が伝達されなかったからです。

v ACCRDB コマンドを受け取る前に、EXCSAT コマン
ドが正常に処理されていない。
v ACCRDB コマンドの TYPDEFNAM パラメーター
(ローカル DB2 データ・タイプを指定します) はサポ
ートされていない。
v ACCRDB コマンドの TYPDEFOVR パラメーター
(ローカル DB2 CCSID を指定します) がサポートさ
れていない。
v ローカル DB2 プロダクトが、リモート・サーバーに
よって識別 / サポートされていない。
この 2 つのロケーションのシステム管理者は互いに連
絡を取って、これがシステム構成エラーなのか、または
どちらかのロケーションで内部エラーが発生しているの
かを判別する必要があります。
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
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00D30022 • 00D3002E
v 障害が発生した時点の前後に渡る、このジョブが実行
されていたシステムのコンソール出力と SYSLOG デ
ータ・セットのリスト。
v IFCEREP1 を実行して得られる SYS1.LOGREC デー
タ・セットのリスト。
v システム CCSID。
ローカル DB2 で以下の診断項目を集めてください。
v アプリケーション・ソース・コードおよび実行時リス
ト。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ。
v システム CCSID。

説明: リモート・サーバーが正常に接続されませんでし
た。 SYSIBM.USERNAMES 表に外部向けのための (ア
ウトバウンド) 行がないにもかかわらず、 TYPE 列が、
プラン所有者の DB2 許可 ID にリモート許可 ID を使
用することを記述する、'O' が指定されていたためで
す。外部向けのための (アウトバウンド) 名前変換を必
要とする 'O' または 'B' を、SYSIBM.LUNAMES の
USERNAMES 列に指定する場合は、
SYSIBM.USERNAMES の表に、リモート許可 ID を記
述する項目を指定して、 LU と通信する DB2 許可 ID
で使用できるようにしておかなければなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTXAC、DSNLTMIG

00D30022
説明: リモート・サーバーでの CONNECT ステートメ
ントの処理が失敗し、ローカル DB2 のデータベース・
アクセス・エージェント (DBAA) が異常終了しまし
た。これは、許可検査がリモート・サーバー側で失敗し
たためです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTACC、DSNLTEXC
システムの処置: ローカル DB2 との会話は、LU6.2
SNA センス・コードでリモート・サーバーが終了させ
ます。 DBAA は異常終了します。 DSNL030I メッセー
ジがリモート・サーバーの MVS コンソールに書き込ま
れ、警報が生成されます。
オペレーターの応答:
てください。

00D3002D

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: ユーザーがリモート・サーバーで実行するた
めの適切な権限をもっていないか、あるいはローカル
DB2 とリモート・サーバーの間でセキュリティー構成
上の不一致があるかのいずれかです。 DSNL030I メッ
セージまたは警報を調べ、障害を説明するさらに明確な
理由コードを入手してください。必要に応じて、両方の
システム管理者に連絡をとり、問題を修正してくださ
い。この異常終了についてのダンプは生成されません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

システムの処置: 「リソース利用不能」がアプリケーシ
ョンに戻されます。 要求はリモート・システムには送
られません。
オペレーターの応答:
てください。

通信データベース管理者に通知し

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID とは別のリモート許可 ID を使用する場合は、
DB2 許可 ID に使用できるリモート許可 ID を正しく
指定する行が、 SYSIBM.USERNAMES 表の行に含まれ
ていることを確認してください。
問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。
00D3002E
説明: 再同期の際に、存在するはずの再同期リスト項目
が存在しません。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLTRLA
DSNLTRRH

DSNLTRLO

DSNLTRPA

DSNLTRPN

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー

1028

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D3002F
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。

まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00D3002F

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。

説明: 再同期の際に、認識できない機能要求が検出され
ました。これは内部エラーです。

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

DSNLTRD

DSNLTRE

DSNLTRLS

DSNLTRTR
00D30031

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTRLO、DSNLTRVS
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

00D30030
説明: このシステムは、再同期の間は調整対象または参
加対象とは見なされません。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLTRE

説明: 再同期の際に、認識されていない 2 フェーズの
COMMIT プロトコルが使用されています。これは内部
エラーです。

DSNLTRLO

システムの処置:

DSNLTRPV

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

DSNLTRVS

SYS1.LOGREC にレコードが書き込
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00D30032
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

00D30032
説明: このシステムは、再同期の起動側または受信側と
は見なされません。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLTRCN
DSNLTRPN

DSNLTRLA

DSNLTRLN

DSNLTRPA

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D30033
説明: このシステムは、誤って再同期のイニシエーター
になっています。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTRPN
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
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問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D30034
説明: 再同期の際の INDOUBT 再同期リスト項目が、
正しい関連構造をもっていません。これは内部エラーで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTRPA、DSNLTRPN
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D30035
説明: 再同期の際に、解決済み作業単位が、まだそれに
関連する内部構造をもっています。これは内部エラーで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTRPA、DSNLTRPN
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
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い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D30036
説明: 再同期中に、調整プログラムまたは参加プログラ
ムのいずれかに無効な状況が存在するのを、検出しまし
た。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLTRCA
DSNLTRLO

DSNLTRCN
DSNLTRPA

DSNLTRLA
DSNLTRPN

DSNLTRLN
DSNLTRRA

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D30038
説明: -DISPLAY THREAD に必要なストレージ容量の
ためのストレージ計算が無効です。これは内部エラーで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTDTI
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

00D30037
説明: 再同期の際に、再同期リスト・ラッチが誤ってま
だ保持されたままになっています。これは内部エラーで
す。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTRTR
システムの処置:

SYS1.LOGREC にレコードが書き込
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00D30039
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

00D30039
説明:

再同期会話が無効です。これは内部エラーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTRVR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3003B
説明: DB2 始動パラメーター・モジュール (通常は
DSNZPARM) のタイムアウト値を超えたため、分散スレ
ッドが取り消されました。この値は DSNTIPR インスト
ール・パネルの IDLE THREAD TIMEOUT 値、または
DSN6FAC マクロの IDTHTOIN 値に指定され、DB2 始
動パラメーター・モジュールを作成するのに使用されま
す。
システムの処置: この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: サーバー・スレッドが
DB2 リソースを保持中で、リクエスター・アプリケー
ションは DB2 サーバー・スレッドに期間の延長を要求
しませんでした。他のスレッドに影響する可能性のある
リソースを解放するために、サーバー・スレッドは終了
します。
ほとんどの場合、原因は以下のいずれかです。

00D3003A
説明: 再同期の際に、エラーが発生しました。 これは
内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLTRCA
DSNLTRLN
DSNLTRRA

DSNLTRCN
DSNLTRPA

DSNLTRE
DSNLTRPN

DSNLTRLA
DSNLTRPV

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べ、異常終了しているエー
ジェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。
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v DSNTIPR インストール・パネルの DDF THREADS
フィールドに ACTIVE スレッド・オプションが指定
されたが、リクエスター・アプリケーションまたはそ
のユーザーが DB2 サーバーに期間を延長するように
要求しなかった場合。これは、エンド・ユーザーが長
い間不在になったときに生じます。結果として、サー
バー・スレッドはタイムアウト値のために取り消しの
状態にある可能性があります。
リクエスター・アプリケーションが、指定された時間
内に DB2 サーバーに要求を出さなかった理由を判別
します。アプリケーションの設計または使用上、さら
に時間が必要である場合は、 IDLE THREAD
TIMEOUT 値を増やすか、またはゼロに設定して、機
能を非活動化させます。
v DSNTIPR インストール・パネルの DDF THREADS
フィールドに INACTIVE スレッド・オプションが指
定され、リクエスター・アプリケーションまたはその
ユーザーが以下の状態にある場合。
– 延長休止期間前にコミットできなかった (エンド・
ユーザーの不在など)。
– 延長休止期間前にコミットを行ったが、他の条件の
ためにデータベース・リソースが握られたままにな
っている。
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00D300F1 • 00D300F3
結果として、サーバー・スレッドを非アクティブ状態
に移動できず、タイムアウト値のために取り消しの状
態にある可能性があります。
サーバー・スレッドが非アクティブ状態に移動しなか
った理由を判別してください。アクティブなスレッド
と非アクティブなスレッドに関する詳細については、
DB2 インストレーション・ガイド の第 2 部にある
″DB2 の計画とインストール″ の DSNTIPR インスト
ール・パネルの DDF THREADS オプションの説明を
参照してください。 アプリケーションの設計または
使用上、さらに時間が必要である場合は、 IDLE
THREAD TIMEOUT 値を増やすか、またはゼロに設
定して、機能を非活動化させます。
問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。 DSNLBABR
00D300F1
説明: DSNLTOKS マクロを CHECK_SQLCODE キー
ワードを使用して呼び出し、 DTMF ブロックからエラ
ー情報を取り出そうとしましたが、 DTMF ブロックが
初期設定されていないか、または負以外の SQL 戻りコ
ードを含んでいるかのいずれかです。これは、DB2 の
内部エラーです。
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。実行単位は異常終了
します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコ
ピーを入手してください。障害のある環境
(DB2、IMS、CICS、または TSO) を判別してくださ
い。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 機能を呼び出したモジュールの名前が、異常
終了したモジュール名として示されます。これはエラー
を起こしているモジュールではありません。以前に失敗
したモジュールが、DTMF ブロックにエラー情報を入れ
ていません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00D300F2
説明: リモート・サーバーから受信した EXCSATRD
応答が、サーバーが互換性のないことを示しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTEX1

システムの処置: EXCSATRD 応答でローカル DB2 か
ら管理プログラム・レベルが戻されましたが、このレベ
ルが低いため、ローカル DB2 をサポートできません。
ローカル DB2 はリモート・サーバーとの会話を切断し
ました。 DB2 は、SVC ダンプも SYS1.LOGREC レコ
ードの書き出しも要求しません。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。問題を訂正した後で、アプリケーションを呼び
出してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。リモート・ロケーションのシステ
ム・プログラマーに、リモート・サーバーが使用不能で
あることを通知してください。
問題判別: SQLCODE -30041 のメッセージ・テキスト
をチェックして、アクセス中のサーバーを判別してくだ
さい。 EXCSAT コマンドの DDM 資料を参照してくだ
さい。
00D300F3
説明: リモート・サーバーが正常に接続されませんでし
た。 SYSIBM.USERNAMES 表に外部向けのための (ア
ウトバウンド) 行が含まれていなかったにもかかわら
ず、 TYPE 列が、新規ユーザーの 1 次 DB2 許可 ID
にリモート許可 ID を使用することを記述する 'O' とし
て指定されていたためです。外部向けのための (アウト
バウンド) 名前変換を必要とする 'O' または 'B' を、
SYSIBM.LUNAMES の USERNAMES 列に指定する場
合は、SYSIBM.USERNAMES の表に、リモート許可 ID
を記述する項目を指定して、 LU と通信する DB2 許可
ID で使用できるようにしておかなければなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTMIG、DSNLTXAC
システムの処置: 「リソース利用不能」がアプリケーシ
ョンに戻されます。 要求はリモート・システムには送
られません。
オペレーターの応答: 通信データベース管理者に通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID とは別のリモート許可 ID を使用する場合は、
DB2 許可 ID に使用できるリモート許可 ID を正しく
指定する行が、 SYSIBM.USERNAMES 表の行に含まれ
ていることを確認してください。
問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
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00D300F4
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。
00D300F4
説明: DRDA プロトコル・エラーが発生しました。応
答チェーンが壊れたが、チェーンを壊すのに十分な、高
い重大度をもつ DDM 応答がないか、あるいは重大度コ
ードが高いにもかかわらず、メッセージ・チェーンが壊
れなかったか、あるいは利用可能なはずの会話が終了し
たか、のいずれかです。この問題は、DB2 で検出され
たものですが、リモート・サーバーで発生したと思われ
ます。サーバーが、DB2 サブシステムでない可能性が
あります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLBABR
DSNLTXAC

DSNLCMT1

DSNLTAC1

DSNLTEX1

システムの処置: この理由コードがアプリケーションに
戻されます。要求メッセージはリモート・システムに送
信された可能性がありますが、結果は不明です。
DSNL031I メッセージがコンソールに書き出されている
場合もあります。詳細については、このメッセージの説
明を参照してください。この理由コードが SQL
'COMMIT' ステートメントに対して戻された場合は、作
業単位を手作業でリカバリーする必要があるかどうかを
判断してください。
オペレーターの応答: リモート・サーバーのオペレータ
ーまたはシステム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: サーバーのプロダク
ト・タイプを判別してください。 DISPLAY THREAD
コマンドを使用できます。サーバーのプロダクトに関す
る診断のお勧めを参照してください。サーバー DBMS
が DB2 である場合、IBM の担当者に連絡をとって、問
題を報告し、APAR を開いてください。
問題判別: この問題は、リモート・サーバーから発生し
たものです。サーバー DBMS プロダクト (DB2 でない
可能性があります) に関する診断勧告に従ってくださ
い。
00D300F5
説明:

DDM コマンド・チェーンは使用中です。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLTXAC
システムの処置: DTM モジュールは戻りコード=4 を
出して、呼び出し側に戻ります。
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00D300F6
説明: 接続、コミット、または打ち切りの操作中に、有
効だが予期されなかった DDM 応答をリモート・サーバ
ーから受け取りました。接続の場合、予期される DDM
応答は、EXCSATRD (EXCSAT コマンドの場合) または
ACCRDBRM (ACCRDB コマンドの場合) です。コミッ
トまたは打ち切りの場合、予期される DDM 応答は
ENDUOWRM です。 (コミットの場合の DDM コマン
ドは RDBCMM です。 ロールバックの場合は
RDBRLLBCK です)。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLBABR

DSNLCMT1

DSNLTAC1

DSNLTEX1

システムの処置: ローカル DB2 がリモート・サーバー
にアクセスしようとし、サーバーが予期しなかった
DDM 返答で応答しました。 リモート・サーバーは永続
的な損傷を被ったおそれがあります。ローカル DB2
は、その後、サーバーとの会話を切断する場合と切断し
ない場合があります。これは、内部専用の DDF 理由コ
ードです。ローカル DB2 は、SVC ダンプも
SYS1.LOGREC レコードも要求しません。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマーの応答: SQLCA を見ることが
できれば、SQLCA のすべてのフィールドを調べてくだ
さい。この情報を使用して、どのような DDM 応答を受
け取ったかを判別してみてください。この情報をサーバ
ー側のシステム・プログラマーに連絡してください。こ
れは DB2 のエラーである可能性もありますが、おそら
く、サーバー・データベース・システムのプログラミン
グ・エラーです。サーバー・データベース・システム
で、この問題についての診断情報を記録しているかもし
れません。これが DB2 のエラーである場合には、
APAR を作成してください。
問題判別: SQLCA の SQL 戻りコードを調べてくださ
い。これにより、実際の原因についてさらに詳しい説明
が得られます。
00D300F7
説明: DDM 応答メッセージが大きすぎて、DTM の応
答バッファーに収まりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLBABR
DSNLTXAC

DSNLCMT1
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DSNLTAC1

DSNLTEX1

00D300F8
システムの処置: この要求を出した接続エージェントは
終了します。 SYS1.LOGREC レコードが書き込まれ、
SVC ダンプがローカル DB2 側で要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: このエラーは起きてはならないエラーです。
APAR を作成してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00D300F8

#
#
#
#
#

説明: 制限付きアクセス・モードで始動されたリモー
ト・ロケーションのデータに、アクセスしようとしまし
た。 DB2 システムが制限付きアクセス・モードで開始
された場合、インバウンドまたはアウトバウンドのリモ
ート・アクセスは許されません。

# システムの処置: リモート・アクセスは許されません。
オペレーターの応答:
てください。

モート・システムからこのシステムにアクセスすること
が必要な場合は、 ZPARM の MAXDBAT パラメータ
ーを、必要なデータベース・アクセス・エージェントの
最大数に変えてください。サーバー側で DB2 を再始動
させてください。ユーザーにアプリケーションを再実行
するように、連絡してください。
00D300FA
説明: ユーザーが、ISOLATION (RR) を指定している
プランに対して COMMIT ステートメントを試みました
が、ローカル・システムまたはリモート・システムのい
ずれかで更新操作が実行されています。 反復可能読み
取り操作がすでに実行されているリモート・システムに
対しては COMMIT 要求を転送できないため、この
COMMIT 操作を実行することはできません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLCMT1
システムの処置:
す。

更新操作はすべてバックアウトされま

システム・プログラマーの応答: COMMIT が失敗した
理由を調べてから、アプリケーションを再試行してくだ
さい。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: リモート・データ・ア
クセスが試みられたリモート・ロケーションがどこであ
るかを調べてください。そのリモート・ロケーション、
またはローカル DB2 (あるいはその両方) が全アクセ
ス・モードで再始動されているときに、要求を再試行し
てください。
00D300F9
説明: DB2 サーバーが、データベース・アクセス・エ
ージェントを割り振ることができません。許可される最
大数が、ゼロであったためです (ZPARM MAXDBAT 値
がゼロでした)。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLAGNT
システムの処置: DB2 サーバーは、アプリケーション
指示アクセスの場合は、 084B6031 の SNA センス・コ
ードで、システム指示アクセスの場合は 00D300F9 の
DB2 コードで、会話を終了させます。この理由コード
を含む DSNL030I メッセージが、 DB2 サーバー・シス
テムの MVS オペレーター・コンソールに書き出されま
す。

00D300FB
説明: リモートでのデータベース・アクセス・エージェ
ントを割り振ろうとしましたが、リソースが使用可能で
はありませんでした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTACC、DSNLTMRA
システムの処置: データベース・アクセス・エージェン
トの割り振りは失敗しました。 'リソース利用不能'コー
ドがユーザーに戻されます。 DB2 は、SVC ダンプも
SYS1.LOGREC レコードも要求しません。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。問題を訂正した後で、アプリケーションを呼び
出してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別および報告に関する詳細に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Referenceの第 2
部を参照してください。
問題判別: 割り振ろうとしているリソースの名前を判別
し、問題を訂正してください。

システム・プログラマーの応答: サーバー側では、
ZPARM の MAXDBAT 値がゼロなので、現在、データ
ベース・アクセス・エージェントは許可されません。リ
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00D300FC
00D300FC
説明: 無効な名前を使ってリモート・システムでリソー
スを割り振ろうとしました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLTACC、DSNLTMRA
システムの処置: データベース・アクセス・エージェン
トの割り振りは失敗しました。 'リソース利用不能'コー
ドがユーザーに戻されます。 DB2 は、SVC ダンプも
SYS1.LOGREC レコードも要求しません。この理由コー
ドは、システム指示アクセス (DSNLTMRA) の場合のみ
戻されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。問題を訂正した後で、アプリケーションを呼び
出してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別および報告に関する詳細に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Referenceの第 2
部を参照してください。
問題判別: 割り振ろうとしているリソースを判別し、問
題を訂正してください。
00D300FD
説明: 指定されたロケーションとの接続を切り離そうと
しましたが、まだトランザクションが、そのロケーショ
ンに接続されていません。これは、DB2 の内部エラー
です。
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。実行単位は異常終了
します。
問題判別: SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピ
ーを入手してください。障害のある環境
(DB2、IMS、CICS、または TSO) を判別してくださ
い。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
この機能を誤って呼び出したモジュールの名前が、異常
終了しているモジュール名として示されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00D300FE
説明: ユーザーが COMMIT ステートメントを実行し
ましたが、更新がリモート・システムで実行されていま
した。この操作をコミットする要求が転送されてしまっ
た後に、リモート・システムまたはそのリモート・シス
テムとの通信リンクで障害が発生したため、 COMMIT
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操作が正常に行われているかどうかを判別することはで
きません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLCMT1
システムの処置: リモート更新がコミットされているか
バックアウトされているかは、エラーが発生した時点が
いつであるかによって決まります。
ユーザーの処置: リモート・システムとの通信が再確立
された後で、SQL を使用して更新済みデータについて
照会を出し、更新がコミットされたかどうかを判別して
ください。更新がコミットされていなかった場合は、ア
プリケーションを再実行し、更新を再び実行してくださ
い。
00D300FF
説明: ユーザーが COMMIT ステートメントを試みま
したが、リモート・システムで更新が実行されていまし
た。この試みは失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLCMT1
システムの処置: リモート・システムでの更新は、バッ
クアウトされました。
ユーザーの処置:
さい。

アプリケーションを実行し直してくだ

問題判別: COMMIT が失敗した理由を調べてから、ア
プリケーションを再試行してください。
00D30100
説明: COMMIT ステートメントが、リモート・サーバ
ーに送られる一連のコマンドにつながっていました。リ
モート・サーバーは、COMMIT に到達する前に、チェ
ーンイングされたコマンドの処理を停止しました。
COMMIT は実行されませんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLCMT1
システムの処置: 現行の作業単位内で実行された更新
は、すべてバックアウトされました。
ユーザーの処置:
してください。

システム・プログラマーに障害を通知

リモート・サーバーでチェーンが壊される原因となった
問題が修正された後、アプリケーションを再実行して、
更新を再び実行してください。
オペレーターの応答: オペレーターはこの問題に気付き
ません。
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00D30101
システム・プログラマーの応答:
を参照してください。

下記の“問題判別”の項

問題判別: ローカル DB2 システムから次の診断項目を
集めてください。
v アプリケーション・プログラムのリストと出力。
v 障害の時点の前後にわたる、コンソール出力および
SYSLOG データ・セットのリスト。
v IFCEREP1 の実行によって得られる SYS1.LOGREC
データ・セットのリスト。
リモート・サーバーのシステム・プログラマーと連絡を
とり、エラーの原因を調べてください。
リモート・サーバーのシステム・プログラマーは、次の
リモート・サーバーの診断項目を集める必要があるかも
しれません。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ。
v 関連するリモート・サーバー・ダンプ。
00D30101
説明: COMMIT が試みられましたが、その前に起こっ
たエラーが原因で失敗しました。リモート・システムと
の通信が失われました。 COMMIT 要求をリモート・シ
ステムに伝送できないため、 COMMIT 操作を実行でき
ません。プログラムが更新を実行している場合は、以前
の COMMIT 点まで更新がバックアウトされています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLCMT1
システムの処置:
す。

更新操作はすべてバックアウトされま

オペレーターの応答:
てください。

セージを送ります。リクエスターが ABNUOWRM 応答
メッセージを受け取ったときは、分散システムを同期さ
せるために、リクエスター側では打ち切りを行わなけれ
ばなりません。打ち切りを実行するまで、その後の
SQL ステートメントはすべて、SQLCODE -906 を受け
取ることになります。打ち切ると、SQL ステートメン
トが受け入れられるようになります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLCMT1
システムの処置: DB2 リクエスター側のコミットは失
敗に終わります。
ユーザーの処置: ユーザーのアプリケーションをさかの
ぼってスキャンし、コミットの前の最初の -906 以外の
SQLCODE を見つけます。この SQLCODE はサーバ
ー・システムから ABNUOWRM とともに戻されたもの
です。サーバー・プロダクトの解説書を参照して、この
SQLCODE が示すサーバーでの問題を判別、訂正し、ア
プリケーションを再実行してください。アプリケーショ
ン・プログラムを変更しても、サーバー側の状況を訂正
または改善できない場合は、システム・プログラマーに
連絡をとる必要があります。
オペレーターの応答: オペレーターはこの問題に気付き
ません。
システム・プログラマーの応答: ABNUOWRM ととも
に戻された SQLCODE が示す問題の原因を調べ、必要
に応じて、サーバー側のシステム・プログラマーと共同
で問題を解決してください。 DB2 にエラーがあると思
われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。
問題判別:

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 影響を受けた側のシス
テムで DDF を再始動して、アプリケーションを再実行
してください。
00D30103
説明: DRDA プロトコルを使用した分散コミットが失
敗した場合に、この理由コードが戻される場合がありま
す。これは、前の SQL ステートメントに対して、サー
バーからの ABNUOWRM 応答メッセージを受け取った
が、ABNUOWRM を受信してからこのコミットを出す
までの間に、 DB2 リクエスターが打ち切られなかった
ために、コミットが失敗したことを示しています。
サーバー側での異常状況に応じてサーバーがその作業単
位をロールバックしたときに、ABNUOWRM 応答メッ

以下の診断項目を集めてください。

v 各 SQL ステートメントに戻される SQLCA を含む、
ユーザーのアプリケーションの出力。
00D30104
説明: DRDA サーバーから受け取った作業単位の後処
理 (コミットまたはロールバック) が、送信したコマン
ド (コミットまたはロールバック) と矛盾しており、サ
ーバーから SQL コードが戻りました。たとえば、コミ
ットをサーバーに送信した場合に、応答メッセージが作
業単位 (UOW) がコミットされたことを示しているにも
かかわらず、戻された SQL コードが負である場合は、
この理由コードが警報として、NetView に送られます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLCMT1 DSNLBABR。
システムの処置: 警報が生成され、NetView に送信さ
れます。 2 つのトレース・レコード IFCID 0191 およ
び IFCID 0193 が統計クラス 4 に、および 2 つの
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00D30105
DSNL031I メッセージがコンソールに出ることがありま
す。このエラーが過去 5 分以内に検出されていた場
合、トレース・レコードおよびメッセージは書き込まれ
ません。トレース・レコードを書き込むためには統計ク
ラス 4 トレースが、アクティブになっていなければな
りません。
+30100、-30020、または -30030 の SQLCODE がアプ
リケーションに戻されます。 -30020 の SQLCODE
は、ロールバックが DRDA サーバーに送信されたが、
コミットの作業単位後処理が受信されたことを示しま
す。 +30100 または -30030 の SQLCODE は、サーバ
ーが報告した作業単位後処理を伝達し、 UOW 後処理
と矛盾していた、サーバーが送った元の SQL 戻りコー
ドを置き換えます。サーバーが戻した元の SQL 戻りコ
ードと SQLSTATE は、SQLCA にトークンとして保管
されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは DRDA 分散プ
ロトコルの問題です。不一致の原因が判明すれば、サー
バーのシステム・プログラマーに連絡して、問題の解決
を援助する必要があるかもしれません。 DB2 にエラー
があると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第
2 部 を参照してください。
問題判別:

以下の診断項目を集めてください。

v すべての SQL ステートメントについて受信した
SQLCA の印刷出力を含む、ユーザーのアプリケーシ
ョン・プログラム出力のリスト。
v このジョブを実行していたシステムのコンソール出
力、および障害が発生した時点の前後にわたる
SYSLOG データ・セットのリスト。
v 失敗した要求に関連する LUWID についての統計ク
ラス 4 のトレース・レコードのリスト。

IFCID 0193 トレース・レコードでは、不一致がどのよ
うなもの (送信されたコマンド、受信された UOW 後処
理、受信された SQL 戻りコード) であるかが示されま
す。
IFCID 0191 トレース・レコードには、サーバーが戻し
たデータ・ストリームがそのまま示されます。この情報
を用いて、サーバーからの応答メッセージが正しく
UOW 後処理に変換され、 SQL 戻りコードが IFCID
0193 レコードに報告されているかどうかを判別してく
ださい。データ・ストリームが正しく反映されていた場
合は、サーバー側に問題があるので、サーバー側のシス
テム・プログラマーに連絡をとり、サーバー側で作成し
たデータ・ストリームを分析してもらってください。
00D30105
説明: 終了した DDF を以前に実行していた間に出され
た STOP DDF MODE(FORCE) コマンドの結果として、
仲間のエージェントが取り消されたために、分散コミッ
トが失敗しました。仲間のエージェントが、STOP DDF
MODE(FORCE) コマンドが出されてから 2 分を超えて
もデータベース要求を出さないと、DDF は、仲間のエ
ージェントを終了せずに停止します。このエージェント
は、DB2 に次の要求を行うと、取り消されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLCMT1
システムの処置: コミット操作は失敗し、エージェント
は取り消されます。 STOP DDF MODE(FORCE) コマン
ドが処理された時点で、すべてのサーバー・システムで
最後の作業単位がロールバックされました。
ユーザーの処置: オペレーターに連絡して、DDF を再
始動させてください。 DDF が再始動された後、ロール
バックされた最後の作業単位から、アプリケーションの
作業を継続してください。
オペレーターの応答: DDFを再始動してください。

警報と同時に DSNL031I メッセージが書き出されなか
った場合は、ログをさかのぼってスキャンし、以前の
DSNL031I メッセージを見つけてください。 DB2 フィ
ルター機能は、コンソールおよびトレース・データ・セ
ットが診断情報であふれないようにするために、同じ問
題が 5 分以内に何度も検出されないようにしていま
す。以前に発生した同じような問題がないかを、見つけ
てから、問題の診断を開始する必要があります。
2 つの DSNL031I メッセージが見つかれば、
DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス番号を使用
して、問題について書かれた IFCID 0191 および 0193
のトレース・レコードを突き止めてください。
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00D30106
説明: サーバーからの応答メッセージが無効であった
か、または暗号解読できなかったために、DRDA 分散コ
ミットの結果を判別できません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLCMT1
システムの処置: 警報が生成され、NetView に送信さ
れます。 IFCID 0191 トレース・レコードが統計クラス
4 トレースに、 DSNL031I メッセージがコンソールに
書き出されることがあります。このエラーが過去 5 分
以内に検出されていた場合には、トレース・レコードと
メッセージは書き出されません。トレース・レコードを
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00D30109
書き出すためには、統計クラス 4 トレースがアクティ
ブになっていなければなりません。

ったかどうか、そして正しかった場合は、DB2 AR にエ
ラーがないかを判別してください。

リクエスターは、サーバー・システムから切断されま
す。サーバー側の作業単位の状態は不明です。コミット
された場合とロールバックされた場合があります。
DRDA 応答メッセージのひずみの性質を示す SQLCA
がアプリケーションに報告されます。

データ・ストリームが正確でない場合には、問題はサー
バー側にあります。この場合、サーバー側のシステム・
プログラマーに連絡し、サーバー側が作成したデータ・
ストリームを分析してもらってください。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。問題を解決した後で、サーバー・システムに接
続し直し、最後の作業単位がコミットされたか、ロール
バックされたかを判別してください。必要に応じて、サ
ーバーのデータベースを訂正した後、アプリケーション
を継続してください。
オペレーターの応答: MVS コンソールに DSNL031I
メッセージが書き込まれるたびにシステム・プログラマ
ーに通知してください。

00D30109
説明: 分散コミットのフェーズ 1 が失敗しました。 1
つまたは複数のリモート・サーバーで、次のことが行わ
れていました。
v ″NO″ と断定
v ″heuristic mixed″ と断定
v 通信エラー発生
v コミット・プロトコルの使用に誤りがあった

システム・プログラマーの応答: これは DRDA 分散プ
ロトコルの問題です。問題の性質がわかったら、サーバ
ーのシステム・プログラマーに連絡をとり、問題の解決
を援助してもらう必要があるかもしれません。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLCMT1

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

通信エラーの場合は、メッセージ DSNL406I がシステ
ム・コンソールに書き出され、警報 A006 が生成され、
さらに、影響を受けたサーバー (作業単位の LUWID や
その他の情報) を記録するためにトレース・レコード
IFCID 0209 が作成されます。

問題判別:

以下の診断項目を集めてください。

v すべての SQL ステートメントについて受信した
SQLCA の印刷出力を含む、ユーザーのアプリケーシ
ョン・プログラム出力のリスト。
v このジョブを実行していたシステムのコンソール出
力、および障害が発生した時点の前後にわたる
SYSLOG データ・セットのリスト。
v 統計クラス 4 のトレース・レコードのリスト。
警報と同時に DSNL031I メッセージが書き出されなか
った場合は、ログをさかのぼってスキャンし、前回の
DSNL031I メッセージを見つけてください。 DB2 フィ
ルター機能は、コンソールおよびトレース・データ・セ
ットが診断情報であふれないようにするために、同じ問
題が 5 分以内に何度も検出されないようにしていま
す。以前に発生した同じような問題がないかを、見つけ
てから、問題の診断を開始する必要があります。
DSNL031I メッセージを見つけたら、DSNL031I メッセ
ージからの IFCID シーケンス番号を使用して、問題に
ついて書かれた IFCID 0191 トレース・レコードを探し
出してください。

システムの処置: コミットは失敗します。 作業単位は
バックアウトされます。

プロトコル・エラーの場合は、メッセージ DSNL413I
がシステム・コンソールに書き出され、警報 A005 が生
成され、さらに、各サーバーのプロトコル違反の性質を
記述するトレース・レコード IFCID 0208 が作成されま
す。
ユーザーの処置: DB2 システム・プログラマーに連絡
してください。リモート・サーバーがコミット・プロト
コル違反をした以外の理由で、コミットが失敗した場合
は、アプリケーションを再実行してください。プロトコ
ル違反の場合は、プロトコル・エラーが解決されるのを
待ってください。
システム・プログラマーの応答: プロトコル・エラーの
場合は、リモート・システムのシステム・プログラマー
に連絡してください。無効な同期点メッセージが、
IFCID 0208 トレース・レコードに記録されています。
無効な同期点メッセージが出される原因となったシステ
ム論理エラーを、リモート・システム側で訂正しなけれ
ばなりません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

IFCID 0191 トレース・レコードには、サーバーが戻し
たデータ・ストリームがそのまま示されます。 この情
報を利用して、サーバーからの応答メッセージが正しか
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00D3010A
00D3010A
説明: COMMIT VERIFY をサポートしない IMS のバ
ージョンが、 1 つまたは複数の DB2 以外のサーバー
で IMS MODE=MULTI のアプリケーションを実行して
いる場合に、このエラーが起こる可能性があります。
IMS バージョンが第 4 版以降でないかぎり、このシナ
リオは DB2 および IMS ではサポートされません。こ
れはおそらくユーザー・エラーです。
IMS が、直前にコミットまたは打ち切りを行わずに、新
規ユーザーの SIGNON を要求しましたが、ユーザーの
アプリケーションは 1 つまたは複数のリモート非 DB2
サーバーに接続されています。データベースの更新をい
くつかの異なるサーバーで行う場合、整合性を保つため
には、少なくとも 1 つのサーバーが DB2 以外のサー
バーであれば、新しいユーザーの SIGNON の前にコミ
ットまたは打ち切りを行わなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLXNEW
システムの処置: この実行単位は、SYS1.LOGREC に
レコードを書き込みます。ダンプは要求されません。異
常終了の結果、IMS アプリケーションは終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を集めてくださ
い。システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 使用している IMS の
バージョンとリリースが、 DB2 第 3 版以降のレベル
で利用できる DB2 COMMIT VERIFY 出口を呼び出す
かどうかを判断してください。 SYS1.LOGREC を入手
してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D3010B
説明: サーバー側で更新が許可されるかどうかを判別す
るために、キャッシュに保管された情報が使用されまし
た。 CONNECT ステートメントが実行されてから、最
初の SQL ステートメントがサーバーに送信されるまで
の間に、パートナーでサポートされる変換
SYNC_LEVEL が、キャッシュ値の SYNC から現行値
の NONE に変更されています。
SYNC_LEVEL NONE のサーバーは、現行作業単位での
更新を許可されません。サーバーでの最初のステートメ
ントの実行中に、パートナーによって更新が実行された
可能性があるので、アプリケーションでロールバック
(打ち切り) を行わなければなりません。
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この理由コードは、SQLCODE -904 にトークンとして
戻されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLTAC1
システムの処置: サーバーとの接続は、割り振り解除さ
れます。現行作業単位のサーバーの部分は、サーバーで
ロールバックされます。アプリケーションは、打ち切り
必須状態に置かれます。その後にロールバックまたは打
ち切り以外の操作を行うと、SQLCODE -918 で失敗し
ます。現行作業単位の残りの部分は、ロールバックまた
は打ち切られるか、またはアプリケーションが終了した
時点で、バックアウトされます。
ユーザーの処置: CONNECT を出した後に、アプリケ
ーションが長時間にわたってサーバー側で何の作業も実
行しない場合は、アプリケーションを書き直して、サー
バー側で作業を実行する直前に CONNECT を実行する
ようにしてください。このようにすると、サーバー・シ
ステムが停止して、異なる SYNC_LEVEL で再始動され
る可能性を最小限に押さえることができます。
SQLCODE -904 を受け取った SQL ステートメントを含
む作業単位から、アプリケーションを再実行してくださ
い。
00D3010C
説明: サーバー側で更新が許可されるかどうかを判別す
るために、キャッシュに保管された情報が使用されまし
た。サーバー側で更新が許可されるかどうかを判別する
ために、キャッシュに保管された情報が使用されまし
た。 CONNECT ステートメントが実行されてから、最
初の SQL ステートメントがサーバーに送信されるまで
の間に、パートナーが、2 フェーズ・コミットをサポー
トしないプログラムを用いて開始されました。
このようなサーバーは、現行作業単位では更新を許可さ
れません。サーバーの最初のステートメントの実行中
に、パートナーが更新をした可能性があるので、アプリ
ケーションでロールバックを行わなければなりません。
この理由コードは、SQLCODE -904 にトークンとして
戻されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLTAC1
システムの処置: サーバーとの接続は、割り振り解除さ
れます。現行作業単位のサーバーの部分は、サーバーで
ロールバックされます。アプリケーションは、打ち切り
必須状態に置かれます。その後にロールバックまたは打
ち切り以外の操作を行うと、SQLCODE -918 で失敗し
ます。現行作業単位の残りの部分は、ロールバックまた
は打ち切られるか、またはアプリケーションが終了した
時点で、バックアウトされます。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D3010D
システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
または SYSIBM.IPNAMES 内の行を変更して、リモー
ト・サーバーがサポートしている SECURITY_OUT 列
のセキュリティー・メカニズムを指定してください。

ユーザーの処置: CONNECT を出した後に、アプリケ
ーションが長時間にわたってサーバー側で何の作業も実
行しない場合は、アプリケーションを書き直して、サー
バー側で作業を実行する直前に CONNECT を実行する
ようにしてください。このようにすると、サーバー・シ
ステムが停止して、異なるレベルで再始動される可能性
を最小限に押さえることができます。

00D3010F
説明: RACF または DCE が検出したエラーのため、
DB2 は、DRDA エンド・ユーザーを認証することがで
きませんでした。

SQLCODE -904 を受け取った SQL ステートメントを含
む作業単位から、アプリケーションを再実行してくださ
い。

システムの処置: エンド・ユーザーの接続は拒否されま
す。 SQLCODE -30082 がアプリケーションに戻されま
す。

00D3010D
説明: DB2 が複数のサーバーで更新を要求しました
が、少なくとも 1 つのサーバーが分散 2 フェーズ・コ
ミットをサポートしません。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: DCE または RACF
が検出したエラーを訂正します。両プロダクトは、エラ
ーを説明するメッセージを MVS コンソールに書き込み
ます。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLCMT1
システムの処置: この作業単位 (UOW) のコミットは
失敗します。アプリケーションが TSO または BATCH
タスク生成を使用している場合は、 DB2 がこの UOW
をロールバックします。アプリケーションが CICS また
は IMS タスク生成を使用している場合は、 CICS また
は IMS が、DB2 から NO のコミット通知を受信した
後に、この UOW をロールバックします。
ユーザーの処置: 単一の UOW の中のすべての更新サ
ーバーが分散 2 フェーズ・コミットをサポートする場
合を除いて、複数のサーバー (ローカル・サーバーを含
む) に対する更新が単一の UOW の中で実行されないよ
うに、アプリケーションを変更してください。
問題判別: コミットされなかった UOW の中で、許可
されなかった更新を実行した最初の SQL ステートメン
トが、 SQLCODE -919 を受け取りました。
ROLLBACK または静的 ROLLBACK SQL ステートメ
ントが実行されるまで、その後の SQL ステートメント
も、SQLCODE -919 を受け取ります。

| 00D30110
| 説明: DRDA エラーが発生しました。DB2 暗号セキュ
| リティー・コンポーネントがエラーを検出し、エンド・
| ユーザーを認証するために使用する暗号化セキュリティ
| ー・トークンを処理できませんでした。
| システムの処置: DB2 への接続に失敗しました。この
| 失敗は SQLCODE -30082 を使って SQL アプリケーシ
| ョンに報告され、接続は終了されます。
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: DRDA データ・シス
テムを検証し、DRDA セキュリティー検査応答メッセー
ジに戻されたサーバー診断作業域を検討して、この失敗
の理由を判別してください。

| 問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合は、問
| 題の識別と報告方法について、 DB2 Diagnosis Guide
| and Reference の第 2 部を参照してください。

00D3010E

00D31010

説明: DRDA サーバー・システムは、通信データベー
スに指定された許可メカニズムをサポートしていませ
ん。たとえば、RACF パスチケットを使用するというこ
とが通信データベースに指定されているが、サーバーが
その機能をサポートしていない場合などです。

説明: DCRM 機能サービスが呼び出されているとき
に、内部論理エラーが発生しました。

システムの処置: リモート・サーバーへのアクセスに失
敗します。 SQLCODE -30073 がアプリケーションに戻
されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLCnnn
DSNLCnnn は、DCRM 会話管理プログラム CSECT が
論理エラーを検出したことを示します。特定の CSECT
名については、ダンプの表題を参照してください。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
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00D31011
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。 DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31011
説明: VTAM 機能サービスを呼び出しているときに、
内部論理エラーが発生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVnnn
DSNLVnnn は、DCRM VTAM 管理プログラム CSECT
が論理エラーを検出したことを示します。特定の
CSECT 名については、ダンプの表題を参照してくださ
い。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC のリストおよび
SVC ダンプを集めてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。 DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

00D31012
説明: VTAM 機能サービスの要求が失敗しました。会
話の状態が、この要求に対して無効であったためです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVDDC、DSNLVFSM
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC のリストおよび
SVC ダンプを集めてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31013
説明: 無効なメッセージ・ブロック・ヘッダー (MBH)
をもつ DB2 メッセージを受信しました。 MBH は、2
つの DB2 サブシステム間でやりとりされるメッセージ
の中で最も先に出るヘッダーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLVASY

DSNLVRCA

DSNLVRQP

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC のリストおよび
SVC ダンプを集めてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
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00D31014
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。各接続システムから関連する診断情報を入手し、
DB2 障害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31014
説明: VTAM 機能サービスを呼び出しているときに、
1 つまたは複数の無効なパラメーターが指定されまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLVASY
DSNLVRCA
DSNLVSDA

DSNLVDDC
DSNLVREQ
DSNLVSEA

DSNLVFSM
DSNLVRQP

DSNLVINF
DSNLVSCA

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC のリストおよび
SVC ダンプを集めてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLCSRR DSNLCMSR
システムの処置: リモート・データベース・リソースに
アクセスする試みは失敗し、アプリケーションに障害が
報告されます。
DSNL031I メッセージがコンソールに書き出されること
があります。 詳細については、このメッセージの説明
を参照してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、83。
00D31019
説明: リモート分散データベースのリモート・サーバー
から受け取った DDM 応答に、 DDM プロトコル・エ
ラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLCMSR DSNLCSRR
システムの処置: 分散リソースへのアクセスは失敗し、
失敗したことがローカル DB2 に報告されます。
DSNL031I メッセージがコンソールに書き出されること
があります。 詳細については、本書のこのメッセージ
の説明を参照してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、83。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

00D3101A

00D31018
説明: リモート分散データベースのリモート・サーバー
から受け取った DDM 応答に構文エラーが検出されまし
た。

説明: リモート分散データベースのローカル DB2 から
受け取った DDM 要求に、構文エラーが検出されまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLCRTD
システムの処置: DB2 サーバーへのアクセスは失敗
し、失敗したことがローカル DB2 に報告されます。
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00D3101B
DSNL032I メッセージがコンソールに出されていること
があります。詳細については、このメッセージの説明を
参照してください。

んどです。 DDCS システムの構成に関する詳細につい
ては、 IBM 分散データベース接続サービス インスト
ールおよび構成の手引きを参照してください。

オペレーターの応答:
てください。

00D31022

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、83。

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。DSNLVCLM

00D3101B
説明: リモート分散データベースのローカル DB2 から
受け取った DDM 要求に、 DDM プロトコル・エラー
が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLCRTD
システムの処置: DB2 サーバーへのアクセスは失敗
し、失敗したことがローカル DB2 に報告されます。
DSNL032I メッセージがコンソールに出されていること
があります。詳細については、このメッセージの説明を
参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

説明: 会話を割り振るために要求した VTAM 機能が実
行されません。通信データベース (CDB) の
SYSIBM.LOCATIONS 表を読み取ろうとしたときに、デ
ータ管理プログラムがリソース利用不能を戻したからで
す。 LOCATION をリモート DB2 サブシステム LU 名
に解決 (変換) できません。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、83。
00D3101C
説明: DDCS からの接続要求の処理中に DB2 がエラ
ーを検出しました。 DDCS から DB2RA 接続要求が受
け取られました。

システムの処置: 障害の通知がアプリケーションに戻さ
れます。会話は割り振られません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 詳しくは、メッセージ DSNL700I の説明を
参照してください。 以下の診断項目を集めてくださ
い。
v エラーに関連する通信データベース (CDB) の表スペ
ース、表、および索引の定義。
v

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされて
いる項目1、および5。

00D31023
説明: DB2 サーバーが、保護された SNA 会話に対す
る要求を拒否しました。この要求を出したシステムとの
SNA ログ名交換 (XLN) 処理がまだ完了していないため
です。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLVPFV

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。

システムの処置: 理由コード 00D31023 を示すメッセ
ージ DSNL030I が、システム・コンソールに表示され
ます。 SNA 会話は、保護会話の SNA プロトコル違反
を示す SNA センス・コード 08640001 で拒否されま
す。

オペレーターの応答:
てください。

ユーザーの処置:
してください。

この理由コードは、以下の CSECT によって出されま
す。 DSNLCRTD、DSNLIRTR

DDCS システム管理者に通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらく、DB2
の問題ではありません。このエラーは、DDCS の DCS
ディレクトリー内の誤った項目が原因である場合がほと
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DB2 システム・プログラマーに通知

システム・プログラマーの応答: この要求を出したシス
テムが、有効な SNA XLN 要求を送信しなければ、保
護会話を開始できません。この要求を出したシステムの
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00D31024
システム・プログラマーに連絡をとり、なぜ SNA XLN
処理が正常に完了していないのかを判別してください。

00D31026

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

説明: 会話で通信しようとしたときに、VTAM がゼロ
以外の戻りコードを戻したため、要求された VTAM 機
能が実行されませんでした。

00D31024

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVRPL

説明: 会話を割り振るために要求された VTAM 機能が
実行されません。ロケーション名が、通信データベース
(CDB) の SYSIBM.LOCATIONS 表に定義されていない
からです。

システムの処置: 障害の通知がアプリケーションに戻さ
れます。会話の割り振りは、正常終了せず、解除されま
す。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLVAAC

DSNLVCLM

DSNLVPF5

システムの処置: 障害の通知がアプリケーションに戻さ
れます。会話は、指定されたロケーションに割り振られ
ません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LOCATIONS
の表にそのロケーションを追加してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 73、
74。
00D31025
説明: 会話を割り振るために要求した VTAM 機能が実
行されません。通信データベース (CDB) の
SYSIBM.MODESELECT の表に、要求されているスレッ
ドについてのモード名が見つからなかったためです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。DSNLVCLM
システムの処置: 障害の通知がアプリケーションに戻さ
れます。会話は割り振られません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 失敗したサービス要求
の許可 ID、PLANNAME、および LUNAME につい
て、SYSIBM.MODESELECT 表でモード名が選択される
ように、モード名を追加してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 75、
76。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 詳細については、失敗した会話のタイプに応
じて、メッセージ DSNL500I またはメッセージ
DSNL502I の説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、
00D31027
説明: 要求された VTAM 機能を実行できません。
VTAM が異常終了しているか、オペレーターが、
VTAM を終了させる HALT NET コマンドを出したか
らです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLVAAC
DSNLVRCA
DSNLVSEA

DSNLVASY
DSNLVREQ
DSNLVPCS

DSNLVCNS
DSNLVSCA
DSNLVPF5

DSNLVDDC
DSNLVSDA
DSNLVRQP

システムの処置: DDF 終了がアプリケーションに報告
されます。リモート通信は認められません。 分散デー
タ機能は終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: VTAM が終了した理
由を判別してください。
00D31029
説明: 会話を割り振るために要求した VTAM 機能が失
敗しました。モードに関してリモート・ロケーションと
限界をネゴシエーションしようとしたときに、ゼロ以外
の戻りコードが VTAM から戻されました。
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00D3102A
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLVCNS

オペレーターの応答:
てください。

システムの処置: 障害の通知がアプリケーションに戻さ
れます。モードに関するリモート・ロケーションへのす
べての通信は、CNOS が正常にネゴシエーションされる
までは、失敗に終わります。

システム・プログラマーの応答: ブランクのモード名で
会話が割り振られないように、パートナーの LU の定義
を訂正してください。

オペレーターの応答:
てください。

00D31031

システム・プログラマーに通知し

説明:

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 詳しくは、メッセージ DSNL501I の説明を
参照してください。

システム・プログラマーに通知し

ローカル分散データ機能 (DDF) が終了中です。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLCCCN
DSNLVINF
DSNLVSDA

DSNLVAAC
DSNLVRCA
DSNLVSEA

DSNLVCNS
DSNLVREQ

DSNLVDDC
DSNLVSCA

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

システムの処置: 障害の通知がアプリケーションに戻さ
れます。 DDF が終了中または終了しているとき、
DB2 は、新しい分散スレッドを許可しません。

00D3102A

ユーザーの処置: システム・プログラマーに連絡をと
り、DDF が終了した原因を調べてください。

説明: SYSIBM.LULIST 表の LUNAME 列にある
VTAM LU 名が SYSIBM.LUNAMES 表の LUNAME
列にもあるため、会話は割り当てられませんでした。
VTAM LU 名は、2 つのテーブルのどちらかにしか、指
定できません。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡を
とり、DDF が終了した原因を調べてください。
システム・プログラマーの応答: DDF が終了した原因
を判別し、DDF を始動してください。

システムの処置: 会話は割り振られません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 各リモート VTAM
LU が SYSIBM.LULIST 表か SYSIBM.LUNAMES 表の
どちらかに割り当てられていて、両方の表には割り当て
られないようにしてください。
問題判別:

以下の診断項目を集めてください。

00D31032
説明: 要求された VTAM 機能が失敗しました。リモー
ト・ロケーションでの分散データ機能 (DDF) が終了中
であるためです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLCRTR

DSNLCTRM

DSNLVRPL

v SYSIBM.LUNAMES 表の内容を印刷する。
v SYSIBM.LULIST 表の内容を印刷する。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。DSNLVCLM
00D3102B
説明: パートナーの LU がブランクのモード名を使用
して会話を割り振ろうとしたため、会話が割り振られま
せんでした。 DB2 は、ブランク・モード名の CNOS
要求は受け入れますが、ブランク・モード名を使った会
話は受け入れません。
システムの処置: 理由コード 00D3102B を示すメッセ
ージ DSNL030I が、システム・コンソールに表示され
ます。会話は割り振られません。
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システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込みます。会話モードでの通信は許されません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DDF 終了の原因を判
別し、そのロケーションの通信管理者に連絡してくださ
い。
00D31033
説明: 会話を割り振るための VTAM 機能要求が失敗し
ました。セッションを待っている間にスレッドがタイム
アウトになったためです。
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00D31034
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLVALM

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCTRC

システムの処置:
れます。

システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込み、失敗した DB2 側で SVC ダンプを要求しま
す。

障害の通知がアプリケーションに戻さ

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このスレッドが使用す
るモードに定義された、セッション限界が小さすぎる可
能性があります。 モードに指定された CONVLIMIT に
ついて、リモート・サブシステムの通信管理者とネゴシ
エーションする必要があるかもしれません。
問題判別: スレッドが使用するロケーションとモードに
ついて、VTAM がネゴシエーション した限界について
は、メッセージ DSNL510I を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 1、5、 77。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 各接続システムの
SYS1.LOGREC と SYSLOG データ・セットまたは同様
のデータのコピー、DB2 障害が発生したシステムの
SVC ダンプ、また接続システムからの関連ダンプを入
手してください。問題の識別および報告については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照し
てください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

00D31034
説明: MAX REMOTE CONNECTED の限界に達したた
め、会話が異常に割り振り解除されました。このスレッ
ドを DB2 に接続することは許可されません。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLVPFV
システムの処置:
ん。

リクエスターは DB2 に接続されませ

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 並行して存在するデー
タベース・アクセス・スレッドの最大数は、インストー
ル・オプションの MAX REMOTE CONNECTED で定
義されています。 MAX REMOTE CONNECTED の値
が、アクティブ・データベース・アクセス・スレッドの
数と非アクティブ・データベース・アクセス・スレッド
の数との和、すなわち限界値に等しくなると、それ以上
のスレッドを DB2 に接続することができなくなりま
す。DDF グローバル統計を用いて、限界値を増やすべ
きかどうかを決めてください。
問題判別:

以下の診断項目を集めてください。

00D31036
説明: SYSIBM.LOCATIONS 表の LINKNAME 列が無
効でした。 LINKNAME 列は SYSIBM.LUNAMES 表の
外部キーなので、 LINKNAME 列には、
SYSIBM.LUNAMES 表の LUNAME 列にある値の 1 つ
を指定しなければなりません。これは、起こってはなら
ないエラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。DSNLVCLM
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。
システム・プログラマーの応答: 矛盾して定義されてい
る通信データベース (CDB) をもつ DB2 システムか
ら、 SYS1.LOGREC および SYSLOG データ・セット
のコピーを入手してください。

v MAX REMOTE CONNECTED の限界に達したために
失敗した要求の回数を判別する DDF グローバル統
計。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

00D31035

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

説明: 要求した VTAM 機能が失敗しました。 データ
ベース・アクセス・エージェントが、リモート・ロケー
ションで打ち切られています。障害の通知がアプリケー
ションに戻されます。これは内部エラーです。
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00D31037
00D31037
説明: リモート・サーバーが正常に接続されませんでし
た。 SYSIBM.USERNAMES 表に外部向けのための (ア
ウトバウンド) 行が含まれていなかったにもかかわら
ず、TYPE 列が、1 次 DB2 許可 ID にリモート許可
ID を使用することを記述する 'O' として指定されてい
たためです。外部向けのための (アウトバウンド) 名前
変換を必要とする 'O' または 'B' を、
SYSIBM.LUNAMES の USERNAMES 列に指定する場
合は、SYSIBM.USERNAMES の表に、リモート許可 ID
を記述する項目を指定して、 LU と通信する DB2 許可
ID で使用できるようにしておかなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLCCCN

DSNLCSRR

DSNLTMIG

システムの処置: 「リソース利用不能」がアプリケーシ
ョンに戻されます。 要求はリモート・システムには送
られません。
オペレーターの応答:
てください。

通信データベース管理者に通知し

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID とは別のリモート許可 ID を使用する場合は、
DB2 許可 ID に使用できるリモート許可 ID を正しく
指定する行が、 SYSIBM.USERNAMES 表の行に含まれ
ていることを確認してください。
問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。
00D31038

ト・サイトで START DDF を出した後、LU の使
用可能情報が更新されるまでには、 3 分くらいか
かることがあります。
v リモート・システムに送られたロケーション名が、そ
のリモート・システムにある BSDS に保管されてい
るロケーション名と一致しない。
v ローカルの SYSIBM.LULIST の表が、リモート・ロ
ケーションに対して間違って定義されている。
DSNL030I メッセージがコンソールに書き出されること
があります。
システムの処置: レコードが SYS1.LOGREC に書き込
まれ、会話は割り振られません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: CDB 表と DB2 BSDS
のパラメーターは、LOCATION 名とそれに対応する
LUNAME 名を正しく関連付けていなければなりませ
ん。
このエラーの原因は通常、次のいずれかです。
v リモート・システムの BSDS が正しい LOCATION
または LUNAME 値をもっていないため、分散デー
タベース要求を受信するときに、リモート DBMS が
間違った LOCATION 名に応答してしまう。
v ローカル DB2 システムの SYSIBM.LOCATIONS 表
の、 LINKNAME または LOCATION 列の中に、失
敗した LOCATION に関して不正確な値を持っている
ため、要求が間違ったリモート DBMS に送信されて
しまう。
v ローカル DB2 システムの SYSIBM.LULIST 表の、
LUNAME 列の中に、失敗した LOCATION に関して
不正確な値を持っているため、要求が間違ったリモー
ト DBMS に送信してしまう。

説明: 以下のいずれかの理由で会話が割り振られません
でした。

v 要求している DB2 シスプレックスの LU 名のうち、
DB2 SYSIBM.LULIST 表に定義されていないものが
ある。

v 要求した LU が DB2 シスプレックスの一部である。
DB2 シスプレックスの 1 つまたは複数の LU 名をリ
モート・システムの SYSIBM.LULIST 表に使用する
場合、シスプレックスの LU 名はすべてリモート・
システムの SYSIBM.LULIST 表で示しておかなけれ
ばなりません。

v 要求している DB2 シスプレックスの LU 名のうち、
サーバー DB2 サブシステム側の DB2
SYSIBM.LULIST 表に定義されていないものがある。
リモート LU がサーバー・サブシステムへのアクセ
スを許可されていない。

– すべてのシスプレックスの LU 名を、
SYSIBM.LULIST にリストしようとしたが、 1 つ
あるいは複数の LU 名を入れていませんでした。
– SYSIBM.LULIST の LU 名のサブセットをリスト
したが、リストした LU 名の 1 つも現在使用でき
ない場合は、以下のことが考えられます。リモー
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一般に、リクエスターがシスプレックスのメンバーで
あるとき、要求を行うシスプレックスはサーバー・サ
ブシステムの SYSIBM.LULIST 内で定義されている
必要があります。ただし、リモート・シスプレックス
にアクセスする際にリモート LU が候補メンバーに
ならないようにするため、リモート・シスプレックス
の LU がローカル・サブシステムの SYSIBM.LULIST
内で定義されていない場合があります。これは「メン
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00D31039 • 00D3103A
バー特定ルーティング」と呼ばれます。リモート・シ
スプレックス LU がローカル・サブシステムへのア
クセスを試みた場合に、リモート LU がローカル
SYSIBM.LULIST 表に定義されておらず、また
SYSIBM.LUNAMES にも定義されていなければ、こ
の理由コードが戻されます。リモートの要求側シスプ
レックス・メンバーを SYSIBM.LULIST 内で定義で
きます。また、リモート・シスプレックス・メンバー
に対するメンバー特定ルーティングの要件がある場合
は、適切なインバウンド・セキュリティー特性を備え
たリモート・シスプレックス LU からのインバウン
ド通信のために、SYSIBM.LUNAMES 内でリモー
ト・シスプレックス LU を定義することもできま
す。
v このローカル DB2 システムが、データ共用グループ
のメンバーではない、 SYSIBM.LULIST の行をリモ
ート・システムに対して持っています。
SYSIBM.LULIST の行を、リモートのデータ共用以外
のシステム対して定義することはできません。リモー
ト・システムに対する SYSIBM.LULIST の行を取り
除いてください。

通信する DB2 許可 ID に使用するリモート許可 ID を
記述する項目を含めなければなりません。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。DSNLVCLM
システムの処置: レコードが SYS1.LOGREC に書き込
まれ、会話は割り振られません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID とは別のリモート許可 ID を使用する場合は、
DB2 許可 ID に使用できるリモート許可 ID を正しく
指定する行が、 SYSIBM.USERNAMES 表の行に含まれ
ていることを確認してください。 これらの行について
は、SYSIBM.USERNAMES 表の TYPE 列に 'O' を指定
しなければなりません。

問題判別:

問題判別: 失敗した VTAM 会話の許可 ID と
LUNAME を判別してください。 1525 ページの『付録
B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
てください。 58、 59。

v VTAM の会話を開始しようとした DB2 システムの
LUNAME および LOCATION 名を判別する。

00D3103A

v そのサイトの SYSIBM.LOCATIONS の表の内容を印
刷する。
v ローカル・システムとリモート・システムの両方で
SYSIBM.LULIST 表の内容を印刷する。
v リモート・システムの BSDS から、障害に関係する
リモート DBMS の LUNAME および LOCATION 名
を判別する。
v -DISPLAY LOCATION コマンドを出して、障害発生
時にアクティブであった LUNAME および
LOCATION を判別する。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLCSIM

DSNLVCLM

DSNLVPF5

00D31039
説明: 会話を割り振るために要求した VTAM 機能が実
行されません。要求側システムの
SYSIBM.USERNAMES 表に、この DB2 許可 ID に使
用するリモート許可 ID を記述する行が含まれていなか
ったためです。 SYSIBM.LUNAMES の USERNAMES
列に 'O' または 'B' を指定すると、外部向けのための
(アウトバウンド) 名前変換が有効になります。したがっ
て、 SYSIBM.USERNAMES 表には、その LUNAME と

説明: データベース・アクセス・エージェントの割り振
りが、失敗しました。 RACROUTE
REQUEST=EXTRACT マクロが、SYSIBM.USERNAMES
の表から取得した DB2 1 次許可 ID のユーザー・プロ
ファイルを見つけることができなかったためです。
SYSIBM.LUNAMES の ENCRYPTPSWDS 列に 'Y' を指
定すると、要求側の DB2 システムは、暗号化されたパ
スワード (RACROUTE REQUEST=EXTRACT を介して)
を取り出し、妥当性検査のため、応答側の DB2 システ
ムに送ります。
この理由コードは、以下の CSECT によって出されま
す。 DSNLVINF
システムの処置: 理由コードがアプリケーションに戻さ
れます。
オペレーターの応答:
てください。

通信データベース管理者に通知し

システム・プログラマーの応答:
SYSIBM.USERNAMES の新しい許可 ID 列が、示され
た LUNAME に関して正しく指定されているかどうかを
確認してください。暗号化されたパスワードを使用する
場合は、新しい許可 ID をユーザーの MVS セキュリテ
ィー・サブシステムに定義しなければなりません。
問題判別:
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00D3103B
v SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違った項目
または抜けている項目がないかを調べてください。
v NEWAUTHID 列に示された名前がユーザーのセキュ
リティー・サブシステムに正しく定義されているか調
べてください。

ターゲット DBMS が DB2 である場合、次のものを指
定すると、SECURITY=SAME 機能のサポートが宣言さ
れます。

00D3103B

2. リモート DB2 サブシステムにある
SYSIBM.LUNAMES 表の USERSECURITY 列の値
は、要求側の DB2 サブシステムと関連する行に 'C'
以外の値を指定しなければなりません。

説明: LU6.2 の会話を割り振ろうとする試みが失敗し
ました。必要なパートナー LU と VTAM MODE につ
いての会話の限界に達したからです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLVALM
システムの処置: LU6.2 の会話を割り振ろうとしたと
きに、必要なパートナー LU と VTAM MODE につい
て会話の限界に達していると、この理由コードが内部で
生成されます。 この状況では、要求側の DB2 システ
ムは、問題のエージェントにすでに割り振られている既
存の LU6.2 会話の 1 つを再使用しようとします。
既存の会話を使用して、割り振り処理が再試行されま
す。
システム・プログラマーの応答: 示されたパートナー
LU および VTAM MODE に関する LU6.2 の会話の限
界を大きくすると、 DB2 が会話をレクラメーション処
理して、追加の LU6.2 会話を割り振る必要はなくなり
ます。ただし、会話をレクラメーション処理すると、複
数の SQL ステートメントにサービスするため、システ
ムのスループットが低下することがあります。
00D3103C
説明: LU6.2 会話を割り振ろうとして失敗しました。
指定されたパートナー LU が、LU6.2
SECURITY=SAME 機能 (つまり、LU6.2 の検査済みセ
キュリティー機能) をサポートできないからです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLVAAC
システムの処置: LU6.2 会話の割り振りは失敗に終わ
り、分散リソースへのアクセスを要求した DB2 アプリ
ケーションにエラーが報告されます。
ユーザーの処置: DB2 システム・プログラマーに通知
してください。
システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
表の USERSECURITY 列の値が 'C' 以外の値であるリ
モート・データベース・システムに接続されていると
き、 DB2 は SECURITY=SAME を使用しようとしま
す。 LU6.2 SECURITY=SAME 機能をサポートするため
には、ターゲット DBMS が SECURITY=SAME 機能の
サポートを宣言していなければなりません。
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1. DB2 VTAM APPL 定義は、リモート DB2 サブシス
テムで SECACPT=ALREADYV を指定しなければな
りません。

問題判別:

以下の診断項目を集めてください。

v リモート DB2 システムの VTAM APPL 定義。
v SYSIBM.LUNAMES 表の内容。
00D3103D
説明: リモート・システムとの VTAM LU6.2 会話を
割り振ろうとして失敗しました。要求に適切なセキュリ
ティー情報が含まれていなかったからです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVRPL
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスの試みは失敗に終わり、障害がアプリケーシ
ョンに報告されます。
ユーザーの処置:
ださい。

通信データベース管理者に通知してく

システム・プログラマーの応答: このエラーは、通常、
リモート・システムへの要求の中で無効な許可 ID また
はパスワードを伝送したことによって生じます。 しか
し、常にそうであるとは限らないので、リモート・シス
テムでの診断情報を検討し、障害の原因を判別すること
が重要です。
v リモート・システムが DB2 サブシステムである場
合、セキュリティー障害の原因については、リモー
ト・システムの DSNL030I メッセージを参照してく
ださい。 また、ALERT が NetView (NetView プロ
ダクトが使用可能な場合) に記録され、セキュリティ
ー障害が記述されます。
リモート・システムが DB2 サブシステムでない場合
は、リモート・システムのセキュリティー障害に関す
る診断情報を入手してください。
許可 ID またはパスワードが正しくないと思われる場合
は、ローカル DB2 システムの DB2 CDB を調べて、
次の項目を検査してください。
v リモート・システムが LU6.ALLOCATE 要求で許可
ID およびパスワードの両方を必要とする場合 (つま
り、リモート・システムが検査済み ALLOCATE 要
求を受け入れない場合) は、ローカル DB2 システム
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にある SYSIBM.LUNAMES 表の USERNAMES 列に
は、 'O' または 'B' のいずれかを指定しなければなり
ません。
v ローカル DB2 システムの SYSIBM.LUNAMES の表
の USERNAMES 列に 'O' または 'B' を指定した場合
は、LU6.ALLOCATE の要求に対して、
SYSIBM.USERNAMES 表を使用して、送られた許可
ID とパスワードが正しいかどうかが判別されます。
許可 ID を変換しようとする場合は、
SYSIBM.USERNAMES 表の NEWAUTHID 列に、リ
モート・システムで使用される正しい許可 ID が含ま
れていることを確認してください。
v リモート・システムが DB2 システムである場合は、
SYSIBM.LUNAMES 表の ENCRYPTPSWDS 値が、リ
モート・システムにある SYSIBM.LUNAMES 表の
ENCRYPTPSWDS 列と正確に一致していなければな
りません。
v リモート・システムが DB2 システムでない場合は、
SYSIBM.LUNAMES 表の ENCRYPTPSWDS 値は、
'N' にセットしなければなりません。
v リモート・システムにパスワードを伝送している場合
は、ローカル DB2 システムによって伝送されるパス
ワードが、リモート・システムが期待している値と正
確に一致しなければなりません。
1. 暗号化されたパスワードについては、リモート
DB2 サブシステムに送信されるパスワードは、
SYSIBM.USERNAMES 表の NEWAUTHID 列によ
って識別されるユーザーの RACF パスワードを取
り出すことによって得られます。 このユーザーの
RACF パスワードは、リモート・システムのパス
ワードと正確に一致しなければなりません。
2. パスワード暗号化を使用しない場合、パスワード
は SYSIBM.USERNAMES 表の PASSWORD 列か
ら取られます。この値は、リモート・システムの
パスワードと正確に一致しなければなりません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 58、
59、 1。
00D3103E
説明: 会話を割り振るために要求された VTAM 機能が
実行されません。 VTAM MODE が会話限界ゼロとし
て指定されていたためです。会話限界は、ゼロより大き
な値に設定して、会話を割り振ることができるようにす
る必要があります。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLVALM
システムの処置:

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUMODES
表に項目を入れている場合は、CONVLIMIT 列にゼロ以
外の値を入れるようにしてください。 セッション限界
値が VTAM によって選択されるようにしている場合
は、 VTAM APPL の DSESLIM 値およびモード項目が
ゼロ以外の値になるようにしてください。
問題判別:

以下の診断項目を集めてください。

v VTAM 会話を開始しようとした DB2 システムの
LUNAME および MODE 名を判別する。
v SYSIBM.LUMODES 表の内容を印刷する。
v VTAM APPL ステートメントと VTAM MODE 項目
に定義されるセッションの限界値を決める。
00D3103F
説明: リモート・システムとの VTAM LU6.2 会話を
割り振ろうとしましたが、失敗しました。リモート LU
のサーバーが、SNA の 2 フェーズ・コミット処理をサ
ポートしないためです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVRPL
システムの処置: DB2 は、2 フェーズ・コミットを使
用しないリモート・システムとの新しい会話を開始しま
す。 DDF が再始動されるまで、DB2 はこのリモー
ト・システムとの間で 2 フェーズ・コミットを使用し
ません。
システム・プログラマーの応答: リモート・システムの
LU は 2 フェーズ・コミットをサポートするが、リモー
ト LU の TPN が 2 フェーズ・コミットをサポートし
ないと、この理由コードが作成されます。これは通常の
状態ですから、システム・プログラマーの処置は必要あ
りません。
00D31040
説明: データベース・アクセス・エージェントが失敗す
る前に、要求された VTAM 機能が失敗しました。これ
は内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLCTRC

DSNLCRTR

DSNLCRTD

システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込み、失敗した DB2 側で SVC ダンプを要求しま
す。

会話は割り振られません。
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00D31041
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 障害が発生した
システムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コンソー
ル・メッセージを調べて、異常終了しているエージェン
トが接続されているシステムを判別してください。各接
続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障害
が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 56、57。
00D31041
説明: 会話を割り振るために要求された VTAM 機能が
実行されませんでした。応答側システムの
SYSIBM.USERNAMES 表に、要求側の DB2 許可 ID
と一致する許可 ID をもつ行が含まれていなかったから
です。 SYSIBM.LUNAMES 内の USERNAMES 列に 'I'
または 'B' を指定すると、インバウンド名の変換が行わ
れます。したがって、SYSIBM.USERNAMES 表には、
要求側の DB2 システムが送る DB2 許可 ID を検証す
るために使用する、ローカル DB2 許可 ID を記述する
項目が入っていなければなりません。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。DSNLVCLM
システムの処置: レコードが SYS1.LOGREC に書き込
まれ、会話は割り振られません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。リモート
DB2 許可 ID と異なるローカル許可 ID を使用する場
合は、 SYSIBM.USERNAMES 表に、各リモート許可
ID に使用されるローカル許可 ID を正しく指定する行
が含まれていることを確認してください。これらの行に
ついては、SYSIBM.USERNAMES 表の TYPE 列に 'I'
を指定しなければなりません。
問題判別: 失敗した VTAM 会話の許可 ID と
LUNAME を判別してください。 1525 ページの『付録
B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
てください。 58。
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00D31042
説明: 要求した VTAM 機能が失敗しました。 リモー
ト・ロケーションへの接続が中断されています。これは
内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCSIM
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、障害のある DB2 システム側で SVC ダンプが要
求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 接続している各システ
ムの SYS1.LOGREC と SYSLOG データ・セットのコ
ピー、DB2 障害が発生したシステムの SVC ダンプ、
接続している各システムの関連ダンプを、すべて入手し
てください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31043
説明: 要求した VTAM 機能が失敗しました。 リモー
ト・システムからの接続が中断されています。これは内
部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCSIM
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、障害のある DB2 システム側で SVC ダンプが要
求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 接続している各システ
ムの SYS1.LOGREC と SYSLOG データ・セットのコ
ピー、DB2 障害が発生したシステムの SVC ダンプ、
接続している各システムの関連ダンプを、すべて入手し
てください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
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00D31044
のアクセスは失敗し、アプリケーションに障害が報告さ
れます。

00D31044
説明: リモート・サブシステムが VTAM LU6.2 会話
を割り振ろうとしましたが、要求が拒否されました。適
切なセキュリティー情報が要求に含まれていなかったか
らです。 リモート・サブシステムから受信した FMH5
に、セキュリティー・サブフィールドが含まれていませ
ん。これは、DB2 でサポートしていない LU6.2 アーキ
テクチャーの SECURITY=NONE を示しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVPF5
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスは失敗し、アプリケーションに障害が報告さ
れます。
DSNL030I メッセージがコンソールに出ることがありま
す。
ユーザーの処置:
ださい。

通信データベース管理者に通知してく

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: リモート・サブシステ
ムが有効なセキュリティー・サブフィールドを送信する
よう構成されているか調べてください。
リモート・サブシステムが DB2 である場合は、 VTAM
APPL 定義に SECACPT=NONE を指定しないようにし
てください。 SECACPT=NONE は VTAM APPL 定義
のデフォルト値です。 SECACPT=NONE が指定されて
いると、VTAM は FMH5 からセキュリティー・サブフ
ィールドを除去します。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、58、
59。

ユーザーの処置: 通信データベース管理者に通知してく
ださい。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: リモート・サブシステ
ムが有効なセキュリティー・サブフィールドを送信する
よう構成されているか調べてください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、
58、 83、 59。
00D31046
説明: リモート・サブシステムが VTAM LU6.2 会話
を割り振ろうとしましたが、要求が拒否されました。適
切なセキュリティー情報が要求に含まれていなかったか
らです。 リモート・サブシステムから受信した FMH5
は、SECURITY=SAME (検査済みとも呼ばれる) を示し
ていますが、問題のサブシステムは SECURITY=SAME
で要求を送信することを許可されていません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVPF5
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスは失敗し、アプリケーションに障害が報告さ
れます。
DSNL030I メッセージがコンソールに出ることがありま
す。
ユーザーの処置: 通信データベース管理者に通知してく
ださい。

00D31045
説明: リモート・サブシステムが VTAM LU6.2 会話
を割り振ろうとしましたが、要求が拒否されました。適
切なセキュリティー情報が要求に含まれていなかったか
らです。 リモート・サブシステムから受信した FMH5
に、USERID を提供するセキュリティー・サブフィール
ドが含まれていなかったか、あるいは USERID が 1 〜
8 バイトの長さではなかったかのいずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVPF5
システムの処置:

DSNL032I メッセージがコンソールに出ることがありま
す。詳細については、このメッセージの説明を参照して
ください。

リモート・データベース・リソースへ

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
表の SECURITY_IN 列で、リモート・システムと関連
した行に「V」が含まれていたために、要求が拒否され
ました。値「V」は、リモート・システムが、SNA
LU6.2 アーキテクチャーの SECURITY_PGMに対応す
る、USERID および PASSWORD の両方を送信しなけ
ればならないことを示しています。また、インバウンド
接続が DRDA プロトコルを使用して行われる場合に、
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00D31047
リモート LU を明示的に識別する SYSIBM.LUNAMES
行がなければ、「デフォルト」の SYSIBM.LUNAMES
行 (ブランクの LUNAME) が使用される (定義されてい
れば) ことがある点にも注意してください。この「デフ
ォルト」行は、望ましいインバウンド・セキュリティー
特性を反映していないことがあります。この場合は、リ
モート LU を明示的に識別する SYSIBM.LUNAMES 行
を定義できます。
リモート LU がリモート・シスプレックスのメンバーで
あり、ローカル・システムがリモート・システムにアク
セスする必要がある場合は、アクセス先のリモート・シ
スプレックスのメンバーをローカル SYSIBM.LULIST
表内で定義する必要があります。この場合は、リモー
ト・シスプレックス LU をローカル SYSIBM.LULIST
表内で定義できます。ただし、リモート LU を
SYSIBM.LULIST 内で定義することが望ましくない場合
(例えば、リモート・シスプレックス・ロケーションへの
アウトバウンド・アクセス時にリモート LU を候補メン
バーにしたくない場合) は、SYSIBM.LUNAMES を定義
(デフォルト行または明示的に定義) するのが適当です。
この問題は、次の 2 つの方法で訂正できます。
1.

SECURITY=SAME のマークが付いた要求を受け入
れる場合は、SYSIBM.LUNAMES 表の
SECURITY_IN 値を、問題のリモート LU について
'A' に変更してください。また、DB2 VTAM APPL
定義には、 SECACPT=ALREADYV を指定します。

2. DB2 が、この種の要求を引き続き拒否するようにす
るには、 USERID および PASSWORD (SNA LU6.2
用語では SECURITY=PGM) の両方を含む要求を送
信するように、リモート LU を構成する必要があり
ます。
リモート LU が DB2 である場合は、
SYSIBM.LUNAMES 表の SECURITY_OUT 列で、ロ
ーカル DB2 サブシステムに関連する行に「R」また
は「P」のいずれかを指定しなければなりません。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、58、
59。
00D31047
説明: リモート・サブシステムが VTAM LU6.2 会話
を割り振ろうとしましたが、要求が拒否されました。適
切なセキュリティー情報が要求に含まれていなかったか
らです。 リモート・サブシステムから受信した FMH5
に、PASSWORD を提供するセキュリティー・サブフィ
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ールドが含まれていなかったか、あるいは PASSWORD
が 1 〜 8 バイトの長さではなかったかのいずれかで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVPF5
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスは失敗し、アプリケーションに障害が報告さ
れます。
DSNL032I メッセージがコンソールに出されることがあ
ります。詳細については、このメッセージの説明を参照
してください。
ユーザーの処置: 通信データベース管理者に通知してく
ださい。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: リモート・サブシステ
ムが有効なセキュリティー・サブフィールドを送信する
よう構成されているか調べてください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、
58、 59、 83。
00D31048
説明: DB2 サーバーで会話を割り振るために要求した
VTAM 機能が実行されません。リクエスターの
LUNAME が、サーバーの通信データベース (CDB) の
SYSIBM.LUNAMES の表に定義されていないからです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVPF5
システムの処置: 障害の通知がアプリケーションに戻さ
れます。会話は、指定されたロケーションに割り振られ
ません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: サーバー側の
SYSIBM.LUNAMES 表にリクエスターの LUNAME を
追加してください。リモート LU が DB2 である場合、
リクエスターの LUNAME は、リクエスター側の DB2
VTAM APPL ステートメントの ACBNAME キーワー
ドとは異なり、ラベル名です。サーバーの
SYSIBM.LUNAMES の表に、リクエスターの LUNAME
の項目が含まれていなければなりません。
また、インバウンド接続が DRDA プロトコルを使用し
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00D31049
て行われる場合に、リモート LU を明示的に識別する
SYSIBM.LUNAMES 行がなければ、「デフォルト」の
SYSIBM.LUNAMES 行 (ブランクの LUNAME) が使用
される (定義されていれば) ことがある点にも注意して
ください。この「デフォルト」行は、望ましいインバウ
ンド・セキュリティー特性を反映していないことがあり
ます。この場合は、リモート LU を明示的に識別する
SYSIBM.LUNAMES 行を定義できます。
リモート LU がリモート・シスプレックスのメンバーで
あり、ローカル・システムがリモート・システムにアク
セスする必要がある場合は、アクセス先のリモート・シ
スプレックスのメンバーをローカル SYSIBM.LULIST
表内で定義する必要があります。この場合は、リモー
ト・シスプレックス LU をローカル SYSIBM.LULIST
表内で定義できます。ただし、リモート LU を
SYSIBM.LULIST 内で定義することが望ましくない場合
(例えば、リモート・シスプレックス・ロケーションへの
アウトバウンド・アクセス時にリモート LU を候補メン
バーにしたくない場合) は、SYSIBM.LUNAMES を定義
(デフォルト行または明示的に定義) するのが適当です。
DSNL030I メッセージが、サーバー側のコンソールに出
ることがあります。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 58。
00D31049

00D3104A
説明: リモート・サーバーが SNA BACKOUT を出し
ましたが、それは、SNA PREPARE または
REQUEST_COMMIT への応答としては送信されません
でした。これは、SQL アプリケーションがコミットま
たはロールバックするのを待たずに、サーバーが現行作
業単位をバックアウトしたことを示しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVRPL
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスは失敗し、アプリケーションに障害が報告さ
れます。 DB2 は、リモート・サーバーとの SNA 会話
を終了させ、強制的にアプリケーションをロールバック
します。
ユーザーの処置:
してください。

DB2 システム・プログラマーに通知

システム・プログラマーの応答: 請求していない SNA
BACKOUT を DB2 が出すことはありません。 DB2 以
外のサーバーは、作業単位を完了するのに必要なリソー
スが使用可能でないと、 SNA BACKOUT の標識を送信
することがあります。たとえば、デッドロック状態にな
ると、DB2 以外のサーバーは SNA BACKOUT を送信
することがあります。リモート・システムのシステム・
プログラマーに連絡をとり、作業単位を打ち切らなけれ
ばならなかった理由を判別してください。

説明: サイト 'A' で開始した、アプリケーション指示
アクセスを使用する要求が、サイト 'A' に保管されてい
るサイト 'B' のオブジェクトを参照しました。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCCCN

00D3104B

システムの処置: このアプリケーション・ステートメン
トは処理されません。
ユーザーの処置: アプリケーションをコーディングし直
して、ローカル DB2 に保管されているオブジェクトに
結び付くリモート・サーバーでの別名参照を取り除いて
ください。ローカル・システムに保管されているオブジ
ェクトは、ローカル名を使用して参照しなければなりま
せん。
問題判別: 必要であれば、ローカル・システムおよびリ
モート・サーバー・ロケーションにいるデータベース管
理者に連絡してください。リモート
SYSIBM.SYSTABLES カタログ表を調べ、循環方式で参
照されている、このロケーションにあるオブジェクトを
判別してください。

説明: SNA FMH5 に SNA 持続検査が指定されていた
ために、 DB2 サーバーが、SNA 会話を拒否しまし
た。 DB2 では SNA 持続検査オプションはサポートさ
れません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVPF5
システムの処置: 理由コード 00D3104B をもつメッセ
ージ DSNL030I が、システム・コンソールに表示され
ます。 SNA 会話は、FMH5 の SNA セキュリティー・
パラメーターが受け入れられないことを示す SNA セン
ス・コード X'080F6051' で拒否されます。
ユーザーの処置: DB2 システム・プログラマーに通知
してください。
システム・プログラマーの応答: VTAM APPL ステー
トメントの SECACPT キーワードは、DB2 が持続検査
をサポートするかどうかを VTAM に知らせます。 DB2
が持続検査をサポートしないので、DB2 の VTAM
APPL ステートメントで、 SECACPT=PERSISTV およ
第 39 章 DB2 コード
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00D3104C
び SECACPT=AVPV オプションを使用することはでき
ません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D3104C
説明: ネットワーク内の DB2 とリモート LU の間の
ログ名が一致していないため、 SNA ログ名交換 (XLN)
処理が失敗しました。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCXLI
システムの処置: SNA の 2 フェーズ・コミット会話を
割り振る試みは、理由コード 00D3104C で失敗しま
す。エラーを説明するメッセージ DSNL410 が、システ
ム・コンソールに表示されます。
ユーザーの処置:
してください。

DB2 システム・プログラマーに連絡

システム・プログラマーの応答: DB2 ログに記録され
ているログ名が、リモート LU で現在使用されているロ
グ名と一致しません。この DB2 システム側で解決しな
ければならない、未確定の作業単位があります。未確定
の作業単位を解決するのに必要となるログ名が、
DSNL410 のメッセージに示されます。
DB2 以外のパートナーが間違ったログを使用して始動
されていた場合は、希望するログ名を使用して、その
DB2 以外のパートナーを再始動することができるかも
しれません。これにより、未確定の作業単位が自動的に
解決されるはずです。

システム・プログラマーの応答: DB2 分散データベー
ス接続は、互換性のある DB2 リリース・レベル間でし
か、確立することはできません。たとえば、DB2 第 3
版は、DB2 の 2.3 には接続できますが、DB2 の 2.2 に
は接続できません。
接続を確立するためには、下位レベルの DB2 システム
を、サポートされている DB2 のリリースにマイグレー
ションしなければなりません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D3104E
説明: リモート・システムとの接続を確立しようとした
ときに、 SNA ログ名交換 (XLN) プロトコル違反が検
出されました。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCXLI
システムの処置: SNA 会話を割り振る試みは、理由コ
ード 00D3104E で拒否されます。メッセージ
DSNL421E がシステム・コンソールに書き出され、プロ
トコル違反を記述する IFCID 0213 が作成されます。
ユーザーの処置: DB2 システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマーの応答: リモート・システムの
システム・プログラマーに連絡してください。無効な
XLN メッセージは、IFCID 0213 トレース・レコードに
記録されています。リモート・システムで、無効な
XLN メッセージが出される原因となったシステム論理
エラーを訂正する必要があります。

希望するログ名を用いてパートナーを再始動できない場
合は、 -RECOVER INDOUBT コマンドを使用すると、
未確定の作業単位を解決することができます。未確定の
作業単位が解決されれば、DB2 は新しいパートナー・
ログ名で SNA XLN を受け入れるようになります。

00D3104F

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

説明: 直前の通信操作中に、リモート・ロケーションと
の接続が失われました。

00D3104D

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

説明: ローカル DB2 システムが、リモート DB2 シス
テムで現在実行されている DB2 リリースとの接続をサ
ポートしていません。

DSNLCBCS

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCSIM
システムの処置: SNA 会話を割り振る試みは、理由コ
ード 00D3104D で拒否されます。
ユーザーの処置: DB2 システム・プログラマーに連絡
してください。
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問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

DSNLCSRM

DSNLCSRR

DSNLCMSR

システムの処置: コミットまたは打ち切り操作中に通信
障害が起こった場合は、この障害が起こったことを
SQL アプリケーションが気付いていない可能性があり
ます。障害発生時に、障害に関連するメッセージがシス
テム・コンソールに書き出されています。また、障害が
発生した時点で、警報が NetView に報告されていま
す。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D31050
ユーザーの処置: リモート・システムとの接続を確立し
直した上で、SQL ステートメントを出し直してくださ
い。

しない場合は、このエラーは、リモート・クライアント
での DRDA AR による DRDA プロトコル・エラーで
す。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

TCP/IP 接続の場合、このエラーは、リモート・クライ
アントでの DRDA AR による DRDA プロトコル・エ
ラーです。

00D31050

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: DB2 はリモート・クライアントのセキュリティ
ー情報を受け取ろうとしていましたが、 DRDA アプリ
ケーション・リクエスター (AR) からの接続要求に対し
て有効な DRDA SECCHK コマンドを受け取りませんで
した。DRDA SECCHK コマンドは、DRDA セキュリテ
ィー管理プログラムのレベルが 5 以上である場合にし
か、有効ではありません。
以下のいずれかが起こった場合は、この種のエラーであ
る可能性があります。
v SNA 接続に対して、レベル 5 より低いレベルの
DRDA セキュリティー管理プログラムを DRDA AR
が要求したが、 DB2 に対する APPL コマンドには
SECACPT=NONE オプションが指定されていた。

00D31052
説明: アプリケーションが、リモート・ロケーションへ
の再帰的アクセスを起こし、続いて他のリモート・ロケ
ーションにアクセスしようとしましたが、これは許可さ
れません。

v DRDA SECCHK コマンドに、必要なセキュリティー
情報が含まれていなかった。

たとえば、LOC1 にある、あるアプリケーションが
LOC2 に接続し、LOC1 に変換して戻される別名を使用
して表にアクセスしようとし、続いて LOC1 から
LOCn にリモート・アクセスしようとすると、エラーが
起こります。

v TCP/IP 接続に対してレベル 5 より低いレベルの
DRDA セキュリティー管理プログラムを DRDA AR
が要求した。

システムの処置: リモート・ロケーションへのアクセス
は失敗します。 SQL アプリケーションは、-904 の
SQLCODE を受け取ります。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNLTEXC、DSNLTSEC。

システム・プログラマーの応答: あるロケーションへの
再帰的アクセスが起こり、続いてそのロケーションから
リモート・アクセスが発生しないように、アプリケーシ
ョン・プログラムを変更してください。アプリケーショ
ンが、表の別名、3 部構成の表の名前、ストアード・プ
ロシージャー、ユーザー定義機能またはトリガーを使用
した結果、この状態が起きた可能性があります。

システムの処置: ローカル・データベース・リソースへ
のアクセスは失敗します。障害が SQL アプリケーショ
ンに報告され、会話が終了します。
システム・プログラマーの応答: SNA 接続の場合、
SECACPT=NONE であって DRDA AR が DRDA セキ
ュリティー管理プログラム・レベル 5 をサポートして
いない場合は、DB2 セキュリティー管理者に連絡して
SECACPT オプションを ALREADYV または CONV に
変更し、 VTAM FMH-5 のセキュリティー情報をユー
ザー ID 形式またはユーザー ID / パスワード・フィー
ルド形式にできるようにしてください。
SECACPT=NONE を変更しないと、 DB2 は、このリモ
ート・クライアントからの接続要求を受け入れることは
できません。
SNA 接続で、SECACPT が ALREADYV または CONV
である場合、 FMH-5 のユーザー ID または ユーザー
ID/ パスワード・フィールドを受け取り、妥当性検査を
していても、DB2 は、DRDA SECCHK コマンドが送信
された場合は、このコマンドを評価する必要がありま
す。 DRDA AR がこのレベルのセキュリティーを要求
したが、 SECCHK コマンドの形式で正しい情報を提供

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、35、
73、74。
00D31055
説明: DDF への TCP/IP インターフェースが使用不能
であるため、 SYSIBM.LOCATIONS 表で定義されたリ
モート・ロケーションにアクセスすることができません
でした。
システムの処置: リモート・システムへの接続要求は失
敗します。 SQL アプリケーションは、-904 の
SQLCODE を受け取ります。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
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00D31056
システム・プログラマーに通知し

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLxxxx

# システム・プログラマーの応答: 以下のいずれかの処置
# をとる必要があります。

システムの処置: リモート・システムへの接続要求は失
敗します。 SQL アプリケーションは、-904 の
SQLCODE を受け取ります。

オペレーターの応答:
てください。

# v リモート・システムが TCP/IP の使用を想定していな
い場合は、リモート・ロケーションによって使用され
#
る LUNAME を定義している SYSIBM.LUNAMES に
#
行を追加してください。
#

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答:
てください。

# v リモート・システムが CDB で正しく定義されている
場合は、 -START DDF 処理中にコンソールに書き込
#
まれたメッセージを検査してください。これらのメッ
#
セージは、DDF が TCP/IP を使用できなくなるエラ
#
ーについて記述しています。
#

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LOCATIONS
で指定された LINKNAME と一致する行を
SYSIBM.LUNAMES または SYSIBM.IPNAMES に挿入
してください。

# v DB2 が制限付きアクセス・モードで開始されたかど
うか判別してください。該当する場合は、DB2 が全
#
アクセス・モードで開始されたときに要求を再試行し
#
てください。
#

00D31058

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

説明: gethostbyname TCP/IP ソケット呼び出しが、
SYSIBM.IPNAMES 表の IPADDR 列を IP アドレスに
変換することができませんでした。

00D31056

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLxxxx
システムの処置: リモート・システムへの接続要求は失
敗します。 SQL アプリケーションは -904 の
SQLCODE を受け取り、エラーを記述するメッセージ
DSNL513、 DSNL517、または DSNL518 がコンソール
に書き込まれます。

説明: getservbyname TCP/IP ソケット呼び出しによっ
て、SYSIBM.LOCATIONS 表の PORT 列を TCP/IP ポ
ート番号に変換することができませんでした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLxxxx

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

システムの処置: リモート・システムへの接続要求は失
敗します。 SQL アプリケーションは -904 の
SQLCODE を受け取り、エラーを示すメッセージ
DSNL514、 DSNL517、または DSNL518 がコンソール
に書き込まれます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーの応答:
DSNL513、DSNL517、または DSNL518 メッセージの情
報を使用してエラーを解決してください。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答:
てください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:
DSNL514、DSNL517、または DSNL518 メッセージの情
報を使用してエラーを解決してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D31057
説明: DB2 は、SQL 要求で指定された LOCATION に
対する行を、SYSIBM.LOCATIONS 内で検出することが
できました。しかし、LOCATIONS に定義された
LINKNAME 列の値が、 SYSIBM.LUNAMES または
SYSIBM.IPNAMES 内の行と一致しませんでした。
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オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

| 00D31059
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: リモート・サイトに会話を割り振ろうとして失敗
しました。これは、 DB2 が RACF パスチケットを取
得できなかったためです。ユーザーは、パートナー・シ
ステムの SYSIBM.IPNAMES または
SYSIBM.LUNAMES 通信データベース (CDB) 表 (ある
いは、その両方) の SECURITY_OUT 列に 'R' を指定し
ました。その結果、DB2 はそのパートナー・システム
のパスチケットを抽出するために RACF を呼び出しま
した。しかし、RACF はパスチケットを提供できず、そ
のためにこの試行は失敗しました。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D3105A
| システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
| のアクセスは失敗し、障害はアプリケーションに報告さ
| れました。
| ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
| ださい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: このエラーは通常、
RACF 定義が誤りであったり、欠落している場合に発生
します。このエラーを回避するためには、パスチケット
を用意するための正しい RACF 定義を指定してくださ
い。または、パートナー・システムの
SYSIBM.IPNAMES または SYSIBM.LUNAMES CDB 表
(あるいはその両方) の SECURITY_OUT 列を変更する
ことにより、パスチケットを使用しないようにすること
もできます。パスチケットについては、 DB2 ユニバー
サル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガ
イド の 第 3 部 (第 1 巻) を参照してください。

| 問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
| トされている次の診断項目を集めてください。 14、
| 58、 74。
| 00D3105A
|
|
|
|
|
|
|
|

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31101
説明: 無効のマークが付いたカーソル表を指定して、デ
ータ通信機能サービスが呼び出されました。これは内部
エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLCCCN

説明: ユーザー ID、パスワードが、指定されたロケー
ションに対して無効です。RACF パスチケット許可が必
要なロケーションに対して、ユーザー ID/ パスワードを
指定した SQL CONNECT が出されました。
SYSIBM.SYSLUNAMES または SYSIBM.IPNAMES 内
の、ロケーションに関する項目が SQL CONNECT に指
定されていますが、それは、接続要求にユーザー ID と
RACF パスチケットが必要であることを示しています。

| システムの処置: 接続要求は処理されません。アプリケ
| ーションは非接続ですが、接続可能状態に置かれます。
00D31100
説明: 1 つまたは複数の無効なパラメーターを含むパラ
メーター・リストを指定して、データ通信機能サービス
が呼び出されました。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLCBCS
DSNLCCNR
DSNLCTCN

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムからの関連する診断情報、および、DB2
異常終了が起こったシステムの SVC ダンプと
STS1.LOGREC を入手してください。

DSNLCBUF
DSNLCSIM
DSNLCTDR

DSNLCCCN
DSNLCMSR
DSNLCTRC

DSNLCCDR
DSNLCSRM

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

DSNLCCDR

DSNLCSRM

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31102
説明: データ通信機能サービスが、スレッド制御ブロッ
ク構造の要求に矛盾があることを検出しました。これは
内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
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00D31103
DSNLCCCN

DSNLCSRM

DSNLCTCN

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

00D31104
説明: データ通信機能サービスが、1 次スレッドの分散
処理ブロックを見つけることができません。これは内部
エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLCSRM
DSNLCPCR

DSNLCTCN
DSNLCTDR

DSNLCBCS

DSNLCCNR

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

00D31103

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。

説明: データ通信機能サービスが、無効な論理作業単位
ID (LUWID) を受信したか、 LUWID を受信しなかっ
たかのいずれかです。これは内部エラーです。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCCCN、DSNLCCDR

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムからの関連診断情報、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプそして SYS1.LOGREC を入
手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
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00D31105
説明: データ通信機能サービスが、送信メッセージ操作
について、無効または不正確なバッファー・サイズを検
出しました。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCSRM
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D31106
プを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

00D31106

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

説明: データ通信機能サービスが、無効なメッセージ順
序を検出しました。 1 行以上のデータが失われた可能
性があります。 これは内部エラーです。

00D31108

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCSRM

説明: データ通信機能サービスが、メッセージを受信す
るために誤って (プロトコル違反) 呼び出されました。
これは内部エラーです。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCSRM、DSNLCCNR

オペレーターの応答:
てください。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31107
説明: データ通信機能サービスが、メッセージの待機用
に、誤って (プロトコル違反) 呼び出されました。これ
は内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCSRM、DSNLCCNR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31109
説明: データ通信機能サービスが、メッセージを送信す
るために誤って (プロトコル違反) 呼び出されました。
これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCSRM、DSNLCCNR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答:

DB2 異常終了が起こ
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00D3110A
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3110A
説明: データ通信機能サービスが、無効なメッセージ順
序を検出しました。 1 行以上のデータが失われた可能
性があります。 これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCSRM、DSNLCBCS
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3110B
説明: データ通信リソース・マネージャーが、メッセー
ジを送受信しているときに、 DB2 内で内部エラーを検
出しました。レジスター 4 には、このエラーに関する
追加の情報を提供する理由コードが含まれています。こ
れは内部エラーです。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31110
説明: 計測機能コンポーネント (IFC) からデータ通信
リソース・マネージャーに、ゼロ以外の戻りコードが渡
されました。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCRTR、DSNLCRTD
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLCSRM
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DSNLCSBC

DSNLCSIM

システム・プログラマーに通知し

DSNLCSRR
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00D31111
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

00D31111
説明: 計測機能コンポーネント (IFC) からデータ通信
リソース・マネージャーに、ゼロ以外の戻りコードが渡
されました。これは内部エラーです。

00D31113

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCRTR、DSNLCRTD

説明: データ通信リソース・マネージャーが、1 組の無
効な制御ブロック・ポインターを受信しました。これは
内部エラーです。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCRTR

オペレーターの応答:
てください。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31112
説明: データ通信リソース・マネージャーが、データベ
ース・スレッド制御ブロック内にリモート・スレッド用
の LUWID を見つけることができません。これは内部エ
ラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCRTR、DSNLCRTD
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。各
接続システムから関連する診断情報を入手し、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプおよび
SYS1.LOGREC を入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別:

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31114
説明: データベース・アクセス・スレッドに属する、割
り振り解除された会話用のデータ通信リソース・マネー
ジャー (DCCM) ブロックが、見つかりません。これは
内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCRTR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
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00D31115
らの関連ダンプを入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

00D31115
説明: データ通信リソース・マネージャーによる、デー
タベース・アクセス・スレッドに対する要求をエンキュ
ーしようとする試みが失敗しました。これは内部エラー
です。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCRTR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31116
説明: データ通信リソース・マネージャーが、無効な
DC メッセージ番号を受信しました。これは内部エラー
です。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCRTR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
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問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31117
説明: データ通信リソース・マネージャーが、無効な応
答タイプをもつ要求を受信しました。これは内部エラー
です。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCRTR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31118
説明: メッセージ処理ルーチンが、要求された応答を戻
さずに、データ通信リソース・マネージャーに戻りまし
た。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCRTR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
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00D31119
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D31119
説明: データ通信リソース・マネージャーが、まだ割り
当てていない、または切断されたメッセージ・クラスを
もつ要求を処理しました。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCRTR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3111A
説明: データ通信リソース・マネージャーが、要求の処
理中に予期しない通信エラーを受信しました。これは、
次の理由のいずれかが原因で発生する可能性がありま
す。

v VTAM セッションの障害によって、DB2 会話の早期
終了が起こった。
v VTAM VARY NET、INACTIVE または HALT NET
コマンドが出され、DB2 会話が中断された。
v DB2 内部論理エラーが発生した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLCRTR

DSNLCSIM

DSNLCSND

システムの処置: レコードが SYS1.LOGREC に書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されることがあります。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 論理エラーのた
めにこの異常終了が起こったと思われる場合は、DB2
異常終了が起こったシステムの DSNL027 および
DSNL028 の SYSLOG コンソール・メッセージを調べ
て、異常終了しているエージェントが接続されているシ
ステムを判別してください。接続システムからの
SYS1.LOGREC および SYSLOG データ・セットまたは
同様のデータのコピー、ならびに各接続システムからの
関連ダンプを入手してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3111B
説明: データ通信リソース・マネージャーが、制御ブロ
ック内に、要求を出したスレッドのリモート・ロケーシ
ョンを見つけることができません。これは内部エラーで
す。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLCSIM
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
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00D3111C
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。

#
#
#
#

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

# システムの処置: DDF は異常終了します。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3111C
説明: TCP/IP 機能サービスを呼び出しているときに、
内部論理エラーが発生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLInnn
DSNLInnn は、DCRM の TCP/IP 管理プログラム
CSECT が論理エラーを検出したことを示します。特定
の CSECT 名については、ダンプの表題を参照してくだ
さい。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC のリストおよび
SVC ダンプを集めてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。 DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

# 00D31201
#
#
#
#
#

説明: DB2 は、DRDA と RSYNC のポート間で
TCP/IP PORT 構成パラメーターの矛盾を検出しまし
た。PROFILE.TCPIP データ・セット内の DRDA PORT
ステートメントには BIND ipaddr が指定されています
が、PROFILE.TCPIP データ・セット内の RSYNC
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

PORT ステートメントには BIND ipaddr が指定されて
いません。動的仮想 IP アドレス (VIPA) を使用する場
合は、DRDA PORT と RSYNC PORT の両方が VIPA
を使用するように構成されている必要があります。

システム・プログラマーの応答: 動的 VIPA を使用し
て DB2 PORT 番号にバインドする場合は、DB2 用のポ
ートの予約に使用される PROFILE.TCPIP データ・セッ
ト内の PORT ステートメント上で、DRDA PORT 番号
と RSYNC PORT 番号の両方に対して VIPA が定義さ
れていることを確認してください。動的 VIPA を使用し
て DB2 PORT にバインドしない場合は、DB2 用の
PORT 番号の予約に使用される PROFILE.TCPIP デー
タ・セット内の PORT ステートメント上で、BIND
ipaddr オプションを除去してください。 TCP/IP PORT
構成ステートメントを修正した後、DDF を開始しま
す。

# 00D31202
#
#
#
#
#

説明: DB2 は、RSYNC PORT に対する TCP/IP PORT
構成パラメーターの変更が不整合であることを検出しま
した。 DDF の開始以後に、PROFILE.TCPIP データ・
セット内で RSYNC PORT ステートメントに指定され
た BIND ipaddr が変更されました。

#
#
#
#
#

システムの処置: DDF は異常終了します。この変更に
より、シスプレックス・ルーティング情報が無効である
ために障害が起こったり、無効な IP アドレスがリクエ
スターに戻されるためにコミット再同期障害が起こった
りする場合があります。

# システム・プログラマーの応答: TCP/IP PORT ステー
# トメント内の RSYNC PORT 番号に指定されている
# BIND ipaddr を確認し、DDF を開始してください。
00D3111F
説明: バッファーに入れられた照会データの最大量を超
えました。DRDA サーバー・システムは、1 つの照会デ
ータのブロックを戻すのではなく、複数の余分なブロッ
クを戻します。すべての余分なブロックの中のすべての
行を取り出す代わりに、要求しているアプリケーション
はこの照会に関係ない SQL ステートメントを実行した
か、保持したカーソルがまだオープンしている間にコミ
ットを実行しました。DB2 は余分な転送中のブロック
をバッファーに入れますが、 DB2 は余分なブロックの
セット全体をバッファーに入れることができなかったた
め、結果セットを切り捨てました。その後、アプリケー
ションは取り出しを再開し、切り捨てたポイントよりも
先のデータを取り出そうとしました。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D34401
システムの処置:
た。

SQL ステートメントが失敗しまし

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: どのアプリケーショ
ン・プログラムが失敗したのかを判別し、以下の解決方
法を検討してください。
v カーソル定義により、サーバーが余分なブロックを戻
した。この場合には、行数を減らすようにカーソル定
義を変えることができます。それにより、サーバーに
より戻される余分なブロックも減らすことができま
す。
DB2 UDB サーバー (OS/390 版および z/OS 版) シス
テムは、Optimize For n Rows 文節を使って定義され
ているカーソルに対して余分なブロックを戻し、n 行
を戻すために十分なだけの余分なブロックを戻しま
す。アプリケーションまたはストアード・プロシージ
ャーに、 Optimize For n Rows を使ってカーソルが
定義されている場合、これは、アプリケーションが他
の SQL ステートメントを試行する前に、n 行すべて
を取り出す意図があることを示しています。アプリケ
ーションはその意図を守らず、n 行すべてを取り出す
前に、他の SQL を実行、すなわちコミットしていま
す。この場合には、n の値を減らすようカーソル定義
を変更したり、アプリケーション・ロジックを変更し
て n 行すべてを取り出すか、転送中データがバッフ
ァーに入れられる原因となったステートメントの実行
前にカーソルをクローズするよう指定することができ
ます。
v 戻される余分なブロックの数は、DB2 インストー
ル・パラメーターによって制御できます。DB2 リク
エスター・システムが要求する余分なブロックの最大
数は、DSNTIP5 DB2 インストール・パネルの ″Extra
Blocks Req″ オプションによって決められます。この
値は、DB2 リクエスター・システムがバッファーに
入れることができるよりも多くのブロックをサーバ
ー・システムが戻さないようにするために減らすこと
ができます。
同様に、サーバー・システムがリクエスターに戻す余
分なブロックの最大数を規制する手段を提供すること
もできます。その場合も、この数を減らすことができ
ます。 DB2 UDB サーバー (OS/390 版および z/OS
版) システムの場合、これは DSNTIP5 DB2 インスト
ール・パネルの ″Extra Blocks Srv″ オプションによっ
て決められます。

結果セットを取り出すブロックの詳細については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 5 部 (第 2 巻) を参照してくださ
い。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 14、
17。
00D34401
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) から
分散 RDS(DRDS) に、無効な機能コードが渡されまし
た。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLXRDS
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34404
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) から
分散 RDS (DRDS) に、無効な分散インターフェース・
ブロック (DIB) が渡されました。 これは内部 RDS エ
ラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLXRDS
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
第 39 章 DB2 コード
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00D34405
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34405
説明: データ通信リソース・マネージャー (DCRM) か
ら分散リレーショナル・データ・システム (DRDS) に、
無効な LMPP メッセージ番号が渡されました。これ
は、内部 DCRM エラーまたは内部 DRDS エラーのい
ずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRTR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXQPR、DSNLXSQD
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34407
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
が、 SEND 要求で、データ通信リソース・マネージャ
ー (DCRM) から無効な戻りコードを受信しました。こ
れは、DCRM の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXQEX

DSNLXQFH

DSNLXQOP

DSNLXQPR

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

オペレーターの応答:
てください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。

00D34406
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
が、データ通信リソース・マネージャー (DCRM) から
送信された無効な長さのメッセージを検出しました。こ
のメッセージは、バッファー・サイズよりも長くなって
います。これは、内部 DRDS エラーまたは内部 DCRM
エラーのいずれかです。
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問題判別:

システム・プログラマーに通知し

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
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00D34408
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34408
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
が、データ通信リソース・マネージャー (DCRM) から
無効な LMPP を受信しました。これは、DCRM の内部
エラーまたは DRDS 内部エラーのいずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXOPF
DSNLXPXI

DSNLXPCL
DSNLXRTR

DSNLXPEX

DSNLXPPR

ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3440B

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
が不一致を検出しました。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXCMT
DSNLXGET
DSNLXPEX
DSNLXQAL
DSNLXQOP
DSNLXQUR
DSNLXRBF
DSNLXRCX
DSNLXRFT
DSNLXRSS

DSNLXCNV
DSNLXIVB
DSNLXPPR
DSNLXQCL
DSNLXQPR
DSNLXQXI
DSNLXRCL
DSNLXRCX
DSNLXROP
DSNLXRTR

DSNLXCQS
DSNLXOPF
DSNLXPRS
DSNLXQEX
DSNLXQR
DSNLXRAP
DSNLXRCM
DSNLXRDS
DSNLXRSL
DSNLXRUW

DSNLXDSA
DSNLXOQS
DSNLXPXI
DSNLXQFH
DSNLXQRO
DSNLXRAX
DSNLXRCS
DSNLXRDT
DSNLXRSQ
DSNLXXSS

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込み、失敗した DB2 側で SVC ダンプを要求しま
す。

00D34409

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
が内部的な不一致を検出しました。無効な状態遷移が行
われました。 これは DRDS の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXOPF

DSNLXQFH

DSNLXRTR

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: 接続システムからの
SYS1.LOGREC と SYSLOG データ・セットまたは同様
のデータのコピー、DB2 障害が発生したシステムの
SVC ダンプ、また接続システムからの関連ダンプを入
手してください。問題の識別および報告については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照し
てください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:

DB2 異常終了が起こ
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00D3440C
00D3440C
説明: サイト制御ブロックを要求している分散リレーシ
ョナル・データ・システム (DRDS) がこの時点で存在し
ていなければなりませんが、存在していません。これは
DRDS の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DXNLXRDS

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3440E
説明: 分散要求を受信しましたが、分散データ機能
(DDF) がアクティブではありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRDS、DSNLXRUW

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。

システムの処置: 要求は処理されません。

オペレーターの応答:
てください。

ユーザーの処置: システム・オペレーターに通知してく
ださい。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3440D
説明: 分散統計アカウンティング制御ブロックが存在し
ません。これは、分散データ機能 (DDF) の内部エラー
です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXDSA
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
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オペレーターの応答: DDF が始動したことを確認して
ください。
00D3440F
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
が、データ通信リソース・マネージャー (DCRM) から
送信された無効な長さのメッセージを検出しました。こ
のメッセージはバッファー・サイズより小さくなってい
ますが、 DCRM からの戻りコードは、このメッセージ
があるバッファーより大きいことを示しています。これ
は、内部 DRDS エラーまたは内部 DCRM エラーのい
ずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXQPR、DSNLXSQD
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
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00D34410
00D34410
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
が、RECEIVE 要求で、データ通信リソース・マネージ
ャー (DCRM) から無効な戻りコードを受信しました。
これは DCRM の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXQPR、DSNLXQFH
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34411
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
が内部的な不一致を検出しました。指定された状態が正
しくありません。これは DRDS の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXOPF

DSNLXQFH

DSNLXRTR

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか

らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34412
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
が内部的な不一致を検出しました。内部バッファー・オ
フセット変数に無効な値が含まれています。これは
DRDS の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXQGT
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34413
説明: 応答側サイトから受け取ったメッセージに関する
データ・ヘッダーに、無効な情報が含まれています。こ
れは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXQGT、DSNLXQFH
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
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00D34414
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34414
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) が、
データのヌル標識のための区域を指定していません。こ
れは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXQGT
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34416
説明: 完全な応答が期待されていたときに、会話で不完
全な応答が受信されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXQFH
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

00D34415

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

説明: RDI に指定された入力ホスト変数 SQLDA の形
式が有効ではありません。これは内部エラーです。

00D34417

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXIVB

説明: DRDS が、連続ブロック取り出しモードに入ろ
うとする違法な試みを検出しました。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXQFH

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:
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システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。

DB2 異常終了が起こ
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00D34418
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34418
説明: リモート・サーバーが正常に接続されませんでし
た。 SYSIBM.USERNAMES 表に外部向けのための (ア
ウトバウンド) 行がないにもかかわらず、 TYPE 列が、
プラン所有者の DB2 許可 ID にリモート許可 ID を使
用することを記述する、'O' が指定されていたためで
す。外部向けのための (アウトバウンド) 名前変換を必
要とする 'O' または 'B' を、SYSIBM.LUNAMES の
USERNAMES 列に指定する場合は、
SYSIBM.USERNAMES の表に、リモート許可 ID を記
述する項目を指定して、 LU と通信する DB2 許可 ID
で使用できるようにしておかなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLXQAL
システムの処置: 「リソース利用不能」がアプリケーシ
ョンに戻されます。 要求はリモート・システムには送
られません。
オペレーターの応答:
てください。

通信データベース管理者に通知し

00D34419
説明: RDS が DRDS に無効な DESCRIBE 要求を渡し
ました。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLXRDS
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3441B
説明: DRDS が会話の無効な使用を検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXCNV
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID とは別のリモート許可 ID を使用する場合は、
DB2 許可 ID に使用できるリモート許可 ID を正しく
指定する行が、 SYSIBM.USERNAMES 表の行に含まれ
ていることを確認してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。

問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別:

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
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トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3441C
説明: 分散処理サービス・ブロック (DPSB) の割り振
りが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXCNV
DSNLXQOP

DSNLXQCL
DSNLXQPR

DSNLXQEX
DSNLXSQD

DSNLXQFH
DSNLXQXI

ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ
ムからの関連ダンプを入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3441E

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3441D
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
のサブコンポーネントが、処理に必要な制御構造が存在
しないと判断しました。これは、DB2 の内部エラーで
す。

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
のサブコンポーネントが、実行すべき機能が有効な機能
でないと判断しました。これは、DB2 の内部エラーで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXRCM DSNLXRCN
DSNLXRUW

DSNLXRCX

DSNLXRQX

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。各接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、 DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、および各接続シ
ステムからの関連ダンプを入手してください。 問題の
識別および報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRUW

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。

00D3441F

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
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説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
のサブコンポーネントが無効な状態にあり、要求された
機能を処理することができません。これは、DB2 の内
部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRUW
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00D34420
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ
ムからの関連ダンプを入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34420
説明: DB2 が COMMIT/ROLLBACK 処理を調整しな
い環境 (たとえば、IMS または CICS) で実行されてい
るときに、アプリケーションが動的 COMMIT または
ROLLBACK 操作を実行しました。これは、アプリケー
ション・エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRUW
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG デー
タ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障害が
発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システムか
らの関連ダンプを入手してください。

00D34422
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、 CONNECT 処理中に、分散ト
ランザクション・マネージャー (DTM) から予期しない
戻りコードを受信しました。 これは、DB2 の内部エラ
ーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRCN
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ
ムからの関連ダンプを入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34423
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、要求を生成する呼び出しで、分
散データ交換サービス (DDIS) サブコンポーネントから
予期しない戻りコードを受信しました。これは、DB2
の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXPRS DSNLXRAX
DSNLXRCM DSNLXRDT
DSNLXRSL DSNLXRSQ

DSNLXRBF
DSNLXRFT

DSNLXRCL
DSNLXROP

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
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コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ
ムからの関連ダンプを入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34424
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、応答を構文解析する呼び出し
で、分散データ交換サービス (DDIS) サブコンポーネン
トから予期しない戻りコードを受信しました。これは、
DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXRAX
DSNLXRDT
DSNLXRSL

DSNLXRBF
DSNLXRFT
DSNLXRSQ

DSNLXRCL
DSNLXROP

DSNLXRCM
DSNLXRQX

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ
ムからの関連ダンプを入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34425
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、データ通信リソース・マネージ
ャー (DC) サブコンポーネントから予期しない戻りコー
ドを受信しました。これは、DB2 の内部エラーです。

1076

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXRAX
DSNLXRCX
DSNLXRQX

DSNLXRBF
DSNLXRCX
DSNLXRQX

DSNLXRCL
DSNLXRFT
DSNLXRSQ

DSNLXRCM
DSNLXROP

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ
ムからの関連ダンプを入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34426
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、DSNHDECP 内に無効な日付形
式を検出しました。これは、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRCM
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ
ムからの関連ダンプを入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別:

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
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00D34427
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

ムからの関連ダンプを入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

00D34427

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、DSNHDECP 内に無効な時刻形
式を検出しました。これは、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRCM
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ
ムからの関連ダンプを入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34429
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、 RDI 内の呼び出しタイプが無
効であることを検出しました。これは、DB2 の内部エ
ラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRSQ
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ

00D3442A
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、出口がチェーンイングされてい
ることを示す戻りコードをデータ通信リソース・マネー
ジャーから受信しました。しかし、出口はチェーンイン
グしてはなりません。これは、DB2 の内部エラーで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLXRBF

DSNLXRCL

DSNLXRFT

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ
ムからの関連ダンプを入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D3442B
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、構文解析プログラムの呼び出し
で、ゼロ以外の SQL 戻りコードを受け取りました。こ
れは、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRCM
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
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00D3442E
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続システムからの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットまたは同様のデータのコピー、DB2 障
害が発生したシステムの SVC ダンプ、また接続システ
ムからの関連ダンプを入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

ト・サーバーのシステム・プログラマーに相談して、問
題を診断してください。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、 5、 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3442F

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、ローカル DB2 で分散リレーシ
ョナル・データベース・アーキテクチャーの上級 SQL
プロトコル (ASP) を使用して要求を処理しているとき
に矛盾を検出しました。

00D3442E

矛盾は、以下のような形で現れます。

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、ローカル DB2 で分散リレーシ
ョナル・データベース・アーキテクチャーの上級 SQL
プロトコル (ASP) を使用して要求を処理しているとき
に矛盾を検出しました。
ローカル DB2 は、リモート・サーバーが動的
COMMIT 要求を正常に処理したことを示す
ENDUOWRM を受け取りましたが、ENDUOWRM に伴
って出された SQLCARD には、負の SQL 戻りコード
が含まれています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLXRAX
システムの処置: 警報が生成されます。 このエラーが
以前に検出されたことがなかった場合は、メッセージ
DSNL031I が MVS コンソールに書き出され、リモー
ト・サーバーからの応答を含むトレース・レコードが統
計クラス 4 に書き込まれます。エラーがすでに検出さ
れていた場合は、前に生じたエラーから得られた情報を
用いて問題を診断することができます。
実行時、アプリケーションはこの操作に対して
SQLCODE +30100 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 失敗した要求の LUWID に関連するトレー
ス・レコードを調べ、ローカル DB2 が受け取った応答
メッセージおよびデータを判別してください。リモー
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v 組み込み SELECT SQL ステートメントを処理する際
に、この組み込み SELECT SQL ステートメントを以
前に実行した結果として得られた SQLDTARD が、
この SQL ステートメントの現行の実行で受信された
SQLDTARD と同一でない。
v OPEN カーソル SQL ステートメントを処理する際
に、PREPARE の結果、またはこの SQL ステートメ
ントの以前の実行の結果得られた、以前のデータの記
述が、この SQL ステートメントの現行の実行で受信
したデータの記述と同一でない。
結果として得られたデータの各列のデータ長、データ・
タイプおよび CCSID に矛盾がないかどうかが検査され
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXROP、DSNLXRSL
システムの処置: 警報が生成されます。 このエラーが
以前に検出されたことがなかった場合は、メッセージ
DSNL031I が MVS コンソールに書き出され、リモー
ト・サーバーからの応答を含むトレース・レコードが統
計クラス 4 に書き込まれます。エラーがすでに検出さ
れていた場合は、前に生じたエラーから得られた情報を
用いて問題を診断することができます。
実行時、アプリケーションはこの操作に対して
SQLCODE -30020 を受け取ります。この作業単位での
その後の要求では、SQLCODE -900 または -906 を受け
取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システムの処置:

問題判別: 失敗した要求の LUWID に関連するトレー
ス・レコードを調べ、ローカル DB2 が受け取った応答
メッセージおよびデータを判別してください。リモー
ト・サーバーのシステム・プログラマーに相談して、問
題を診断してください。

00D34436

ローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、 5、 83。
リモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、 49。
00D34431
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、FREE パッケージ要求を処理し
ているときにエラーを検出しました。これは、DB2 の
内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRUW
システムの処置:

要求は正常に処理されませんでした。

要求は正常に処理されませんでした。

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、リモート・プログラムの BIND
要求にローカル・システムが指定されていることを検出
しました。 これは、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRCN
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

00D34432
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、リモート・プログラムの BIND
処理時に、正の SQL 戻りコードを検出しました。これ
は、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRUW
システムの処置:

要求は正常に処理されました。

00D34433
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、リモート・プログラムの BIND
処理時に、負の SQL 戻りコードを検出しました。これ
は、DB2 の内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRUW
システムの処置:

要求は正常に処理されませんでした。

00D34434
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、会話を割り振り解除するように
強制されました。これは、DB2 の内部エラーです。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。
00D34438
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、DESCRIBE 要求の結果として、
リレーショナル・データ・システム (RDS) から無効な
SQLD 値を受信しました。これは、DB2 の内部エラー
です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXXSS
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
プが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 および DSNL028 SYSLOG
コンソール・メッセージを調べて、異常終了しているエ
ージェントが接続されているシステムを判別してくださ
い。接続している各システムの SYS1.LOGREC と
SYSLOG データ・セットのコピー、DB2 障害が発生し
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00D3443A
たシステムの SVC ダンプ、接続している各システムの
関連ダンプを、すべて入手してください。問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

v ローカル DB2 ではチェーンが切断されたと思い、リ
モート・サーバーではチェーンが影響を受けなかった
と思っている。
v ローカル DB2 は BEGIN BIND への応答を処理中に
負の SQL 戻りコードを受け取ったが、リモート・サ
ーバーはまだチェーンを切断していない。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXRCX、DSNLXRQX

00D3443A
説明: リモート・システムからのデータベース・アクセ
ス要求が失敗しました。 SYSIBM.USERNAMES 表にイ
ンバウンド行が含まれているにもかかわらず、 TYPE
列が、リモート・プラン所有者の許可 ID に DB2 許可
ID を使用することを記述する 'I' として指定されていた
ためです。 SYSIBM.LUNAMES の USERNAMES 列
に、インバウンド名変換を必要とする 'I' または 'B' を
指定する場合は、 SYSIBM.USERNAMES 表に、LU か
らの各リモート許可 ID にどの DB2 許可 ID を使用す
るかを記述する項目を含めなければなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLXALC
システムの処置: DSNL030I メッセージが、サーバー側
で出されます。データベース・アクセス・エージェント
は割り振られません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID と異なるリモート許可 ID を使用しようとする場
合は、 SYSIBM.USERNAMES 表に、すべてのリモート
許可 ID に使用される DB2 許可 ID を正しく指定する
行が含まれていることを確認してください。
問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。
00D3443B
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、ローカル DB2 で分散リレーシ
ョナル・データベース・アーキテクチャーの上級 SQL
プロトコル (ASP) を用いてチェーン要求を処理してい
るときに、不一致を検出しました。
不一致の例には、次のものがあります。
v ローカル DB2 ではチェーンが影響を受けなかったと
思い、リモート・サーバーではチェーンが切断された
と思っている。
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システムの処置: 警報が生成されます。 このエラーが
以前に検出されたことがなかった場合は、メッセージ
DSNL031I が MVS コンソールに書き出され、リモー
ト・サーバーからの応答を含むトレース・レコードが統
計クラス 4 に書き込まれます。エラーがすでに検出さ
れていた場合は、前に生じたエラーから得られた情報を
用いて問題を診断することができます。
BIND 時に、アプリケーションは DSNT500I メッセー
ジを受け取ります。実行時、アプリケーションは、この
操作に対して SQLCODE -904 を受け取ります。この作
業単位でのその後の要求では、SQLCODE -900 または
-906 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 失敗した要求の LUWID に関連するトレー
ス・レコードを調べ、ローカル DB2 が受け取った応答
メッセージおよびデータを判別してください。リモー
ト・サーバーのシステム・プログラマーに相談して、問
題を診断してください。
ローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、 5、 83。
リモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D3443C
説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
が、ストリング変換要求で、リレーショナル・データ・
システム (RDS) から無効な戻りコードを受信しまし
た。これは DRDS の内部エラーです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLXQTD
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
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00D3443D
まれ、DB2 の異常終了が起こったシステムで SVC ダ
ンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 異常終了が起こ
ったシステムの DSNL027 と DSNL028 SYSLOG コン
ソール・メッセージを調べて、異常終了しているエージ
ェントが接続しているシステムを判別してください。接
続している各システムの SYS1.LOGREC と SYSLOG
データ・セットのコピー、DB2 障害が発生したシステ
ムの SVC ダンプ、接続している各システムの関連ダン
プを、すべて入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 56、
57。

説明: リモート・システムからのデータベース・アクセ
ス要求が失敗しました。 SYSIBM.USERNAMES 表にイ
ンバウンド行が含まれていなかったにもかかわらず、
TYPE 列が、リモート・パッケージ所有者の許可 ID に
DB2 許可 ID を使用することを記述する 'I' として指定
されていたためです。 SYSIBM.LUNAMES の
USERNAMES 列に、インバウンド名変換を必要とする
'I' または 'B' を指定する場合は、SYSIBM.USERNAMES
表に、LU からの各リモート許可 ID にどの DB2 許可
ID を使用するかを記述する項目を含めなければなりま
せん。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLXRCS
システムの処置: データベース・アクセス・エージェン
トは割り振られません。
オペレーターの応答: 通信データベース管理者に通知し
てください。

00D3443D
説明: リモート・システムからのデータベース・アクセ
ス要求が失敗しました。 SYSIBM.USERNAMES 表にイ
ンバウンド行が含まれていないにもかかわらず、 TYPE
列が、リモート 1 次許可 ID に DB2 許可 ID を使用
することを記述する 'I' として指定されていたためで
す。 SYSIBM.LUNAMES の USERNAMES 列に、イン
バウンド名変換を必要とする 'I' または 'B' を指定する
場合は、SYSIBM.USERNAMES 表に、LU からの各リ
モート許可 ID にどの DB2 許可 ID を使用するかを記
述する項目を含めなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLXALC
システムの処置: DSNL030I メッセージが、サーバー側
で出されます。データベース・アクセス・エージェント
は割り振られません。
オペレーターの応答:
てください。

00D3443E

通信データベース管理者に通知し

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID と異なるリモート許可 ID を使用しようとする場
合は、 SYSIBM.USERNAMES 表に、すべてのリモート
許可 ID に使用される DB2 許可 ID を正しく指定する
行が含まれていることを確認してください。
問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID と異なるリモート許可 ID を使用しようとする場
合は、 SYSIBM.USERNAMES 表に、すべてのリモート
許可 ID に使用される DB2 許可 ID を正しく指定する
行が含まれていることを確認してください。
問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。
00D3443F
説明: リモート・サーバーが正常に接続されませんでし
た。 SYSIBM.USERNAMES 表に外部向けのための (ア
ウトバウンド) 行が含まれていなかったにもかかわら
ず、 TYPE 列がパッケージ所有者の DB2 許可 ID に
リモート許可 ID を使用することを記述する 'O' として
指定されていたためです。外部向けのための (アウトバ
ウンド) 名前変換を必要とする 'O' または 'B' を、
SYSIBM.LUNAMES の USERNAMES 列に指定する場
合は、SYSIBM.USERNAMES の表に、リモート許可 ID
を記述する項目を指定して、 LU と通信する DB2 許可
ID で使用できるようにしておかなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLXRCM
システムの処置: 「リソース利用不能」がアプリケーシ
ョンに戻されます。 要求はリモート・システムには送
られません。
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00D34440
オペレーターの応答:
てください。

通信データベース管理者に通知し

システム・プログラマーの応答: SYSIBM.LUNAMES
の USERNAMES の列が、示されている LUNAME に正
しく指定されていることを確認してください。 DB2 許
可 ID とは別のリモート許可 ID を使用する場合は、
DB2 許可 ID に使用できるリモート許可 ID を正しく
指定する行が、 SYSIBM.USERNAMES 表の行に含まれ
ていることを確認してください。
問題判別: SYSIBM.USERNAMES 表を分析して、間違
った項目または抜けている項目がないかを調べてくださ
い。
00D34440
説明: リモート・バインド処理中に、タイムアウトまた
はデッドロックが検出されました。これは、 BIND、
REBIND、または FREE の途中で発生する可能性があり
ます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLXRUW
システムの処置:

BIND は正常に処理されません。

ユーザーの処置:
ください。

BIND サブコマンドをもう一度出して

システム・プログラマーの応答:

不要。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1 (1525
ページ)。

| 00D34443
| 説明: ユーザー ID、パスワードが IMS または CICS
| 環境で有効ではありません。 IMS または CICS アプリ
| ケーションから、ユーザー ID とパスワードを指定した
| SQL CONNECT が出されました。
|
|

システムの処置: 接続要求は処理されません。アプリケ
ーションは非接続ですが、接続可能状態に置かれます。

| 00D34444
| 説明: ローカル DB2 への接続要求時にサブミットされ
| たユーザー ID またはパスワードが、サポートされてい
| る最大長を超えています。 最大長は、いずれも 8 文字
| です。
| システムの処置: 接続要求は処理されません。アプリケ
| ーションは非接続ですが、接続可能状態に置かれます。
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# 00D34445
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、リモート・リクエスターから受
け取った DDM CNTQRY コマンドの処理中にエラーを
検出しました。前の CNTQRY コマンドが
QRYROWSET パラメーターを指定しており、行数を行
セットとして戻すように指示しています。ブロッキング
限界がリクエスターに対して有効になっているので、部
分的な行セットのみがリクエスターに戻され、要求され
た行セットの行数は取り出されないまま保留されます。
DRDA の規則では、この後続の CNTQRY コマンド
は、行セットの保留行数に等しい QRYROWSET 値を指
定するか、保留行セットからの照会ブロックをリセット
する必要があります。 CNTQRY コマンドは、照会ブロ
ックをリセットする QRYRSTBLK パラメーターを指定
していないので、このコマンドは保留行セットを完了す
るものと想定されます。要求された QRYROWSET 値
は、前の CNTQRY によって要求された行セットの保留
行数と等しくないので、DRDA 例外が生成されました。

# システムの処置: メッセージ DSNL032I がコンソール
# に書き込まれます。詳細については、このメッセージの
# 説明を参照してください。
# DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、リクエスタ
# ー・システムに戻されます。
# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

# 問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
# 番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
# する必要があります。
#
#
#
#

リクエスター・システムが DB2 for OS/390 システムで
ある場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリ
ストされている診断項目 1、83、49 を収集してくださ
い。

# DSNL032I メッセージを生成する DB2 サーバー・シス
# テムで、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリスト
# されている診断項目 1、83、49 を収集してください。
# 00D34447
#
#
#
#
#

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、リモート・リクエスターから受
け取った DDM CNTQRY コマンドの処理中にエラーを
検出しました。 OPNQRY コマンド、および最初の
CNTQRY コマンドのどちらかまたは両方に
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00D34448
#
#
#
#
#
#

QRYROWSET パラメーターを指定した場合は、後続の
すべての CNTQRY コマンドに QRYROWSET パラメー
ターを明示的に指定する必要があります。 CNTQRY コ
マンドが DRDA 規則により必要な QRYROWSET パラ
メーターを指定していないため、DRDA 例外が生成され
ました。

# システムの処置: メッセージ DSNL032I がコンソール
# に書き込まれます。詳細については、このメッセージの
# 説明を参照してください。
# DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、リクエスタ
# ー・システムに戻されます。
# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

# 問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
# 番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
# する必要があります。
#
#
#
#

リクエスター・システムが DB2 for OS/390 システムで
ある場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリ
ストされている診断項目 1、83、49 を収集してくださ
い。

# DSNL032I メッセージを生成する DB2 サーバー・シス
# テムで、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリスト
# されている診断項目 1、83、49 を収集してください。
# 00D34448
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、リモート・リクエスターから受
け取った DDM CNTQRY コマンドの処理中にエラーを
検出しました。 OPNQRY コマンド、および最初の
CNTQRY コマンドの両方に QRYROWSET パラメータ
ーを指定しなかった場合、後続のすべての CNTQRY コ
マンドに QRYROWSET パラメーターを指定してはなり
ません。 CNTQRY コマンドが DRDA 規則で禁止され
ている QRYROWSET パラメーターを指定しているた
め、DRDA 例外が生成されました。

# システムの処置: メッセージ DSNL032I がコンソール
# に書き込まれます。詳細については、このメッセージの
# 説明を参照してください。
# DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、リクエスタ
# ー・システムに戻されます。
# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
# システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある

# と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
# ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
# を参照してください。
# 問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
# 番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
# する必要があります。
#
#
#
#

リクエスター・システムが DB2 for OS/390 システムで
ある場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリ
ストされている診断項目 1、83、49 を収集してくださ
い。

# DSNL032I メッセージを生成する DB2 サーバー・シス
# テムで、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリスト
# されている診断項目 1、83、49 を収集してください。
# 00D34449
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、リモート・リクエスターから受
け取った DDM CNTQRY コマンドの処理中にエラーを
検出しました。 CNTQRY コマンドにスクロール・パラ
メーター (QRYSCRORN、
QRYROWNBR、QRYROWSNS、QRYBLKRST、
QRYRTNDTA など) が指定されていますが、カーソル
がスクロール可能でないか、スクロール可能なカーソル
にリクエスターがスクロール不能な方式でアクセスして
います (OPNQRY コマンドと最初の CNTQRY コマン
ドが QRYROWSET パラメーターを指定していない)。
DRDA 例外が生成されました。

# システムの処置: メッセージ DSNL032I がコンソール
# に書き込まれます。詳細については、このメッセージの
# 説明を参照してください。
# DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、リクエスタ
# ー・システムに戻されます。
# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

# 問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
# 番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
# する必要があります。
#
#
#
#

リクエスター・システムが DB2 for OS/390 システムで
ある場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリ
ストされている診断項目 1、83、49 を収集してくださ
い。

# DSNL032I メッセージを生成する DB2 サーバー・シス
# テムで、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリスト
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00D3444A
# されている診断項目 1、83、49 を収集してください。
# 00D3444A
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、リモート・リクエスターから受
け取った DDM CNTQRY コマンドの処理中にエラーを
検出しました。 CNTQRY はスクロール可能カーソルか
らデータを取り出しており、リクエスターがこのカーソ
ルにスクロール可能方式でアクセスしています。
CNTQRY コマンドは 1 つ以上の LOB 列を LOB デー
タとして戻しますが、CNTQRY コマンドの
RTNEXTDTA パラメーター (LOB 値を戻す方法を指示
する) が、DRDA 規則により必要な RTNEXTALL を指
定していません。DRDA 例外が生成されました。

# システムの処置: メッセージ DSNL032I がコンソール
# に書き込まれます。詳細については、このメッセージの
# 説明を参照してください。
# DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、リクエスタ
# ー・システムに戻されます。
# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

# 問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
# 番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
# する必要があります。
#
#
#
#

リクエスター・システムが DB2 for OS/390 システムで
ある場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリ
ストされている診断項目 1、83、49 を収集してくださ
い。

# DSNL032I メッセージを生成する DB2 サーバー・シス
# テムで、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリスト
# されている診断項目 1、83、49 を収集してください。
# 00D3444C
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
サブコンポーネントが、リモート・リクエスターから受
け取った DDM CNTQRY コマンドの処理中にエラーを
検出しました。前の CNTQRY コマンドが
QRYROWSET パラメーターを指定しており、行数を行
セットとして戻すように指示しています。ブロッキング
限界がリクエスターに対して有効になっているので、部
分的な行セットのみがリクエスターに戻され、要求され
た行セットの行数は取り出されないまま保留されます。
処理中の CNTQRY コマンドは QRYRTNDTA 値を
FALSE と指定しましたが、DRDA 規則では、この後続
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# の CNTQRY コマンドは明示的または暗黙的に
# QRYRTNDTA 値を TRUE と指定する必要があります。
# DRDA 例外が検出されました。
# システムの処置: メッセージ DSNL032I がコンソール
# に書き込まれます。詳細については、このメッセージの
# 説明を参照してください。
# DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、リクエスタ
# ー・システムに戻されます。
# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

# 問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
# 番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
# する必要があります。
#
#
#
#

リクエスター・システムが DB2 for OS/390 システムで
ある場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリ
ストされている診断項目 1、83、49 を収集してくださ
い。

# DSNL032I メッセージを生成する DB2 サーバー・シス
# テムで、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリスト
# されている診断項目 1、83、49 を収集してください。
# 00D3444D
# 説明: 分散リレーショナル・データ・システム (DRDS)
# サブコンポーネントがエラーを検出しました。これは、
# DB2 の内部エラーです。
# システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
# まれ、DB2 異常終了が起こったシステムで SVC ダン
# プが要求されます。
# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
# システム・プログラマーの応答: 1525 ページの『付録
# B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
# てください。 56、 57。
# 00D3444E
# 説明: ストアード・プロシージャーの結果セットに、サ
# ポートされないデータ・タイプが含まれています。
# システムの処置: ストアード・プロシージャー呼び出し
# は失敗します。
# プログラマーの応答: リクエスターによってサポートさ
# れるデータ・タイプのみを含む結果セットを戻すよう
# に、ストアード・プロシージャーを変更してください。
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00D35000 • 00D35101
# また、リクエスター側のコードのレベルをアップグレー
# ドして、サーバーから戻されたデータ・タイプをサポー
# トするレベルにすることもできます。
00D35000
説明: DB2 が DRDA 例外条件を検出しました。これ
は、他の理由コードでは扱わない状況を説明する総称的
な理由コードです。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZxxx
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

集されるリモート・システムすべてを識別します。
ユーザーの処置: クライアントが出した SQL 要求を、
DB2 が処理することはできません。回避策として、SQL
要求を簡素化し、DRDA を使用するデータを記述するた
めの LED の数を減らします。たとえば、取り出される
列が DB2 (MVS 版) システム・デフォルトの CCSID
とは別のコード・ページ (CCSID) である場合は、LED
が必要になる場合があります。
オペレーターの応答: アプリケーション・プログラマー
または SQL ステートメントを作成するユーザーに通知
してください。
リモート DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シス
テムである場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』 にリストされている以下の診断項目を集めてくだ
さい。 83。リモートの DRDA クライアントが他のシス
テムである場合は、診断情報に関するクライアント・プ
ロダクトの資料を参照してください。
DB2 DRDA サーバーでは、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている以下の診断項目を集めて
ください。 1、49。

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNLZSRD

ローカル DB2 で以下の診断項目を集めてください。

00D35101

v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ
00D35030
説明: DRDA サーバーとして作動している DB2 が、
リモート DRDA クライアントからの SQL 要求の処理
中にエラーを検出しました。 DB2 は、DRDA クライア
ントに戻すための DDM 照会記述子 (QRYDSC または
FDODSC) を作成していましたが、作成することができ
ませんでした。これは、この記述子には、DB2 がサポ
ートする環境記述子 (LED) よりも新しい環境記述子が
必要なためです。
システムの処置: DBAA は異常終了します。リモー
ト・システムとの会話は終了します。サーバーのコンソ
ールには、DSNL027I メッセージと共に 1 つまたは複
数の DSNL028I メッセージが出されます。DSNL028I
メッセージは分散エージェントも存在して診断情報も収

説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。応答 DSS またはオブジェクト DSS 以外の
DDM レベル 6b のオブジェクトは、無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
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00D35102
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35102
説明: DB2 は、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答データ・オブジ
ェクトの中でエラーを検出しました。レベル 6b の
OBJDSS に受け取ったオブジェクトが、DDM レベル 3
では有効として定義されていません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30072 と SQLSTATE
58016 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35103
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM レベル 3 で反復不能と定義された
DDM 応答データ・オブジェクトの複数のインスタンス
が、戻されました。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
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いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35104
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。応答データ・オブジェクトが、DRDA によっ
て定義されていません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30071 および
SQLSTATE 58015 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
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00D35105
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。

この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA

v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ
00D35105
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM レベル 3 では、このコマンドの有効
な応答オブジェクトとして定義されていますが、 DB2
はこのオブジェクトをサポートしません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35106
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。このオブジェクトは、単一の OBJDSS に入
っていなければなりませんが、他のオブジェクトを含む
OBJDSS に入って受信されました。このオブジェクト
は、単一の DSS に含まれていなければなりませんが、
他の DDM オブジェクトを含んでいる DSS に入れられ
て受信されました。

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35107
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM レベル 3 で DDM コマンドに必須と
して定義された 1 つ以上の DDM 応答データ・オブジ
ェクトが、受信されていません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
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00D35108
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

カラーで構成されるコレクションです。 SELECT で戻
される単一行を記述する FDODSC スカラーが、
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトに含まれていま
せん。 DDM SQLDTARD オブジェクトは、FDODSC
と FDODTA DDM のオブジェクトを含むコレクション
です。単一行を記述する FDODSC エレメントが、
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトに含まれていま
せん。

00D35108
説明: DB2 が、DDM EXCSQLSTT コマンドへの応答
として受け取った DDM SQLDTARD 応答データ・オブ
ジェクト内で、エラーを検出しました。 SQL の操作は
SELECT であり、SQLDTARD 内に含まれる FDODSC
スカラーのサイズが 32KB を超えています。これをサ
ポートするために必要な DDM 拡張の長さフィールド
が、無効です。 SQL 操作は SELECT であり、
SQLDTARD コレクション内に含まれる FDODSC オブ
ジェクトのサイズが、32KB を超えています。これをサ
ポートするために必要な DDM 拡張の長さフィールド
が、無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35109
説明: DB2 が、DDM EXCSQLSTT コマンドへの応答
として受け取った DDM SQLDTARD 応答データ・オブ
ジェクト内で、エラーを検出しました。 DDM
SQLDTARD オブジェクトは、FDODSC と FDODTA ス
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この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3510A
説明: DB2 が、DDM EXCSQLSTT コマンドへの応答
として受け取った DDM SQLDTARD 応答データ・オブ
ジェクト内で、エラーを検出しました。 DDM
SQLDTARD オブジェクトは、FDODSC と FDODTA ス
カラーで構成されるコレクションです。 FDODSC が記
述する単一行を含む FDODTA スカラーが、
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトに含まれていま
せん。 DDM SQLDTARD オブジェクトは、FDODSC
と FDODTA DDM のオブジェクトを含むコレクション
です。単一行を含む FDODTA エレメントが、
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトに含まれていま
せん。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
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DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3510B
説明: DB2 が、DDM EXCSQLSTT コマンドへの応答
として受け取った DDM SQLDTARD 応答データ・オブ
ジェクト内で、エラーを検出しました。 SQL 操作は
SELECT であり、FDODTA スカラー内に含まれる結果
行のサイズが 32KB を超えています。これをサポート
するのに必要な FDODTA DDM の拡張長さフィールド
が、無効です。 SQL 操作は SELECT であり、結果と
して得られる行のサイズが 32KB を超えています。こ
れをサポートするために必要な DDM 拡張の長さフィー
ルドが、無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:

DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3510C
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 SQL の操作は SELECT であり、FDODSC
と FDODTA のスカラーで構成される DDM コレクシ
ョンである SQLDTARD のサイズが、コンポーネントの
FDODSC と FDODTA スカラーの長さの合計より大き
くなっています。このオブジェクトは無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3510D
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、変更をマシンが理解
できる形で知らせる TYPDEFNAM です。 DDM オブ
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00D3510E
ジェクトの長さが正しくありません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3510E
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、変更をマシンが理解
できる形で知らせる TYPDEFNAM です。 DDM オブ
ジェクトの値が、DRDA がサポートしていないマシン環
境を指定しています。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。
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このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3510F
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、CCSID におけるリ
モート・サーバーの変更を知らせる TYPDEFOVR コレ
クションです。コンポーネント・スカラーである
CCSIDSBC、 CCSIDMBC、または CCSIDDBC のいず
れかの長さが正しくありません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:

番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス

00D35110
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受信したリモート・サーバーの
CCSID の変更を知らせる DDM TYPEDEFOVR 応答デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。
TYPEDEFOVR に、CCSIDSBC スカラー (SBCS

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35111
CCSID) のオカレンスが複数含まれています。これはエ
ラーです。 DDM オブジェクトは、CCSID におけるリ
モート・サーバーの変更を知らせる TYPDEFOVR コレ
クションです。 CCSIDSBC (SBCS CCSID) コード・ポ
イントが無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35111
説明: DB2 が、DDM コマンドに対するリモート・サ
ーバー応答として受信したリモート・サーバー CCSID
の変更を知らせる DDM TYPEDEFOVR 応答データ・オ
ブジェクトの中にエラーを検出しました。
TYPEDEFOVR に、CCSIDSBC スカラー (MIXED
CCSID) のオカレンスが複数含まれています。これはエ
ラーです。 DDM オブジェクトは、CCSID におけるリ
モート・サーバーの変更を知らせる TYPDEFOVR コレ
クションです。 CCSIDMBC (MIXED CCSID) コード・
ポイントが無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35112
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受信したリモート・サーバーの
CCSID の変更を知らせる DDM TYPEDEFOVR 応答デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。
TYPEDEFOVR に、CCSID スカラー (GRAPHIC
CCSID) のオカレンスが複数含まれています。これはエ
ラーです。 DDM オブジェクトは、CCSID におけるリ
モート・サーバーの変更を知らせる TYPDEFOVR コレ
クションです。 CCSIDDBC (GRAPHIC CCSID) コー
ド・ポイントが無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

第 39 章 DB2 コード

1091

00D35113
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35113
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、CCSID におけるリ
モート・サーバーの変更を知らせる TYPDEFOVR コレ
クションです。 DDM オブジェクトの長さが無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ

オペレーターの応答:
てください。

v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

00D35115
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 OBJDSS 内のコンポーネントの DDM オブ
ジェクトの長さの合計が、DSS キャリアの長さと一致
しません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

00D35114

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM 応答メッセージの長さが、その DSS
キャリアの長さと一致しません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
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00D35116
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ

の FDODTA エレメントに、データを含まないヌルの
SQLDTAGRP と SQL SELECT 操作が成功したことを
示すヌルの SQLCAGRP が含まれています。これは矛盾
しています。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA

v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

00D35116

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM 応答メッセージが、現行のコマンドに
対して有効でありません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ
00D35118

v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ

説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてアプリ
ケーション・サーバー (AS) から DDM 応答データ・オ
ブジェクトを受け取りましたが、このオブジェクトにエ
ラーを検出しました。応答データ・オブジェクトの
DDM 最小レベル属性 (つまり、このオブジェクトをサ
ポートするのに必要な DDM のレベル) が、
CONNECT 処理時に指定された AS の DDM レベルを
超えています。

v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ

この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA

00D35117

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。

説明: DB2 が、EXCSQLSTT DDM コマンドへの応答
として受信した SQLDTARD 応答データ・オブジェクト
に、エラーを検出しました。 SQLDTARD コレクション

アプリケーションは、SQLCODE -30020 と SQLSTATE
58009 を受け取ります。
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00D35119
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
してください。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。
00D35119
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてアプリ
ケーション・サーバー (AS) から受け取った DDM 応答
メッセージの中でエラーを検出しました。応答メッセー
ジの DDM 最小レベル属性 (つまり、応答メッセージを
サポートするのに必要な DDM のレベル) が、
CONNECT 処理時に指定された AS の DDM レベルを
超えています。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30020 と SQLSTATE
58009 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
してください。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
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00D3511A
説明: DB2 は、照会結果セットを生成する DDM
EXCSQLSTT コマンドを出し、応答としてリモート・サ
ーバーから DRDA 要約コンポーネントを受け取りまし
たが、そのコンポーネントにエラーを検出しました。
DRDA 要約コンポーネントは、 DDM RSLSETRM 応答
メッセージ、 DDM SQLCARD または SQLDTARD 応
答データ・オブジェクト、および DDM SQLRSLRD 応
答データ・オブジェクトで構成されていなければなりま
せん。 SQLCARD と SQLDTARD のいずれも要約コン
ポーネントに含まれていません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30020 および
SQLSTATE 58009 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL031I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。
DB2 リクエスターでは、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている、次の診断項目を集めてくだ
さい。1、 83。
DRDA サーバーが DB2 (OS/390 版および z/OS 版) の
場合には、DB2 診断情報を使用できます。この場合、
DB2 サーバーで 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D3511B
説明: DB2 は、照会結果セットを生成する DDM
EXCSQLSTT コマンドを出し、応答としてリモート・サ
ーバーから DRDA 要約コンポーネントを受け取りまし
たが、そのコンポーネントにエラーを検出しました。
DRDA 要約コンポーネントは、 DDM RSLSETRM 応答
メッセージ、 DDM SQLCARD または SQLDTARD 応
答データ・オブジェクト、および DDM SQLRSLRD 応
答データ・オブジェクトで構成されていなければなりま
せん。 SQLRSLRD オブジェクトが要約コンポーネント
に含まれていません。
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00D3511C
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30020 および
SQLSTATE 58009 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL031I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。
DB2 リクエスターでは、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている、次の診断項目を集めてくだ
さい。1、 83。
DRDA サーバーが DB2 (OS/390 版および z/OS 版) の
場合には、DB2 診断情報を使用できます。この場合
は、 DB2 サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1。
00D3511C
説明: DB2 は、照会結果セットを生成する DDM
EXCSQLSTT コマンドを出し、応答としてリモート・サ
ーバーから DRDA 要約コンポーネントを受け取りまし
たが、そのコンポーネントにエラーを検出しました。
DRDA 要約コンポーネントは、 DDM RSLSETRM 応答
メッセージ、 DDM SQLCARD または SQLDTARD 応
答データ・オブジェクト、および DDM SQLRSLRD 応
答データ・オブジェクトで構成されていなければなりま
せん。 SQLRSLRD 応答データ・オブジェクトが
RSLSETRM 応答メッセージの前にありませんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30020 および
SQLSTATE 58009 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:

DB2 にエラーがある

と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL031I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。
DB2 リクエスターでは、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている、次の診断項目を集めてくだ
さい。1、 83。
DRDA サーバーが DB2 (OS/390 版および z/OS 版) の
場合には、DB2 診断情報を使用できます。この場合、
DB2 サーバーで 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D3511D
説明: DB2 が、照会結果セットを生成する DDM
EXCSQLSTT コマンドへの応答としてリモート・サーバ
ーから受け取った DRDA 要約コンポーネントまたは
DRDA 結果セット・コンポーネント内にエラーを検出し
ました。 DRDA 要約コンポーネントは、 DDM
RSLSETRM 応答メッセージ、 DDM SQLCARD または
SQLDTARD 応答データ・オブジェクト、および DDM
SQLRSLRD 応答データ・オブジェクトで構成されてい
なければなりません。 DRDA 結果セット・コンポーネ
ントは、少なくとも DDM OPNQRYRM 応答メッセー
ジおよび DDM QRYDSC 応答データ・オブジェクトで
構成されていなければなりません。SQLRSLRD オブジ
ェクトの次に OPNQRYRM メッセージがありません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30020 および
SQLSTATE 58009 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL031I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。
DB2 リクエスターでは、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている、次の診断項目を集めてくだ
さい。1、 83。
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00D351FF
DRDA サーバーが DB2 (OS/390 版および z/OS 版) の
場合には、DB2 診断情報を使用できます。この場合、
DB2 サーバーで 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D351FF
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから DDM 応答メッセージを受け取りまし
た。この応答メッセージは DDM コマンドに対しては有
効ではあるものの、 DDM コマンドおよび、その後の
SQL ステートメントが正常に処理されなかったことを
示しています。アプリケーションは、SQLCODE
(-300xx) と関連 SQLSTATE を通じて、障害の通知を受
け取ります。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージで示された IFCID シ
ーケンス番号によって識別される統計クラス 4 のトレ
ース・レコードを分析してください。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ

この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35202
説明: DB2 が、OPNQRY または EXCSQLSTT DDM
コマンドへの応答として受け取った QRYDSC または
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトにエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、QRYDSC か、また
は SQLDTARD のコレクションの FDODSC スカラーで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。 SQLCADTA
行 (RLO) MDD が無効であるか、SQLDTARD 記述子内
に含まれていなかったかのいずれかです。記述子は無効
です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS

v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

00D35201

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、SQLDTARD の
FDODSC エレメントです。 FDODSC のサイズが 32KB
よりも大きく、DDM レベル 6b 拡張長さフィールドが
無効です。
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オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35203
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

ープ以外のものであるか、あるいは、SQLCAGRP また
は SQLCAGRP レプリケーション係数 (またはこの両
方) からとられたエレメントの数が正しくありません。
記述子は無効です。 DDM オブジェクトは、QRYDSC
であるか、または SQLDTARD コレクションの
FDODSC エレメントのいずれかです。 FDOCA の形状
が正しくありません。 行の最初のエレメントが前期
SQLCAGRP のエレメント以外のものです。 記述子は無
効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS

00D35203
説明: DB2 が、OPNQRY または EXCSQLSTT DDM
コマンドへの応答として受け取った QRYDSC または
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトにエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、QRYDSC か、また
は SQLDTARD のコレクションの FDODSC スカラーで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。 SQLCADTA
行のトリプレット (RLO) が無効であるか、
SQLDTARD 記述子に含まれていなかったかのいずれか
です。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35204
説明: DB2 が、OPNQRY または EXCSQLSTT DDM
コマンドへの応答として受け取った QRYDSC または
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトにエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、QRYDSC か、また
は SQLDTARD のコレクションの FDODSC スカラーで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。 SQLCADTA
行の最初のコンポーネントが SQLCAGRP (初期) グル

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35205
説明: DB2 が、OPNQRY または EXCSQLSTT DDM
コマンドへの応答として受け取った QRYDSC または
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトにエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、QRYDSC か、また
は SQLDTARD のコレクションの FDODSC スカラーで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。 SQLCADTA
行の最初のコンポーネントは、SQLCAGRP のエレメン
トを正確に列挙しています。しかし、SQLDTAGRP (後
期) グループを示す 2 番目のコンポーネントが正しくあ
りません。 SQLTAGRP ローカル ID (LID) が、以前に
指定した SQLDTAGRP の LID と異なるか、
SQLDTAGRP 反復因数からとられたエレメントの数が
正しくないかのいずれかです。記述子は無効です。
DDM オブジェクトは、QRYDSC または SQLDTARD
コレクションの FDODSC エレメントのいずれかです。
第 39 章 DB2 コード
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00D35206
FDOCA の形状が正しくありません。 行の最初のエレ
メントは前期 SQLCAGRP のエレメントを正確に列挙し
ていますが、 SQLCAGRP LID に続くローカル ID
(LID) が、前に指定された SQLDTAGRP グループの
LID と異なっています。記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35206
説明: DB2 が、OPNQRY または EXCSQLSTT DDM
コマンドへの応答として受け取った QRYDSC または
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトにエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、QRYDSC か、また
は SQLDTARD のコレクションの FDODSC スカラーで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。 前に指定し
た SQLDTAGRP の後期グループ記述子に、後期環境記
述子が 1 つまたは複数含まれています。しかし、
SQLDTARD 行 (RLO) のメタデータ定義 (MDD) が正
しくないか、 SQLDTARD 記述子に含まれていなかった
かのいずれかです。記述子は無効です。 DDM オブジェ
クトは、QRYDSC か、または SQLDTARD のコレクシ
ョンの FDODSC スカラーです。 FDOCA の形状が正し
くありません。 以前に処理された SQLDTAGRP グル
ープに、後期環境記述子が 1 つまたは複数含まれてい
ました。しかし、SQLDTARD 行 (RLO) のメタデータ
定義 (MDD) が記述子に含まれていません。記述子は無
効です。
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この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35207
説明: DB2 が、OPNQRY または EXCSQLSTT DDM
コマンドへの応答として受け取った QRYDSC または
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトにエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、QRYDSC か、また
は SQLDTARD のコレクションの FDODSC スカラーで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。 SQLDTARD
が行トリプレット (RLO) 以外として指定されている
か、 SQLDTARD RLO のトリプレットの長さが無効で
あるかのいずれかです。記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35208
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35208
説明: DB2 が、OPNQRY または EXCSQLSTT DDM
コマンドへの応答として受け取った QRYDSC または
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトにエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、QRYDSC か、また
は SQLDTARD のコレクションの FDODSC スカラーで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。 SQLDTARD
RLO で参照される SQLCADTA LID が、SQLCADTA
RLO に定義された LID と一致していないか、あるいは
SQLDTARD RLO のエレメントまたは反復因数 (あるい
はその両方) がゼロ以外であったかのいずれかです。記
述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
この DB2 がスレッドの AR である場合、受信された
DDM オブジェクトは SQLDTA または QRYDSC で
す。アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。この DB2 がスレッ
ドのリモート・サーバーである場合、受信された DDM
オブジェクトは SQLDTA です。 DSCINVRM は AR
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
ローカル DB2 で以下の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード

リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ
00D35209
説明: DB2 が、OPNQRY または EXCSQLSTT DDM
コマンドへの応答として受け取った QRYDSC または
SQLDTARD 応答データ・オブジェクトにエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、QRYDSC か、また
は SQLDTARD のコレクションの FDODSC スカラーで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。 QRYDSC
または FDODSC に先行する LL で指定された長さが、
OBJDSS キャリアの長さより長くなっているか、または
コンポーネントの形状の 1 つの長さ (トリプレット長)
が、QRYDSC または FDODSC の長さと一致しませ
ん。記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3520A
説明: DB2 が、EXCSQLSTT DDM コマンドへの応答
として受信した SQLDTARD 応答データ・オブジェクト
に、エラーを検出しました。 DDM オブジェクトは、
SQLDTARD コレクションの FDODSC スカラーであ
第 39 章 DB2 コード

1099

00D3520B
り、複数の DDM レベル 6b OBJDSS キャリアに含ま
れています。記述子は無効です。 DDM オブジェクト
は、SQLDTARD コレクションの FDODSC スカラーで
す。 SQLDTARD は、複数のレベル 6b オブジェクト
DSS に含まれています。記述子は無効です。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3520B
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、OPNQRY コマンド
から戻された QRYDSC です。これが、複数の DDM
レベル 6b の DSS にまたがっています。 1 つまたは
複数のレベル 6b DSS が、オブジェクト (OBJ) DSS 以
外のものです。記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。
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システム・プログラマーに通知し

00D3520C
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージまた
は DDM 応答データ・オブジェクトの中でエラーを検出
しました。 DDM オブジェクトは、OPNQRY コマンド
から戻された QRYDSC です。これが、複数の DDM
レベル 6b オブジェクトの DSS にまたがっています。
含んでいるオブジェクト DSS の 1 つまたは複数の
DDM コード・ポイントが、 QRYDSC (X'241A') 以外
のものです。記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D3520D
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00D3520D
説明: DB2 が、OPNQRY DDM コマンドへの応答とし
て受け取った QRYDSC 応答データ・オブジェクトの中
にエラーを検出しました。 1 つまたは複数の照会ブロ
ック内に収められた QRYDSC は不完全です。つまり、
OPNQRY コマンドに応じて QRYDSC 全体が戻されて
いません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3520E
説明: DB2 が、照会結果セットを生成する DDM
EXCSQLSTT コマンドへの応答としてリモート・サーバ
ーから受け取った DDM QRYDSC または DDM 応答デ
ータ・オブジェクト内にエラーを検出しました。
QRYDSC オブジェクトが記述している列の数が、
DDM SQLCINRD オブジェクトが記述している列の数と
矛盾しています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30020 および
SQLSTATE 58009 を受け取ります。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL031I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。
DB2 リクエスターでは、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている、次の診断項目を集めてくだ
さい。1、 83。
DRDA サーバーが DB2 (OS/390 版および z/OS 版) の
場合には、DB2 診断情報を使用できます。この場合、
DB2 サーバーで 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D35301
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
にエラーを検出しました。この応答メッセージのコー
ド・ポイントは、DDM レベル 3 ではサポートされませ
ん。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

第 39 章 DB2 コード

1101

00D35302
00D35302
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
にエラーを検出しました。応答メッセージに、DDM レ
ベル 3 ではサポートしていないコード・ポイントをも
つ、 1 つまたは複数の構成インスタンス変数が含まれ
ています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35303
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
にエラーを検出しました。応答メッセージの長さが、構
成インスタンス変数の長さの合計より大きくなっていま
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

1102

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35304
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
にエラーを検出しました。 DDM レベル 3 で、この応
答メッセージに必須として指定された 1 つまたは複数
のインスタンス変数が、応答メッセージに含まれていま
せん。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

システム・プログラマーに通知し

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35305
00D35305
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
にエラーを検出しました。応答メッセージの長さが、す
べての構成インスタンス変数の長さの合計を超えていま
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35306
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
にエラーを検出しました。 RDBNAM インスタンス変
数の長さは、DDM レベル 3 で指定した 18 バイトにな
っていますが、バイト 17 および 18 がブランクではあ
りません。 DB2 は 16 バイトの RDBNAM だけしかサ
ポートしません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35307
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
にエラーを検出しました。 DDM の列挙型値インスタン
ス変数 DTALCKST の値が、 FALSE (X'F0') または
TRUE (X'F1') でありません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

第 39 章 DB2 コード

1103

00D35308
00D35308
説明: DB2 が、EXCSAT DDM コマンドへの応答とし
てリモート・サーバーから受け取った MGRLVLRM 応
答メッセージにエラーを検出しました。指定された
MGRLVL は、DB2 ではサポートされません。 DB2
は、次の DDM レベル 3 管理プログラムをサポートし
ます。 CMNAPPC、 SUPERVISOR、 SECMGR、
AGENT、 DIRECTORY、 SQLAM、および RDB。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35309

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3530A
説明: ACCRDB DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った ACCRDBRM 応答メッセ
ージに、 DB2 がエラーを検出しました。 DB2 は、現
在、PRDID インスタンス変数の値が指定したサーバー
に接続することができません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

説明: DB2 が、ACCRDB コマンドへの応答としてリモ
ート・サーバーから受け取った ACCRDBRM 応答メッ
セージの中にエラーを検出しました。 PRDID インスタ
ンス変数の長さが無効です。

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。
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システム・プログラマーに通知し

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D3530B
00D3530B
説明: DB2 が、DDM OPNQRY コマンドへの応答とし
てリモート・サーバーから受け取った DDM 応答メッセ
ージにエラーを検出しました。示されたインスタンス変
数 QRYPRCTYP の値が、SNGROWPRC または
LMTBLKPRC 以外の値です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58017 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3530C
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
にエラーを検出しました。 DRDA が指定した重大度コ
ード (SVRCOD) インスタンス変数の値が、この応答メ
ッセージでは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3530D
説明: ACCRDB DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った ACCRDBRM 応答メッセ
ージに、 DB2 がエラーを検出しました。コレクション
である、DDM TYPDEFOVR インスタンス変数に、
CCSIDSBC、CCSIDMBC、または CCSIDDBC 以外のス
カラー・インスタンス変数が含まれています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:

DB2 にエラーがある
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00D3530E
00D3530E
説明: DB2 が、ACCRDB DDM コマンドへの応答とし
て、リモート・サーバーから受け取った ACCRDBRM
応答メッセージにエラーを検出しました。コレクション
である TYPDEFOVR インスタンス変数の長さが、構成
スカラー・インスタンス変数の長さの合計と異なってい
ます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35310
説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
にエラーを検出しました。 DDM の可変長のコレクショ
ンまたはスカラーの長さが、 DDM レベル 3 で指定し
た長さと異なっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

オペレーターの応答:
てください。

00D3530F

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
にエラーを検出しました。 DDM の固定長のコレクショ
ンまたはスカラーの長さが、DDM レベル 3 で指定した
長さと異なっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。
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システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーに通知し
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00D35311
00D35311
説明: DB2 が、DDM EXCSQLIMM または
EXCSQLSTT コマンドへの応答として、アプリケーショ
ン・サーバー (AS) から受け取った DDM 応答メッセー
ジに、エラーを検出しました。 CONNECT 時に指定さ
れた AS DDM レベルは 4 ですが、動的 COMMIT ま
たは ROLLBACK が実行されたことを知らせる
ENDUOWRM が戻されました。 DDM レベル 4 をサポ
ートする AS からの正しい応答は、CMMRQSRM 応答
メッセージです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRPY
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30020 と SQLSTATE
58009 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
してください。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

|
|
|

問題判別: DSNL031I メッセージに列挙される IFCID
シーケンス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコ
ードを分析してください。

| DRDA リクエスターが DB2 (OS/390 版) システムでも
| ある場合は、リクエスターの DB2 システムで 1525 ペ
| ージの『付録 B. 問題判別』: 83 にリストされている診
| 断項目を集めてください。
| このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
| 問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
| ださい。 49。
| 00D35314
| 説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
| ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
| にエラーを検出しました。 QRYATTSNS インスタンス
| 変数の値が、この DDM レベル 6 のコマンドでは認識
| されません。
| システムの処置: DB2 は、アラートを生成し、コンソ
| ールにメッセージ DSNL031I を書き込みます。詳細に
| ついては、このメッセージの説明を参照してください。
| アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
| SQLSTATE 58008 を受信します。
| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

| 問題判別: DSNL031I メッセージに列挙される IFCID
| シーケンス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコ
| ードを分析してください。

| 00D35313
| 説明: DB2 が、DDM コマンドへの応答としてリモー
| ト・サーバーから受け取った DDM 応答メッセージの中
| にエラーを検出しました。 QRYATTUPD インスタンス
| 変数の値がこの DDM レベル 6 コマンドでは認識され
| ません。
|
|
|

システムの処置: DB2 は、アラートを生成し、コンソ
ールにメッセージ DSNL031I を書き込みます。詳細に
ついては、このメッセージの説明を参照してください。

|
|

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

|
|

オペレーターの応答:
てください。

|
|
|
|

DRDA リクエスターが DB2 (OS/390 版) システムでも
ある場合は、リクエスターの DB2 システムで 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』: 83 にリストされている診
断項目を集めてください。

| このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
| 問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
| ださい。 49。

システム・プログラマーに通知し
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00D35401
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

00D35401
説明: DDM コマンドへの応答としてリモート・サーバ
ーから受け取った DDM SQLCARD 応答データ・オブ
ジェクトに、 DB2 がエラーを検出しました。このオブ
ジェクトには、SQLCAXGRP 早期グループ記述子で記
述されたように、 SQLERRMSG_m および
SQLERRMSG_s の両方のエレメントに関してゼロ以外
の長さが含まれています。これは DRDA に指定されて
いるように無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRCA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
してください。
00D35501
説明: DDM PRPSQLSTT コマンドへの応答として、リ
モート・サーバーから受け取った DDM SQLDARD 応
答データ・オブジェクトに、DB2 がエラーを検出しま
した。 SQLDARD 配列内の SQLDAROW オカレンス
の総数を定義する、SQLNUMGRP の単一エレメントの
値 (SQLNUM) が、負であるか、または SQLDARD 配
列のサイズと一致しないかのいずれかです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35502
説明: DDM PRPSQLSTT コマンドへの応答として、リ
モート・サーバーから受け取った DDM SQLDARD 応
答データ・オブジェクトに、DB2 がエラーを検出しま
した。 1 つまたは複数の SQLDAROW オカレンスの中
で、(a) SQLNAME_m および SQLNAME_s の長さが両
方ともゼロ以外であるか、 (b) SQLLABEL_m および
SQLLABEL_s の長さが両方ともゼロ以外であるか、ま
たは (c) SQLCOMMENTS_m および
SQLCOMMENTS_s の長さが両方ともゼロ以外であるか
のいずれかです。このデータは、DRDA で定義されるよ
うに、前期 SQLDAGRP グループ記述子に関しては無効
です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRDA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35601
ます。データが記述子と一致しません。

00D35601
説明: ローカル DB2 から受信したコマンド・データ、
または DDM コマンドへの応答としてリモート・サーバ
ーから受け取った応答データに、DB2 がエラーを検出
しました。コマンド・データまたは応答データは、
FDOCA の前期または後期記述子によって記述されま
す。後期記述子は前にあれば、妥当性の検査は済んでい
ます。現在データ・ストリームから検索しているデータ
は、単純データ配列 (SDA) によって記述されていて、2
バイトの長さフィールドが可変長データの長さを定義し
ています。長さフィールドの値が負であるか、または
SDA が指定した最大長よりも大きくなっています。デ
ータが記述子と一致しません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZFDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
このエラーが応答データで生じた場合、アプリケーショ
ンは SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受
信します。このエラーがコマンド・データで生じた場合
は、 DDM DTAMCHRM 応答メッセージが AR に戻さ
れます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35602
説明: ローカル DB2 から受信した SQLSTT、
SQLSTTVRB、 SQLOBJNAM、または SQLDTA デー
タ・オブジェクトに、 DB2 がエラーを検出しました。
データ・ストリームから検索するデータの長さは、前期
または後期記述子の一部である SDA によって定義され
ています。この長さが、コマンド・データ・オブジェク
トの OBJDSS キャリアの残りの部分の長さを超えてい

この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZFDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM DTAMCHRM 応答メッセージが AR に戻されま
す。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35603
説明: DB2 が、 DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った SQLCARD、
SQLDARD、または SQLDTARD 応答データ・オブジェ
クトの中にエラーを検出しました。応答データは、
SQLCAGRP もしくは SQLDAGRP の前期記述子または
SQLDTAGRP (SQLDTARD 内に含まれている) の後期
記述子のいずれかによって記述されます。検索するデー
タの長さは、SQLCAGRP もしくは SQLDAGRP の前期
グループにあるコンポーネント SDA のデフォルトの長
さ、または SQLDTAGRP の後期グループにある SDA
の長さの指定によって指定されます。 DDM コマンドに
応じて受信された OBJDSS はすべて処理されました
が、 SQLCARD、SQLDARD、または SQLDTARD が不
完全です。これらは全体として戻さなければなりませ
ん。データが記述子と一致しません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZFDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
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00D35604
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35604
説明: DB2 が、 DDM コマンドへの応答としてリモー
ト・サーバーから受け取った SQLCARD、
SQLDARD、または SQLDTARD 応答データ・オブジェ
クトの中にエラーを検出しました。応答データは、
SQLCAGRP もしくは SQLDAGRP の前期記述子または
SQLDTAGRP (SQLDTARD 内に含まれている) の後期
記述子のいずれかによって記述されます。検索するデー
タの長さは、SQLCAGRP もしくは SQLDAGRP の前期
グループにあるコンポーネント SDA のデフォルトの長
さ、または SQLDTAGRP の後期グループにある SDA
の長さの指定によって指定されます。キャリア OBJDSS
を使い尽くしましたが、すべてのオブジェクトが集めら
れていません。オブジェクトは正確に 1 つの OBJDSS
キャリアに含まれていなければなりません。そのように
なっていないので、データが記述子と一致していませ
ん。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZFDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:
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番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35605
説明: DB2 が、DDM OPNQRY または CNTQRY コマ
ンドへの応答としてリモート・サーバーから受け取った
QRYDTA 応答データ・オブジェクトの中にエラーを検
出しました。応答データは、DDM QRYDSC 応答デー
タ・オブジェクトで伝送される SQLDTARD 後期記述子
によって記述され、前に妥当性検査されています。応答
データは複数の照会ブロックにわたっており、各照会ブ
ロックはレベル 6b DSS に含まれています。 1 つまた
は複数のレベル 6b の DSS が、DDM レベル 6b オブ
ジェクト DSS 以外のものです。これは無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZFDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
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00D35606
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

00D35606
説明: DB2 が、DDM OPNQRY または CNTQRY コマ
ンドへの応答としてリモート・サーバーから受け取った
QRYDTA 応答データ・オブジェクトの中にエラーを検
出しました。応答データは、DDM QRYDSC 応答デー
タ・オブジェクトで伝送される SQLDTARD 後期記述子
によって記述され、前に妥当性検査されています。応答
データは複数の照会ブロックにわたっており、各照会ブ
ロックはレベル 6b オブジェクト DSS (OBJDSS) 内に
含まれています。 1 つまたは複数の DDM 応答デー
タ・オブジェクトのコード・ポイントが、QRYDTA
(X’241B’) 以外のものです。これは無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZFDT

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。

オペレーターの応答:
てください。

v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35607
説明: DDM OPNQRY または CNTQRY への応答とし
てリモート・サーバーから受け取った、 QRYDTA 応答
データ・オブジェクトに、DB2 がエラーを検出しまし
た。カーソルは単一行のプロトコル (SNGROWPRC) に
よって処理されています。 QRYDTA は複数の照会ブロ
ックにわたっても構いませんが、全体で戻さなければな
りません。そのようになっていません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZFDT
システムの処置:

警報が生成され、メッセージ

v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ
00D35608
説明: DB2 が、DDM OPNQRY または CNTQRY コマ
ンドへの応答としてリモート・サーバーから受け取った
QRYDTA 応答データ・オブジェクトの中にエラーを検
出しました。応答データは、DDM QRYDSC 応答デー
タ・オブジェクトで伝送される SQLDTARD 後期記述子
によって記述され、前に妥当性検査されています。
QRYDTA から検索すべき現行データは、ヌル終止デー
タを定義する SDA によって記述されます (DRDA タイ
プは、 X'2C'、X'2D'、X'2E'、X'2F'、 X'42' または
X'43')。ヌル終止符が応答データに見つかりません。
QRYDSC が定義した記述子と、データが一致しませ
ん。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZFDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答:

DB2 にエラーがある
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00D35609
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

す。 FDOCA の形状が正しくありません。 後期記述子
には後期環境記述子が含まれています。 SQLDTAGRP
メタデータ定義 (MDD) が無効であるか、記述子に含ま
れていなかったかのいずれかです。記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
発生した場合は、DSCINVRM 応答メッセージが AR に
戻されます。

00D35609
説明: DB2 が、数値データの変換エラーを検出しまし
た。次のような原因が考えられます。浮動小数点数変換
のオーバーフロー、あるいは範囲外の数字の桁。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZFDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30073 および
SQLSTATE 58017 を受け取ります。
ユーザーの処置: 数値データを調べてください。 S/370
タイプ以外の計算機を介して DB2 に接続している場合
は、浮動小数点値がシステム/370 浮動小数点数の範囲内
にないと、オーバーフローが起こる可能性があります。
浮動小数点範囲に関する詳細については、 DB2 SQL 解
説書 の付録 A を参照してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL031I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35702
説明: DRDA の SQLDTARD または SQLDTA 後期記
述子のいずれかに入っている SQLDTAGRP の後期グル
ープ記述子を処理しているときに、DB2 がエラーを検
出しました。 DDM オブジェクトは、
QRYDSC、SQLDTARD、または SQLDTA のいずれかで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。
SQLDTAGRP トリプレットが、FDOCA ヌル可能グルー
プとして定義されていません。 記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT

00D35701
説明: DRDA の SQLDTARD または SQLDTA 後期記
述子のいずれかに入っている SQLDTAGRP の後期グル
ープ記述子を処理しているときに、DB2 がエラーを検
出しました。 DDM オブジェクトは、
QRYDSC、SQLDTARD、または SQLDTA のいずれかで
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システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35703
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
発生した場合は、DSCINVRM 応答メッセージが AR に
戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35703
説明: DRDA の SQLDTARD または SQLDTA 後期記
述子のいずれかに入っている SQLDTAGRP の後期グル
ープ記述子を処理しているときに、DB2 がエラーを検
出しました。 DDM オブジェクトは、
QRYDSC、SQLDTARD、または SQLDTA のいずれかで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。
SQLDTAGRP 構成トリプレットの 1 つのローカル ID
(LID) が、後期環境記述子によって前もって定義されて
おらず、LID がデフォルトの環境記述子 LID (LID>
X'49') の境界の外側にあります。デフォルト LID は
DRDA タイプと同一であることに注意してください。記
述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
発生した場合は、DSCINVRM 応答メッセージが AR に
戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:

と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35704
説明: DRDA の SQLDTARD または SQLDTA 後期記
述子のいずれかに入っている SQLDTAGRP の後期グル
ープ記述子を処理しているときに、DB2 がエラーを検
出しました。 DDM オブジェクトは、
QRYDSC、SQLDTARD、または SQLDTA のいずれかで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。 構成
SQLDTAGRP SDA の 1 つのローカル ID (LID) が、後
期環境記述子によって前もって定義されていなかった
か、有効なデフォルト LID でないかのいずれかです。
デフォルト LID は DRDA タイプと同一であることに
注意してください。記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
起こった場合は、 DSCINVRM 応答メッセージがローカ
ル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判

DB2 にエラーがある
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00D35705
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35705
説明: DB2 が、DRDA の SQLDTARD または
SQLDTA 後期記述子のどちらかに含まれている
SQLDTAGRP の後期グループ記述子を処理していると
きに、エラーを検出しました。 DDM オブジェクトは、
QRYDSC、 SQLDTARD 応答データ・オブジェクト、
または SQLDTA コマンド・データ・オブジェクトのい
ずれかです。 FDOCA の形状が正しくありません。
OBJDSS キャリアはすべて処理されましたが、
SQLDTAGRP が集められていません。 SQLDTAGRP は
不完全であり、記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT
システムの処置: QRYDSC または SQLDTARD 応答デ
ータ・オブジェクトでこのエラーが起こった場合には、
アプリケーションは SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。 DDM SQLDTA オブ
ジェクトでこのエラーが起こった場合は、 DSCINVRM
応答メッセージがローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード

00D35706
説明: DRDA の SQLDTARD または SQLDTA 後期記
述子に含まれている SQLDTAGRP の後期グループ記述
子を処理しているときに、DB2 がエラーを検出しまし
た。 DDM オブジェクトは、SQLDTARD または
SQLDTA のいずれかであり、単一 OBJDSS に入ってい
なければなりません。 SQLDTARD または SQLDTA の
DDM オブジェクトの長さが定義するように、記述子が
不完全であり、したがって無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
このエラーが SQLDTARD DDM オブジェクトで発生す
る場合は、アプリケーションは SQLCODE -30000 およ
び SQLSTATE 58008 を受信します。 DDM SQLDTA
オブジェクトでこのエラーが起こった場合は、
DSCINVRM 応答メッセージがローカル DB2 に戻され
ます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35707

リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ

説明: DRDA の SQLDTARD 後期記述子に含まれてい
る SQLDTAGRP の後期グループ記述子を処理している
ときに、DB2 がエラーを検出しました。 DDM オブジ
ェクトは、複数の照会ブロックおよび DDM レベル 6b
DSS にまたがる QRYDSC です。 1 つまたは複数の包
含レベル 6b DSS が、オブジェクト (OBJ) DSS 以外の
ものです。記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT
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システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35708
説明: DRDA の SQLDTARD 後期記述子に含まれてい
る SQLDTAGRP の後期グループ記述子を処理している
ときに、DB2 がエラーを検出しました。 DDM オブジ
ェクトは、複数の照会ブロックおよび DDM レベル・オ
ブジェクト 6b DSS にまたがる QRYDSC です。 1 つ
または複数の包含 DDM オブジェクトのコード・ポイン
トが、 QRYDSC (X'241B') 以外のものです。記述子は
無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

00D35709
説明: QRYDSC DDM オブジェクトに含まれている
SQLDTAGRP の後期グループ記述子を処理していると
きに、 DB2 がエラーを検出しました。 FDOCA の形状
が正しくありません。 SQLDTAGRP の長さ指定が、
QRYDSC レベル 6b DSS キャリアのサイズを超えてい
ます。記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ
00D3570A
説明: DRDA の SQLDTARD または SQLDTA 後期記
述子のいずれかに入っている SQLDTAGRP の後期グル
ープ記述子を処理しているときに、DB2 がエラーを検
出しました。 DDM オブジェクトは、 QRYDSC、
SQLDTARD、または SQLDTA のいずれかです。構成
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00D3570B
SQLDTAGRP SDA の 1 つにある長さオーバーライド
値は、プレースホルダー長の値です。しかし、許される
プレースホルダー長は、受け取られませんでした。これ
は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
発生した場合は、DCINVRM 応答メッセージがリモート
の DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の
第 2 部を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモート DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シス
テムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D3570B
説明: DRDA の SQLDTA 後期記述子に含まれている
SQLDTAGRP の後期グループ記述子を処理していると
きに、DB2 がエラーを検出しました。 DDM オブジェ
クトは OUTOVR オブジェクトです。ゼロ以外のローカ
ル ID (LID) を、出力オーバーライド記述子として受け
取りましたが、 LID の値が、現在の DRDA レベル
(DRDA レベル 4) で許可されているレベルではありま
せん。これは無効です。
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この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZGDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DSCINVRM 応答メッセージがリモート DRDA クライ
アントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35801
説明: SQLDTARD または SQLDTA 後期記述子の中の
SQLDTAGRP 後期グループ記述子の前の後期環境記述
子を処理しているときに、DB2 がエラーを検出しまし
た。 DDM オブジェクトは、QRYDSC、SQLDTARD、
または SQLDTA です。 FDOCA の形状が正しくありま
せん。 後期環境記述子のメタデータ定義が、有効な
DRDA タイプを指定していません。 SDA および記述子
全体が無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZLEP
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
起こった場合は、 DSCINVRM 応答メッセージがローカ
ル DB2 に戻されます。
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00D35802
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35802
説明: SQLDTARD または SQLDTA 後期記述子に含ま
れている SQLDTAGRP の後期グループ記述子の前の後
期環境記述子を処理しているときに、DB2 がエラーを
検出しました。 DDM オブジェクトは、 QRYDSC、
SQLDTARD 応答データ・オブジェクト、または
SQLDTA コマンド・データ・オブジェクトのいずれか
です。 FDOCA の形状が正しくありません。 後期環境
記述子のメタデータ定義 (MDD) が、 0 のローカル ID
(LID) を指定しているか、リレーショナル・データベー
ス以外のアプリケーション・クラス (X'05' 以外) を定義
しているか、あるいはメタデータ参照タイプが X'01' 以
外のものです。 MDD および記述子全体が無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZLEP
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
起こった場合は、 DSCINVRM 応答メッセージがローカ
ル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:

IFCID シーケンス番号が示す統計クラス 4 のトレー
ス・レコードを分析してください。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35803
説明: SQLDTARD または SQLDTA 後期記述子の中の
SQLDTAGRP 後期グループ記述子の前の後期環境記述
子を処理しているときに、DB2 がエラーを検出しまし
た。 DDM オブジェクトは、QRYDSC、SQLDTARD、
または SQLDTA のいずれかです。 FDOCA の形状が正
しくありません。 後期環境記述子のメタデータ定義
(MDD) は有効ですが、 MDD に続く記述子が SDA で
ないか、または長さが 12 (X'0C') 以外の SDA である
かのいずれかです。 SDA および記述子全体が無効で
す。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZLEP
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
起こった場合は、 DSCINVRM 応答メッセージがローカ
ル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
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00D35804
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZLEP

00D35804
説明: SQLDTARD または SQLDTA 後期記述子の中の
SQLDTAGRP 後期グループ記述子の前の後期環境記述
子を処理しているときに、DB2 がエラーを検出しまし
た。 DDM オブジェクトは、QRYDSC、SQLDTARD、
または SQLDTA のいずれかです。 FDOCA の形状が正
しくありません。 後期環境記述子のメタデータ定義
(MDD) は有効ですが、MDD のすぐ後の SDA が、
DRDA タイプを指定変更していて、このタイプを
DRDA はサポートしません。 SDA および記述子全体が
無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZLEP
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
起こった場合は、 DSCINVRM 応答メッセージがローカ
ル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35805
説明: SQLDTARD または SQLDTA 後期記述子に含ま
れている SQLDTAGRP の後期グループ記述子の前の後
期環境記述子を処理しているときに、DB2 がエラーを
検出しました。 DDM オブジェクトは、 QRYDSC、
SQLDTARD、または SQLDTA データ・オブジェクトで
す。 FDOCA の形状が正しくありません。 後期環境記
述子のサイズが、DDM レベル 6b DSS キャリアのサイ
ズを超えています。記述子は無効です。
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システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: QRYDSC または
SQLDTARD 応答データ・オブジェクト (SQLDTARD
後期記述子) 内でこのエラーが発生した場合には、アプ
リケーションは SQLCODE -30000 および SQLSTATE
58008 を受信します。 SQLDTA コマンド・データ・オ
ブジェクト (SQLDTA 後期記述子) 内でこのエラーが発
生した場合には、DSCINVRM 応答メッセージがローカ
ル DB2 に戻されます。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ
00D35806
説明: SQLDTARD または SQLDTA 後期記述子の中の
SQLDTAGRP 後期グループ記述子の前の後期環境記述
子を処理しているときに、DB2 がエラーを検出しまし
た。 DDM オブジェクトは、SQLDTARD または
SQLDTA のいずれかであり、それぞれが DDM レベル
6b オブジェクト (OBJ) DSS にまたがっていない可能性
があります。含んでいるレベル 6b OBJDSS には後期環
境記述子のみが含まれていて、グループも行も定義され
ていません。記述子は無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZLEP
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35807
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
起こった場合は、 DSCINVRM 応答メッセージがローカ
ル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35807

番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35808
説明: SQLDTARD 後期記述子に含まれている、
SQLDTAGRP の後期グループ記述子の前の後期環境記
述子を処理しているときに、DB2 がエラーを検出しま
した。 DDM オブジェクトは、複数の照会ブロックにま
たがる QRYDSC です。記述子を伝送する DDM オブ
ジェクトの 1 つまたは複数のコード・ポイントが、
QRYDSC (X'241B') 以外のものです。 記述子は無効で
す。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZLEP
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

説明: SQLDTARD 後期記述子に含まれている、
SQLDTAGRP の後期グループ記述子の前の後期環境記
述子を処理しているときに、DB2 がエラーを検出しま
した。 DDM オブジェクトは、複数の照会ブロックにま
たがる QRYDSC です。 1 つまたは複数のレベル 6b
DSS が、オブジェクト (OBJ) DSS 以外のものです。記
述子は無効です。

QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
起こった場合は、 DSCINVRM 応答メッセージがローカ
ル DB2 に戻されます。

この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZLEP

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

QRYDSC または SQLDTARD DDM オブジェクトでこ
のエラーが発生した場合、アプリケーションは
SQLCODE -30000 および SQLSTATE 58008 を受け取
ります。 DDM SQLDTA オブジェクトでこのエラーが
起こった場合は、 DSCINVRM 応答メッセージがローカ
ル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
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00D35809
DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35809
説明: DB2 が、SQLDTARD 後期記述子に含まれてい
る、SQLDTAGRP の後期グループ記述子に先行する後
期環境記述子を処理しているときに、エラーを検出しま
した。 この後期記述子は、1 つまたは複数の照会ブロ
ックにまたがる QRYDSC 内にあります。 QRYDSC
は、後期環境記述子だけしか含んでおらず、したがっ
て、不完全です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZLEP
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35902

このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。

説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。受信した最初のレ
ベル 6b DSS が、オブジェクト DSS です。レベル 6b
の要求 DSS (RQSDSS) で伝送される DDM コマンド
が、受信される最初のレベル 6b DSS でなければなり
ません。

v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード

この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA

リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
v 関連するリモート・サーバーのトレース情報またはダ
ンプ
00D35901
説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。応答 DSS
(RPYDSS) が、ローカル DB2 から受信されました。 こ
れは無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
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DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
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00D35903
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

DDM 応答メッセージ (CMDNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35903

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。受信した最初のレ
ベル 6b DSS が、要求 (RQS) DSS でも、オブジェクト
(OBJ) DSS でも、応答 (RPY) DSS でもなく、無効で
す。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

オペレーターの応答:
てください。

00D35905

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35904
説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。レベル 6b
RQSDSS に含まれるコード・ポイントが指定した DDM
コマンドが無効であるか、または DDM レベル 3 では
サポートされません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。この会話で受信さ
れた最初の DDM コマンドが有効な DDM レベル 3 の
コマンドですが、 EXCSAT 以外のものです。最初のコ
マンドは EXCSAT でなければなりません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
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00D35906
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

DDM 応答メッセージ (RDBACCRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35906

オペレーターの応答:
てください。

説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。 EXCSAT コマン
ドは正常に処理されましたが、 DDM レベル 3 と DB2
がサポートする現行の DDM コマンドが、ACCRDB の
前に送信されました。 ACCRDB に先行する有効な唯一
のコマンドは、もう 1 度出す EXCSAT コマンドだけ
です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (RDBNACRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35907
説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、DB2 がエラーを検出しました。 ACCRDB コマン
ドは正常に処理されましたが、現行のコマンドは別の
ACCRDB インスタンスです。これは無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
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システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35908
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドまたは DDM コマンド・データを構文解析してい
るときにエラーを検出しました。 DB2 リモート・サー
バーの状態は 'BIND 処理中' であるのに、現行の DDM
コマンドが、BNDSQLSTT、ENDBND、RDBCMM、ま
たは RDBRLLBCK でありません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PKGBPARM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
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問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

DDM 応答メッセージ (OBJNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35909

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドまたは DDM コマンド・データを構文解析してい
るときにエラーを検出しました。 DDM コマンドは正常
に処理されましたが、 1 つまたは複数のレベル 6b
DSS が、オブジェクト (OBJ) DSS 以外のものです。唯
一の有効なレベル 6b DSS チェーンは、単一 RQS DSS
の後に 1 つまたは複数の OBJ DSS が続いたもので
す。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3590A
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンド・データを構文解析しているときに、エラーを検
出しました。 DDM コード・ポイントが定義した DDM
コマンド・データ・オブジェクトが、 DDM レベル 3
によって指定されるように、無効であるか、このコマン
ドでは有効でないかのいずれかです。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D3590B
説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。 DDM レベル 3
が必須と定義している 1 つまたは複数の DDM コマン
ド・データ・オブジェクトが、 DDM コマンドとともに
受信されていません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
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00D3590C
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D3590C

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンド・データを構文解析しているときに、エラーを検
出しました。 DDM オブジェクトは、マシン表示の変更
を、ローカル DB2 から知らせる TYPDEFNAM です
が、 DDM レベル 3 が指定する長さが正しくありませ
ん。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

オペレーターの応答:
てください。

00D3590E

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D3590D
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンド・データ・オブジェクトを構文解析しているとき
に、エラーを検出しました。 DDM オブジェクトは、ロ
ーカル DB2 からのマシン表現の変更を知らせる
TYPDEFNAM ですが、この DDM スカラーの値が、
QTDSQL370、QTDSQLX86、または QTDSQL400 以外
の値です。これらの値だけが、DRDA がサポートする有
効なマシン表示です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

1124

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンド・データ・オブジェクトを構文解析しているとき
に、エラーを検出しました。 DDM オブジェクトは、
CCSID の変更をローカル DB2 から知らせる
TYPDEFOVR です。 これは次の 3 つの DDM スカラ
ーから構成される DDM コレクションです。すなわち、
CCSIDSBC、CCSIDMBC、および CCSIDDBC です。
構成スカラーのいずれかの長さが正しくありません。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D3590F
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D3590F
説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。 DDM オブジェク
トは、CCSID の変更をローカル DB2 から知らせる
TYPDEFOVR です。 これは次の 3 つの DDM スカラ
ーから構成される DDM コレクションです。すなわち、
CCSIDSBC、CCSIDMBC、および CCSIDDBC です。
TYPDEFOVR に、CCSIDSBC スカラーの複数のインス
タンスが含まれています。 これは無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35910
説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。 DDM オブジェク
トは、CCSID の変更をローカル DB2 から知らせる
TYPDEFOVR です。 これは次の 3 つの DDM スカラ
ーから構成される DDM コレクションです。すなわち、
CCSIDSBC、CCSIDMBC、および CCSIDDBC です。
TYPDEFOVR に、CCSIDMBC スカラーの複数のインス
タンスが含まれています。これは無効です。

この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35911
説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。 DDM オブジェク
トは、CCSID の変更をローカル DB2 から知らせる
TYPDEFOVR です。 これは次の 3 つの DDM スカラ
ーから構成される DDM コレクションです。すなわち、
CCSIDSBC、CCSIDMBC、および CCSIDDBC です。
TYPDEFOVR に、 CCSIDDBC スカラーの複数のイン
スタンスが含まれています。 これは無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
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00D35912
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35912
説明: ローカル DB2 から受信した DDM コマンドま
たは DDM コマンド・データを構文解析しているとき
に、 DB2 がエラーを検出しました。 DDM オブジェク
トは、CCSID の変更をローカル DB2 から知らせる
TYPDEFOVR です。 これは次の 3 つの DDM スカラ
ーから構成される DDM コレクションです。すなわち、
CCSIDSBC、CCSIDMBC、および CCSIDDBC です。
TYPDEFOVR の長さが、構成スカラーの長さの合計を
超えています。 これは無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

00D35913
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンド・データ・オブジェクトを構文解析しているとき
に、エラーを検出しました。 DDM オブジェクトは、ロ
ーカル DB2 からの CCSID の変更を知らせる
TYPDEFOVR です。これは、 CCSIDSBC、
CCSIDMBC、および CCSIDDBC から構成されるコレク
ションです。 TYPDEFOVR に、 CCSIDSBC、
CCSIDDBC、または CCSIDDBC 以外のオブジェクトが
含まれています。これは無効です。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
v 関連する AS トレース情報またはダンプ
00D35914
説明: アプリケーション・リクエスター (AR) から受
け取った DDM コマンドを構文解析しているときに、
DB2 がエラーを検出しました。 AR から受け取った
DDM コマンドの最低レベル属性 (つまり、このコマン
ドをサポートするのに必要な DDM のレベル) が、
CONNECT 処理時に AR が指定した DDM レベルを超
えています。
この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
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00D35915
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、ローカル
DB2 に戻されます。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージで示された IFCID シ
ーケンス番号によって識別される統計クラス 4 のトレ
ース・レコードを分析してください。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35915
説明: DB2 が、アプリケーション・リクエスター (AR)
から受け取った DDM コマンド・データ・オブジェクト
を構文分析しているときに、エラーを検出しました。
AR から受け取った DDM コマンド・データ・オブジェ
クトの最低レベル属性 (つまり、このオブジェクトをサ
ポートするのに必要な DDM のレベル) が、CONNECT
処理時に AR が指定した DDM レベルを超えていま
す。

00D35918
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。レベ
ル 6b RQSDSS に含まれるコード・ポイントが指定した
DDM コマンドが無効であるか、または DDM レベル 3
ではサポートされません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: DDM 応答メッセージ (CMDNSPRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

この理由コードは次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

00D35919

DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、ローカル
DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージで示された IFCID シ
ーケンス番号によって識別される統計クラス 4 のトレ
ース・レコードを分析してください。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。ネゴ
シエーション されたセキュリティー管理プログラムの
レベルは 5 以上であり、要求された ACCSEC および
SECCHK コマンドが、ACCRDB コマンドの前に受け取
られませんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 会話は終了し、メッセージ DSNL030I
が出されます。 詳細については、このメッセージの説
明を参照してください。
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00D3591A
DDM 応答メッセージ (MGRDEPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3591A
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。ネゴ
シエーションされたセキュリティー管理プログラムのレ
ベルは 5 未満であり、 ACCSEC コマンドは受け取ら
れました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: DDM 応答メッセージ (CMDNSPRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

00D3591B
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
ACCSEC コマンドが受け取られましたが、ACCSEC コ
マンドはすでに正常に実行されています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA
システムの処置: 会話は終了し、メッセージ DSNL030I
が出されます。 詳細については、このメッセージの説
明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、ローカル
DB2 に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D3591C

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。ネゴ
シエーションされたセキュリティー管理プログラムのレ
ベルは 5 未満で、 SECCHK コマンドが受け取られま
した。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

システムの処置: DDM 応答メッセージ (CMDNSPRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
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00D3591D
システムの処置: 会話は終了し、メッセージ DSNL030I
が出されます。 詳細については、このメッセージの説
明を参照してください。

番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、ローカル
DB2 に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

00D3591D
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。不適
切な SECCHK コマンドが受け取られました。これは、
ACCSEC コマンドが正常に実行されなかったか、
SECCHK コマンドが処理済みであるかのいずれかを意
味します。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

システムの処置: 会話は終了し、メッセージ DSNL030I
が出されます。 詳細については、このメッセージの説
明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRCCNVRM) が、ローカル
DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

# 00D35922
#
#
#
#
#
#

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
DDM コマンドを再同期ポートで受信しましたが、この
ポートは DRDA 再同期要求のために予約済みです。
SQL 接続に再同期ポートを使用することはできませ
ん。

# システムの処置: 会話は終了し、メッセージ DSNL032I
# が出されます。 詳細については、このメッセージの説
# 明を参照してください。
# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

00D3591E

# 問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
# 番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
# する必要があります。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
ACCRDB が正常に処理された後、 ACCSEC または
SECCHK コマンドが送信されました。

#
#
#
#

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSPA

# DSNL032I メッセージを生成する DB2 サーバー・シス
# テムで、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリスト

リクエスター・システムが DB2 for OS/390 システムで
ある場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリ
ストされている診断項目 1、83、49 を収集してくださ
い。
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00D35A01
# されている診断項目 1、83、49 を収集してください。
00D35A01
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンド・データ・オブジェクトを構文解析しているとき
に、エラーを検出しました。 DDM オブジェクトは、
SQLSTT、 SQLOBJNAM、または SQLSTTVRB のいず
れかです。各グループ記述子に、文字データを記述する
SBCS および混合 SDA の両方が含まれています。いず
れの場合も、SBCS および混合エレメントのインスタン
ス化は相互に排他的です。つまり、SBCS エレメントが
送信される場合、混合エレメントを送信してはなりませ
ん。 SBCS および混合データ SDA の両方のインスタ
ンス化が送信されました。 これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSMT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (DTAMCHRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35A02
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンド・データ・オブジェクトを構文解析しているとき
に、エラーを検出しました。 DDM オブジェクトは、
SQLSTT、 SQLOBJNAM、または SQLSTTVRB のいず
れかです。各グループ記述子に、文字データを記述する
SBCS および混合 SDA の両方が含まれています。いず
れの場合も、SBCS および混合エレメントのインスタン
ス化は相互に排他的です。つまり、SBCS エレメントが
送信される場合、混合エレメントを送信してはなりませ
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ん。さらに、SBCS または混合エレメントのいずれか
(両方ではなく) をインスタンス化しなければなりませ
ん。オブジェクトから取り出されるデータが、SBCS も
混合 SDA もインスタンス化しません。これは無効で
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSMT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35B01
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した SQLDTA
コマンド・データ・オブジェクトを構文解析していると
きに、エラーを検出しました。 SQLDTA の長さが
32KB を超えていて、DDM の拡張長さフィールドが無
効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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00D35B02
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

および FDODTA スカラーから構成される DDM コレ
クションです。 FDODSC の長さが 32KB を超えていま
すが、DDM 拡張長さフィールドの形式が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSDT

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35B02
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した SQLDTA
コマンド・データ・オブジェクトを構文解析していると
きに、エラーを検出しました。 SQLDTA は、FDODSC
および FDODTA スカラーから構成される DDM コレ
クションです。 SQLDTA の最初のスカラーが、
FDODSC スカラーではありません。 これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35B03
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した SQLDTA
コマンド・データ・オブジェクトを構文解析していると
きに、エラーを検出しました。 SQLDTA は、FDODSC

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35B04
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した SQLDTA
コマンド・データ・オブジェクトを構文解析していると
きに、エラーを検出しました。 FDODSC スカラーに含
まれる SQLDTA FDOCA 記述子に後期環境記述子が含
まれていますが、 SQLDTA メタデータ定義 (MDD) が
無効であるか、SQLDTA 記述子内に含まれていないか
のいずれかです。記述子は無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (DSCINVRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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00D35B05
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35B05
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した SQLDTA
コマンド・データ・オブジェクトを構文解析していると
きに、エラーを検出しました。 SQLDTA FDOCA 記述
子の形状が正しくありません。 SQLDTA トリプレット
の長さが正しくないか、または SQLDTA トリプレット
のタイプが行レイアウト (RLO) でないかのいずれかで
す。記述子は無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (DSCINVRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

00D35B06
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した SQLDTA
コマンド・データ・オブジェクトを構文解析していると
きに、エラーを検出しました。 SQLDTA FDOCA 記述
子の形状が正しくありません。 SQLDTA RLO トリプ
レットが、前に処理された SQLDTAGRP 後期グループ
記述子で定義されたローカル ID (LID) とは異なる LID
を指定しているか、あるいはゼロ以外のエレメントの数
または 1 以外の反復因数を指定しています。記述子が
無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (DSCINVRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

00D35B07

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した SQLDTA
コマンド・データ・オブジェクトを構文解析していると
きに、エラーを検出しました。 FDODSC スカラー内に
含まれている SQLDTA FDOCA 記述子は妥当性検査さ
れましたが、ホスト変数データを含む FDODTA スカラ
ーが、SQLDTA DDM オブジェクトに含まれていませ
ん。 これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
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DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。

録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

オペレーターの応答:
てください。

00D35C01

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。無効なインスタンスが BGNBND コ
マンドのパラメーターとして受信されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35B08
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した SQLDTA
コマンド・データ・オブジェクトを構文解析していると
きに、エラーを検出しました。 FDODSC スカラー内に
含まれている SQLDTA FDOCA 記述子が妥当性検査さ
れました。ホスト変数データを含む FDODTA スカラー
の長さが 32KB を超えていますが、 DDM 拡張長さフ
ィールドの形式が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSDT
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C02
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。無効なインスタンスが、
BNDSQLSTT コマンドのパラメーターとして受信されま
した。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
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00D35C03
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

00D35C04

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。無効なインスタンスが ENDBND コ
マンドのパラメーターとして受信されました。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C03
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。無効なインスタンスが DRPPKG コ
マンドのパラメーターとして受信されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C05

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。無効なインスタンスが REBIND コ
マンドのパラメーターとして受信されました。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
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00D35C06
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C06
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM レベル 3 がこの DDM コマ
ンドの必須パラメーターとして定義した 1 つまたは複
数のインスタンス変数が、受信されていません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

00D35C07
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドまたは、 DDM の BGNBND、 BNDSQLSTT、
ENDBND、 DRPPKG、または REBIND コマンドのデー
タを、構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM コマンドに、DDM レベル 3.0 内で定義さ
れていないインスタンス変数が含まれています。このイ
ンスタンス変数 (パラメーター) が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
この DB2 リモート・サーバーで、次の診断項目を集め
てください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

v 関連する AS トレース情報またはダンプ

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ

00D35C08
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、 BNDSQLSTT、 ENDBND、 DRPPKG、ま
たは REBIND コマンドを構文解析しているときに、エ
ラーを検出しました。 DDM レベル 3 が反復不能と定
義した DDM のインスタンス変数の複数のオカレンス
が、この DDM コマンドのパラメーターとして処理され
ています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
第 39 章 DB2 コード

1135

00D35C09
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35C0A

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C09
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
BNDCHKEXS の値が無効です。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
BNDCRTCTL の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35C0B

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
BNDEXPOPT の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
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00D35C0C
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

00D35C0D

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
DECPRC の値が無効です。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C0C
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
BNDSTTASM の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C0E
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、 BNDSQLSTT、 ENDBND、 DRPPKG、ま
たは REBIND コマンドを構文解析しているときに、エ
ラーを検出しました。 DDM スカラー DFTRDBCOL の
バイト 9 から 18 までが、ブランクではありません。
DDM は DFTRDBCOL の長さを 18 バイトと定義して
いますが、DB2 では 8 バイトまでのコレクション ID
しかサポートされません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
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00D35C0F
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

00D35C10

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM スカラー PKGDFTCC の長
さが無効です。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C0F
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
PKGATHOPT の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C11
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM PKGDFTCC コレクションは
次の 3 つの DDM スカラーから構成されます。すなわ
ち、CCSIDSBC、CCSIDMBC、および CCSIDDBC。
PKGDFTCC コレクションに、 CCSIDSBC スカラーの
複数のインスタンスが含まれています。 これは無効で
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
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00D35C12
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

00D35C13
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM PKGDFTCC コレクションは
次の 3 つの DDM スカラーから構成されます。すなわ
ち、CCSIDSBC、CCSIDMBC、および CCSIDDBC。
PKGDFTCC コレクションに、 CCSIDMBC スカラーの
複数のインスタンスが含まれています。 これは無効で
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

00D35C12
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM PKGDFTCC コレクションは
次の 3 つの DDM スカラーから構成されます。すなわ
ち、CCSIDSBC、CCSIDMBC、および CCSIDDBC。
PKGDFTCC コレクションに、 CCSIDDBC スカラーの
複数のインスタンスが含まれています。 これは無効で
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付

DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C14
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM PKGDFTCC コレクションは
次の 3 つの DDM スカラーから構成されます。すなわ
ち、CCSIDSBC、CCSIDMBC、および CCSIDDBC。
PKGDFTCC コレクションに、無効な DDM オブジェク
トが含まれています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
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00D35C15
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35C16

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C15
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
PKGDFTCST の値が無効です。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
PKGISOLVL の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35C17

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
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説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM オブジェクト PKGNAM は
マップされたスカラーであり、 RDBNAM、
RDBCOLID、および PKGID を含んでいます。 DDM
スカラー、RDBNAM のバイト 17 および 18 がブラン
クではありません。 DDM は RDBNAM の長さを 18
バイトと定義していますが、DB2 では 16 バイトまで
の RDBNAM しかサポートされません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
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00D35C18
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C19

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM オブジェクト PKGNAMCT
はマップされたスカラーであり、 RDBNAM、
RDBCOLID、 PKGID、および PKGCNSTKN を含んで
います。 DDM スカラー、RDBNAM のバイト 17 およ
び 18 がブランクではありません。 DDM は RDBNAM
の長さを 18 バイトと定義していますが、DB2 では 16
バイトまでの RDBNAM しかサポートされません。

00D35C18

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM オブジェクト PKGNAM は
マップされたスカラーであり、 RDBNAM、
RDBCOLID、および PKGID を含んでいます。 DDM
スカラー PKGID のバイト 9 から 18 が、ブランクで
はありません。 DDM は PKGID の長さを 18 バイト
と定義していますが、DB2 では 8 バイトまでのパッケ
ージ ID しかサポートされません。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
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00D35C1A
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35C1A
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM オブジェクト PKGNAMCT
はマップされたスカラーであり、 RDBNAM、
RDBCOLID、 PKGID、および PKGCNSTKN を含んで
います。 DDM スカラー PKGID のバイト 9 から 18
が、ブランクではありません。 DDM は PKGID の長
さを 18 バイトと定義していますが、DB2 では 8 バイ
トまでのパッケージ ID しかサポートされません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C1B
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
PKGRPLOPT の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
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オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C1C
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
QRYBLKCTL の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35C1D
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00D35C1D
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM スカラー、RDBNAM のバイ
ト 17 および 18 がブランクではありません。 DDM は
RDBNAM の長さを 18 バイトと定義していますが、
DB2 では 16 バイトまでの RDBNAM しかサポートさ
れません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C1E
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 RDBNAM スカラーの値が、ロー
カル DB2 の RDBNAM でありません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (RDBNACRM) がローカル DB2
に戻されます。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C1F
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
RDBRLSOPT の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
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00D35C20
00D35C20
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
STTDATFMT の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C22
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
STTSTRDEL の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00D35C21

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
STTDECDEL の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:
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DB2 にエラーがある

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C23
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、 BNDSQLSTT、 ENDBND、 DRPPKG、ま
たは REBIND コマンドを構文解析しているときに、エ
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00D35C24
ラーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
STTTIMFMT の値が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C25
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM オブジェクトの長さが、
DDM オブジェクトの最小長である 4 よりも小さくなっ
ています。これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

00D35C24
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM TIMESTAMP スカラーが、
DB2 以外のデータベースからコマンド・パラメーター
として受信されました。 TIMESTAMP スカラーは、
DB2 専用です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C26
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM コマンドの長さが、パラメー
ターとして示される構成インスタンス変数の長さの合計
より短くなっています。
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00D35C27
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C27
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM オブジェクトの長さが、
DDM レベル 3 によって定義された長さを超えていま
す。これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
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このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C28
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、ENDBND、 DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 DDM オブジェクトの長さが、
DDM レベル 3 によって定義された長さより短くなって
います。これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35C29
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドもしくは DDM の BGNBND、 BNDSQLSTT、
ENDBND、 DRPPKG、または REBIND コマンドを構文
解析しているときに、エラーを検出しました。 パッケ
ージ関連 ID またはコレクション ID が、SAA 構文に
違反しています。 これは、 BGNBND または REBIND
コマンドで受信されたコレクション ID (DFTRDBCOL)
であるか、あるいは、 BGNBND、 BNDSQLSTT、
ENDBND、または DRPPKG コマンドで受信された
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00D35C2A
PKGNAM、 PDGNAMCT、または PKGNAMCSN マッ
プ・スカラーの中のパッケージ ID またはコレクション
ID です。

と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
v 関連する AS トレース情報またはダンプ
00D35C2A
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM の
BGNBND、BNDSQLSTT、 ENDBND、DRPPKG、また
は REBIND コマンドを構文解析しているときに、エラ
ーを検出しました。 ENDBND コマンドで受信された
MAXSCTNBR の値が無効です。この値は、1 〜 32767
(両端を含む) の範囲内になければなりません。

このローカル DB2 で次の診断項目を集めてください。
v メッセージ DSNL031I の IFCID シーケンス番号が示
す統計クラス 4 のトレース・レコード
リモート・サーバーで以下の診断項目を集めてくださ
い。
v 障害が発生した時点の前後にわたる、関連するエラー
およびシステム・ログ
v 関連する AS トレース情報またはダンプ
00D35C2B
説明: DB2 は、DRDA リクエスターから受け取った
DDM BGNBND または REBIND コマンドにエラーを検
出しました。 示されているスカラー PKGATHRUL の
値が無効です。
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) が DRDA リクエ
スターに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
メッセージ DSNL032I の IFCID シーケンス番号が示す
統計クラス 4 のトレース・レコードを分析してくださ
い。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

DRDA リクエスターが DB2 である場合、DB2 診断情
報が使用可能です。この場合、DB2 リクエスターで
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

DB2 サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
にリストされている次の診断項目を集めてください。
1、 49。

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSBD

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:

DB2 にエラーがある
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00D35D01 • 00D35D04
00D35D01
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM レベル 3 では有効と定義されているが DB2
ではサポートされないインスタンス変数が、次の DDM
コマンドの 1 つで検出されました。すなわち、
CLSQRY、DSCRDBTBL、DSCSQLSTT、または
EXCSQLIMM。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D02
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM レベル 3 では有効と定義されているが DB2
ではサポートされないインスタンス変数が、DDM
CNTQRY コマンドで検出されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。
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問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D03
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM EXCSQLSTT コマンドの DDM OUTEXP が
示しているインスタンス変数の値が、FALSE (X'F0') ま
たは TRUE (X'F1') でありません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D04
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM レベル 3 では有効と定義されているが DB2
ではサポートされないインスタンス変数が、 DDM
EXCSQLSTT コマンドで検出されました。

システム・プログラマーに通知し

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35D05
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL

別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35D07

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D05
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 OPNQRY でパラメーターとして受信した DDM
QRYBLKCTL インスタンス変数の値が、 FRCSNGROW
ではありません。ローカル DB2 では、OPNQRY パラ
メーターとしての QRYBLKCTL の値に、
LMTBLKPRC または SNGROWPRC を指定することは
できません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM EXCSQLSTT コマンドに含まれている、列
挙されている DDM RTNSQLDA のインスタンス変数の
値が、FALSE (X'F0') または TRUE (X'F1') でありませ
ん。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D08
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM レベル 3 では有効と定義されているが DB2
ではサポートされていないインスタンス変数が、 DDM
PRPSQLSTT コマンドで検出されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
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00D35D09
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D09
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM レベル 3 では有効と定義されているが DB2
ではサポートされていないインスタンス変数が、 DDM
RDBCMM または RDBRLLBCK コマンドに検出されま
した。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D0A
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM コマンドの長さが、コンポーネントのインス
タンス変数の長さの合計と等しくありません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D0B
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM レベル 3 が、このコマンドに必須と定義し
ている、1 つまたは複数のインスタンス変数が、コマン
ド・パラメーターとして受信されませんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
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オペレーターの応答:
てください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

システム・プログラマーに通知し

00D35D0C
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM レベル 3 で反復不能と定義された、1 つま
たは複数のインスタンス変数の複数のオカレンスが、こ
の DDM コマンドのパラメーターとして受信されまし
た。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。

00D35D0C
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM レベル 3 で、このコマンドには無効と定義
されたインスタンス変数が、コマンド・パラメーターと
して受信されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

00D35D0D

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D0E
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM スカラー、RDBNAM のバイト 17 および
18 がブランクではありません。 DDM レベル 3 は、こ
のスカラーの長さを 18 バイトと定義していますが、
DB2 では 16 バイトまでの RDBNAM しかサポートし
ません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
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00D35D0F
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D0F
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 RDBNAM インスタンス変数の値が、ACCRDB コ
マンドで受信された値とは異なっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (RDBNACRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

00D35D10
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。マップ・スカラー PKGNAMCSN が無効です。
PKGNAMCSN に入っている、 DDM スカラー、
RDBNAM のバイト 17 および 18 がブランクではあり
ません。 DDM レベル 3 は、このスカラーの長さを 18
バイトと定義していますが、 DB2 では 16 バイトまで
の RDBNAM しかサポートしません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D11
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。マップ・スカラー PKGNAMCSN が無効です。パッ
ケージ名のバイト 9 から 18 までがブランクではない
か、セクション番号が正でないかのいずれかです。
DDM スカラー PKGID は、DDM レベル 3 では 18 バ
イトの長さと定義されていますが、DB2 では 8 バイト
までのパッケージ名しかサポートされません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
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00D35D12
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。

録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

オペレーターの応答:
てください。

00D35D13

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

00D35D12
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM OPNQRY、CNTQRY、または EXCSQLSTT
コマンドのいずれかにパラメーターとして含まれてい
る、 DDM スカラー QRYBLKSZ の値が無効です。
QRYBLKSZ の値は、512 から 32767 まで (両端を含
め) でなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。DB2 以外のデータベースから受信した
TIMESTAMP インスタンス変数が、コマンド・パラメー
ターに組み込まれました。この DDM スカラーは DB2
専用です。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D14
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。コマンド・パラメーターとして受信された 1 つま
たは複数のインスタンス変数の長さが、 4 より小さく
なっています。値 4 が、DDM の長さおよびコード・ポ
イント (llcp) をサポートする最小の長さです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
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00D35D15
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D15

00D35D16
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。コマンド・パラメーターとして受信されたインスタ
ンス変数の長さが、 DDM レベル 3 によって指定され
たインスタンス変数の長さを超えています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。 DDM コマンドの長さが、すべての構成インスタン
ス変数の長さの合計より小さくなっています。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。
00D35D17
説明: DB2 が、ローカル DB2 から受信した DDM コ
マンドを構文解析しているときに、エラーを検出しまし
た。コマンド・パラメーターとして受信したインスタン
ス変数の長さが、 DDM レベル 3 が指定したインスタ
ンス変数の長さより短くなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がローカル DB2
に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある

1154

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35D18
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
この DB2 リモート・サーバーで、 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集
めてください。 1、49。

説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ートの DRDA クライアントから受け取った DDM
DSCSQLSTT コマンドの構文解析中にエラーを検出しま
した。 DDM のスカラー TYPSQLDA の値が、無効で
す。
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がリモート DRDA
クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00D35D18
説明: DB2 が、DRDA リクエスターから受信した
DDM コマンドを構文解析しているときに、エラーを検
出しました。 DDM EXCSQLSTT コマンドのパラメー
ターとして含まれている、 DDM スカラー
MAXRSLCNT の値が無効です。 MAXRSLCNT の値は
-1 以上でなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) が DRDA リクエ
スターに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

00D35D19

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL032I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。
DRDA リクエスターが DB2 (OS/390 版および z/OS
版) の場合には、DB2 診断情報を使用できます。この場
合、 DB2 リクエスターで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』 にリストされている次の診断項目を集めて
ください。1。
DB2 サーバーでは、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』 にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。1、83。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 UDB (OS/390
版) システムである場合は、DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35D1A
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ートの DRDA クライアントから受け取った DDM
DSCSQLSTT コマンドの構文解析中にエラーを検出しま
した。 DDM レベル 5 で有効と定義されたが、DB2 で
はサポートしていないインスタンス変数が DDM
DSCSQLSTT コマンドで検出されました。
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がリモートの
DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
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00D35D1B
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

00D35D1C
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ートの DRDA クライアントから受け取った DDM
CNTQRY コマンドの構文解析中にエラーを検出しまし
た。 DDM が示しているスカラー RTNEXTDTA の値
が、無効です。

リモートの DRDA クライアントが DB2 UDB (OS/390
版) システムである場合は、DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。 リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がリモート DRDA
クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00D35D1B
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ートの DRDA クライアントから受け取った DDM
OPNQRY または EXCSQLSTT コマンドの構文解析中に
エラーを検出しました。 DDM が示しているスカラー
OUTOVROPT の値が、無効です。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSQL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

リモート DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シス
テムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) がリモート DRDA
クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモート DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シス
テムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
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|

00D35D1D

|
|
|
|
|

説明: DB2 が、DRDA リクエスターから受信した
DDM コマンドを構文解析しているときに、エラーを検
出しました。 DDM CNTQRY コマンドに含まれてい
る、DDM QRYSCRORN 列挙型値インスタンス変数の
値が認識されません。

|
|
|

システムの処置: DB2 は、アラートを生成し、コンソ
ールにメッセージ DSNL032I を書き込みます。詳細に
ついては、このメッセージの説明を参照してください。

|
|

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) が DRDA リクエ
スターに戻されます。
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00D35D1E
| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。

| 00D35D1F

|
|
|
|

|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

| 問題判別: DSNL031I メッセージに列挙される IFCID
| シーケンス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコ
| ードを分析してください。
|
|
|
|

DRDA リクエスターが DB2 (OS/390 版) システムでも
ある場合は、リクエスターの DB2 システムで 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』: 83 にリストされている診
断項目を集めてください。

| このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
| 問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
| ださい。 49。
| 00D35D1E
| 説明: DB2 が、DRDA リクエスターから受信した
| DDM コマンドを構文解析しているときに、エラーを検
| 出しました。 OPNQRY または CNTQRY コマンドの
| QRYROWSET インスタンス変数の値が負です。このイ
| ンスタンス変数に定義される最小値はゼロです。
|
|
|

システムの処置: DB2 は、アラートを生成し、コンソ
ールにメッセージ DSNL032I を書き込みます。詳細に
ついては、このメッセージの説明を参照してください。

|
|

DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) が DRDA リクエ
スターに戻されます。

|
|

オペレーターの応答:
てください。

|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

|
|
|

問題判別: DSNL031I メッセージに列挙される IFCID
シーケンス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコ
ードを分析してください。

システム・プログラマーに通知し

| DRDA リクエスターが DB2 (OS/390 版) システムでも
| ある場合は、リクエスターの DB2 システムで 1525 ペ
| ージの『付録 B. 問題判別』: 83 にリストされている診
| 断項目を集めてください。
| このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
| 問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
| ださい。 49。

説明: DB2 が、DRDA リクエスターから受信した
DDM CNTQRY コマンドを構文解析しているときに、
エラーを検出しました。QRYROWSET インスタンス変
数の値がゼロですが、CNTQRY コマンドに指定される
このインスタンス変数に定義される最小値は 1 です。

| システムの処置: DB2 は、アラートを生成し、コンソ
| ールにメッセージ DSNL032I を書き込みます。詳細に
| ついては、このメッセージの説明を参照してください。
| DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) が DRDA リクエ
| スターに戻されます。
| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

| 問題判別: DSNL031I メッセージに列挙される IFCID
| シーケンス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコ
| ードを分析してください。
|
|
|
|

DRDA リクエスターが DB2 (OS/390 版) システムでも
ある場合は、リクエスターの DB2 システムで 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』: 83 にリストされている診
断項目を集めてください。

| このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
| 問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
| ださい。 49。
| 00D35D20
|
|
|
|
|

説明: DB2 が、DRDA リクエスターから受信した
DDM コマンドを構文解析しているときに、エラーを検
出しました。 EXCSQLSTT の QRYROWSET インスタ
ンス変数の値が負です。このインスタンス変数に定義さ
れる最小値はゼロです。

| システムの処置: DB2 は、アラートを生成し、コンソ
| ールにメッセージ DSNL032I を書き込みます。詳細に
| ついては、このメッセージの説明を参照してください。
| DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) が DRDA リクエ
| スターに戻されます。
| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

| 問題判別: DSNL031I メッセージに列挙される IFCID
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00D35D21
| シーケンス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコ
| ードを分析してください。

|
|

ールにメッセージ DSNL032I を書き込みます。詳細に
ついては、このメッセージの説明を参照してください。

| DRDA リクエスターが DB2 (OS/390 版) システムでも
| ある場合は、リクエスターの DB2 システムで 1525 ペ
| ージの『付録 B. 問題判別』: 83 にリストされている診
| 断項目を集めてください。

|
|

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) が DRDA リクエ
スターに戻されます。

|
|

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

| このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
| 問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
| ださい。 49。

|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

|
|
|

問題判別: DSNL031I メッセージに列挙される IFCID
シーケンス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコ
ードを分析してください。

|
|
|
|

DRDA リクエスターが DB2 (OS/390 版) システムでも
ある場合は、リクエスターの DB2 システムで 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』: 83 にリストされている診
断項目を集めてください。

|
|
|

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 49。

| 00D35D21
| 説明: DB2 が、DRDA リクエスターから受信した
| DDM コマンドを構文解析しているときに、エラーを検
| 出しました。 DDM CNTQRY コマンドに含まれてい
| る、DDM QRYRSTBLK の列挙型値インスタンス変数の
| 値が、FALSE (X’F0’) または TRUE (X’F1’) ではあり
| ません。
|
|
|

システムの処置: DB2 は、アラートを生成し、コンソ
ールにメッセージ DSNL032I を書き込みます。詳細に
ついては、このメッセージの説明を参照してください。

|
|

DDM 応答メッセージ (VALNSPRM) が DRDA リクエ
スターに戻されます。

|
|

オペレーターの応答:
てください。

|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

|
|
|

問題判別: DSNL031I メッセージに列挙される IFCID
シーケンス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコ
ードを分析してください。

|
|
|
|

DRDA リクエスターが DB2 (OS/390 版) システムでも
ある場合は、リクエスターの DB2 システムで 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』: 83 にリストされている診
断項目を集めてください。

|
|
|

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 49。

システム・プログラマーに通知し

| 00D35D22
| 説明: DB2 が、DRDA リクエスターから受信した
| DDM コマンドを構文解析しているときに、エラーを検
| 出しました。 DDM CNTQRY コマンドに含まれてい
| る、DDM QRYRTNDTA の列挙型値インスタンス変数
| の値が、FALSE (X’F0’) または TRUE (X’F1’) ではあ
| りません。
|

00D35E00
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
ACCSEC コマンドで送信された、RDBNAM の長さが無
効でした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: RDBNAM の長さが 18 より大きい場
合は、DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がリモート
の DRDA クライアントに戻されます。 RDBNAME の
17 と 18 の文字がブランクでない場合は、 DDM 応答
メッセージ (VALNSPRM) が DRDA クライアントに戻
されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

システムの処置: DB2 は、アラートを生成し、コンソ
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00D35E01
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

00D35E01

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。必須
の 1 つまたは複数の DDM インスタンス変数を指定せ
ずに ACCSEC または SECCHK コマンドが送信されま
した。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E02
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
ACCSEC または SECCHK コマンドが送信されました
が、設定されていた RQSDSS の長さフィールドが、適
切ではありませんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E03
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
ACCSEC コマンドで送信されたインスタンス変数が、
無効でした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E04

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
ACCSEC コマンドで送られた、インスタンス変数が重
複していました。

オペレーターの応答:
てください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
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00D35E05
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E05
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
ACCSEC コマンドで送られた SECMGRNM の長さが無
効です。 SECMGRNM はヌルでなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E07

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SECCHK コマンドで送信されたインスタンス変数が、
無効でした。

オペレーターの応答:
てください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E06
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
ACCSEC コマンドで送信された SECMEC の長さが無
効でした。 1 つの SECMEC しか指定できません。

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
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00D35E08
00D35E08

別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。コマ
ンドで送信されたインスタンス変数が、重複していまし
た。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS

00D35E0A

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

00D35E09
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SECCHK コマンドで送信された SECMGRNM の長さ
が、無効でした。 SECMGRNM はヌルでなければなり
ません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SECCHK コマンドで送信された SECMEC の長さが無
効でした。 1 つの SECMEC しか指定できません。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E0B
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SECCHK コマンドで送信された RDBNAM の長さが、
無効でした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
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00D35E0C
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

00D35E0C

このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SECCHK コマンドで送信された USRID の長さが、無
効でした。 DB2 ユーザー ID は 8 バイトを超えるこ
とはできません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E0E
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは応答の一部とし
てリモート・サーバーから受け取った DDM コマンド・
データ・オブジェクトまたは DDM 応答データ・オブジ
ェクト内でエラーを検出しました。 OBJDSS 内のコン
ポーネントの DDM オブジェクトの長さの合計が、DSS
キャリアの長さと一致しません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZODM
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

00D35E0D

問題判別: DSNL031I メッセージに列挙されている
IFCID シーケンス番号が示す統計クラス 4 のトレー
ス・レコードを分析してください。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SECCHK コマンドで送信された PASSWRD の長さが無
効でした。 DB2 パスワードは 8 バイトを超えること
はできません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
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このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
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00D35E0F
and Reference の付録 A を参照してください。

00D35E0F
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは応答の一部とし
てリモート・サーバーから受け取った DDM コマンド・
データ・オブジェクトまたは DDM 応答データ・オブジ
ェクトにエラーを検出しました。オブジェクトのサイズ
が 32 KB より大きく、 DDM レベル 6b 拡張長さフィ
ールドが無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZODM
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E10
説明: DRDA クライアントとして作動している DB2
が、 IEEE 形式の 4 バイトまたは 8 バイト浮動小数点
の数をシステム /370 形式に変換する際に、浮動小数点
のエラーを検出しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

ユーザーの処置: 浮動小数点値を検査してください。
浮動小数点の値が、システム /370 の浮動小数点の範囲
外にある場合は、オーバーフローが起こる場合がありま
す。浮動小数点の範囲については、DB2 Diagnosis Guide

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E11
説明: DRDA クライアントとして作動している DB2
が、 IEEE 形式のヌル可能 4 バイトまたは 8 バイト浮
動小数点の数をシステム /370 形式に変換する際に、浮
動小数点のエラーを検出しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

ユーザーの処置: 浮動小数点値を検査してください。
浮動小数点の値が、システム /370 の浮動小数点の範囲
外にある場合は、オーバーフローが起こる場合がありま
す。浮動小数点の範囲については、DB2 SQL 解説書 の
付録 A を参照してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E12
説明: DRDA クライアントとして作動している DB2
が、 VAX 形式の 4 バイト浮動小数点の数をシステム
/370 形式に変換する際に、浮動小数点のエラーを検出し
ました。
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00D35E13
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX

番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。

オペレーターの応答:
てください。

00D35E14

システム・プログラマーに通知し

ユーザーの処置: 浮動小数点値を検査してください。
浮動小数点の値が、システム /370 の浮動小数点の範囲
外にある場合は、オーバーフローが起こる場合がありま
す。浮動小数点の範囲については、DB2 SQL 解説書 の
付録 A を参照してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E13
説明: DRDA クライアントとして作動している DB2
が、 VAX 形式のヌル可能 4 バイト浮動小数点の数を
システム /370 形式に変換する際に、浮動小数点のエラ
ーを検出しました。

説明: DRDA クライアントとして作動している DB2
が、 VAX 形式の 8 バイト浮動小数点の数をシステム
/370 形式に変換する際に、浮動小数点のエラーを検出し
ました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
ユーザーの処置: 浮動小数点値を検査してください。
浮動小数点の値が、システム /370 の浮動小数点の範囲
外にある場合は、オーバーフローが起こる場合がありま
す。浮動小数点の範囲については、DB2 SQL 解説書 の
付録 A を参照してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。

オペレーターの応答:
てください。

00D35E15

システム・プログラマーに通知し

ユーザーの処置: 浮動小数点値を検査してください。
浮動小数点の値が、システム /370 の浮動小数点の範囲
外にある場合は、オーバーフローが起こる場合がありま
す。浮動小数点の範囲については、DB2 SQL 解説書 の
付録 A を参照してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
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説明: DRDA クライアントとして作動している DB2
が、 VAX 形式のヌル可能 8 バイト浮動小数点の数を
システム /370 形式に変換する際に、浮動小数点のエラ
ーを検出しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
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00D35E16
ユーザーの処置: 浮動小数点値を検査してください。
浮動小数点の値が、システム /370 の浮動小数点の範囲
外にある場合は、オーバーフローが起こる場合がありま
す。浮動小数点の範囲については、DB2 SQL 解説書 の
付録 A を参照してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E16
説明: DRDA クライアントとして作動している DB2
が、 80x86 形式の 4 バイト浮動小数点の数をシステム
/370 形式に変換する際に、浮動小数点のエラーを検出し
ました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

ユーザーの処置: 浮動小数点値を検査してください。
浮動小数点の値が、システム /370 の浮動小数点の範囲
外にある場合は、オーバーフローが起こる場合がありま
す。浮動小数点の範囲については、DB2 SQL 解説書 の
付録 A を参照してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。

00D35E17
説明: DRDA クライアントとして作動している DB2
が、 80x86 形式のヌル可能 4 バイト浮動小数点の数を
システム /370 形式に変換する際に、浮動小数点のエラ
ーを検出しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

ユーザーの処置: 浮動小数点値を検査してください。
浮動小数点の値が、システム /370 の浮動小数点の範囲
外にある場合は、オーバーフローが起こる場合がありま
す。浮動小数点の範囲については、DB2 SQL 解説書 の
付録 A を参照してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E18
説明: DRDA クライアントとして作動している DB2
が、 80x86 形式の 8 バイト浮動小数点の数をシステム
/370 形式に変換する際に、浮動小数点のエラーを検出し
ました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

ユーザーの処置: 浮動小数点値を検査してください。
浮動小数点の値が、システム /370 の浮動小数点の範囲
外にある場合は、オーバーフローが起こる場合がありま
す。浮動小数点の範囲については、DB2 SQL 解説書 の
付録 A を参照してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
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00D35E19
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

オペレーターの応答:
てください。

DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E19
説明: DRDA クライアントとして作動している DB2
が、 80x86 形式のヌル可能 8 バイト浮動小数点の数を
システム /370 形式に変換する際に、浮動小数点のエラ
ーを検出しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

ユーザーの処置: 浮動小数点値を検査してください。
浮動小数点の値が、システム /370 の浮動小数点の範囲
外にある場合は、オーバーフローが起こる場合がありま
す。浮動小数点の範囲については、DB2 SQL 解説書 の
付録 A を参照してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E1A
説明: 長さが 257 バイト未満の NUL 終結ストリング
で、 DRDA クライアントとして作動する DB2 が、エ
ラーを検出しました。受け取った DDM 記述子によって
定義されたデータ・フィールド内に NUL 終止符を入れ
ることはできません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
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システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E1B
説明: DRDA クライアントとして作動する DB2 が、
257 バイト未満の長さのヌル可能 NUL 終結ストリング
内でエラーを検出しました。受け取った DDM 記述子に
よって定義されたデータ・フィールド内に NUL 終止符
を入れることはできません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E1C
説明: DRDA クライアントとして作動する DB2 が、
256 バイトより長い NUL 終結ストリング内でエラーを
検出しました。受け取った DDM 記述子によって定義さ
れたデータ・フィールド内に NUL 終止符を入れること
はできません。
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この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX

出したため、データをパック 10 進数形式に変換するこ
とはできません。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E1D
説明: DRDA クライアントとして作動する DB2 が、
256 バイトより長い、ヌル可能 NUL 終結ストリング内
でエラーを検出しました。受け取った DDM 記述子によ
って定義されたデータ・フィールド内に NUL 終止符を
入れることはできません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E1E
説明: DRDA クライアントとして作動する DB2 が、
(ヌル可能、またはヌル不可) 数字データ・フィールド内
でエラーを検出しました。 DB2 が数値変換エラーを検

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
ユーザーの処置:

数値データを検査してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E1F
説明: DRDA クライアントとして作動する DB2 が、
2 バイトの長さフィールドで長さが指定され、最大長が
257 バイト未満である可変長 DBCS 文字データ・フィ
ールドにエラーを検出しました。長さフィールドの値が
負であるか、またはフィールドの DDM 記述子で指定す
る最大値より大きくなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
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00D35E20
00D35E20
説明: DRDA クライアントとして作動する DB2 が、
2 バイトの長さフィールドで長さが指定され、最大長が
257 バイト未満であるヌル可能可変長 DBCS 文字デー
タ・フィールド内でエラーを検出しました。長さフィー
ルドの値が負であるか、またはフィールドの DDM 記述
子で指定する最大値より大きくなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E21
説明: 長さが 2 バイトの長さフィールドで指定され、
最大長が 256 バイト以上の可変長 DBCS 文字データ・
フィールドで、 DRDA クライアントとして作動する
DB2 が、エラーを検出しました。長さフィールドの値
が負であるか、またはフィールドの DDM 記述子で指定
する最大値より大きくなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX

DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E22
説明: 2 バイトの長さフィールドで長さが指定され、最
大長が 257 バイトより大きい、ヌル可能可変長 DBCS
文字データ・フィールドで、DRDA クライアントとして
作動する DB2 が、エラーを検出しました。長さフィー
ルドの値が負であるか、またはフィールドの DDM 記述
子で指定する最大値より大きくなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E23
説明: 1 バイトの長さフィールドで長さが指定された可
変長 DBCS 文字データ・フィールドで、 DRDA クラ
イアントとして作動する DB2 が、エラーを検出しまし
た。長さフィールドの値が、フィールドの DDM 記述子
で指定した最大値より大きくなっています。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX

オペレーターの応答:
てください。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
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オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
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00D35E24
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E24
説明: 1 バイトの長さフィールドで長さが指定された、
ヌル可能可変長 DBCS 文字データ・フィールドで、
DRDA クライアントとして作動する DB2 が、エラーを
検出しました。長さフィールドの値が、フィールドの
DDM 記述子で指定した最大値より大きくなっていま
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E25
説明: 2 バイトの長さフィールドで長さが指定され、最
大長が 257 バイト未満である可変長 SBCS 文字デー
タ・フィールドで、 DRDA クライアントとして作動す
る DB2 がエラーを検出しました。長さフィールドの値
が負であるか、またはフィールドの DDM 記述子で指定
する最大値より大きくなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E26
説明: 2 バイトの長さフィールドで長さが指定され、最
大長が 257 バイト未満であるヌル可能可変長 SBCS 文
字データ・フィールドで、 DRDA クライアントとして
作動する DB2 が、エラーを検出しました。長さフィー
ルドの値が負であるか、またはフィールドの DDM 記述
子で指定する最大値より大きくなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E27
説明: 2 バイトの長さフィールドで長さが指定され、最
大長が 256 バイトより長い可変長 SBCS 文字データ・
フィールドで、 DRDA クライアントとして作動する
DB2 が、エラーを検出しました。長さフィールドの値
が負であるか、またはフィールドの DDM 記述子で指定
する最大値より大きくなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
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00D35E28
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E28
説明: DRDA クライアントとして作動する DB2 が、
2 バイトの長さフィールドで長さが指定され、最大長が
257 バイトより大きい、ヌル可能可変長 SBCS 文字デ
ータ・フィールドでエラーを検出しました。長さフィー
ルドの値が負であるか、またはフィールドの DDM 記述
子で指定する最大値より大きくなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZFEX
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E29
説明: DRDA クライアントとして作動する DB2 が、
(ヌル可能、またはヌル不可) ゾーン 10 進数データ・フ
ィールド内でエラーを検出しました。 DB2 が数値変換
エラーを検出したため、データをパック 10 進数形式に
変換することはできません。
システムの処置:
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警報が生成され、メッセージ

DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

ユーザーの処置: 数値データを検査してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
DB2 (MVS 版) DRDA クライアントで、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診断項目
を集めてください。 83。
00D35E2A
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート DRDA クライアントから受け取った DDM
BNDOPT コマンド・データ・オブジェクトの構文解析
中にエラーを検出しました。 BNDOPT コレクション
は、BNDOPTNM スカラーの複数のインスタンスを含ん
でいます。これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZOBO
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がリモート
DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。 リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
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00D35E2B
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E2B
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート DRDA クライアントから受け取った DDM
BNDOPT コマンド・データ・オブジェクトの構文解析
中にエラーを検出しました。 BNDOPT コレクション
は、BNDOPTVL スカラーの複数のインスタンスを含ん
でいます。これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZOBO
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がリモート
DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。 リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E2C
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート DRDA クライアントから受け取った DDM
BNDOPT コマンド・データ・オブジェクトの構文解析
中にエラーを検出しました。 BNDOPT コレクション
に、無効なインスタンスがあります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZOBO
システムの処置:

DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (PRMNSPRM) がリモートの
DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。 リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E2D
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート DRDA クライアントから受け取った DDM
BNDOPT コマンド・データ・オブジェクトの構文解析
中にエラーを検出しました。 BNDOPTNM インスタン
ス変数がこの DDM コレクションには必要ですが、受け
取られませんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZOBO
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がリモート
DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:

DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス

警報が生成され、メッセージ
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00D35E2E
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。 リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E2E
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート DRDA クライアントから受け取った DDM
BNDOPT コマンド・データ・オブジェクトの構文解析
中にエラーを検出しました。 BNDOPTVL インスタンス
変数がこの DDM コレクションには必要ですが、受け取
られませんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZOBO
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がリモート
DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。 リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
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00D35E2F
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート DRDA クライアントから受け取った DDM
BNDOPT コマンド・データ・オブジェクトの構文解析
中にエラーを検出しました。 DDM オブジェクトの長さ
が 4 未満です (DDM オブジェクトの最小長は 4 で
す。) これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZOBO
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がリモート
DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。 リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E30
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート DRDA クライアントから受け取った DDM
BNDOPT コマンド・データ・オブジェクトの構文解析
中にエラーを検出しました。 DDM コマンドの長さが、
パラメーターとして示される構成インスタンス変数の長
さの合計より短くなっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZOBO
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
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00D35E31
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がリモート
DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。 リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E31
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート DRDA クライアントから受け取った DDM
BNDOPT コマンド・データ・オブジェクトの構文解析
中にエラーを検出しました。 DDM インスタンス変数の
長さが、DDM レベル 3 によって定義された最小長より
短くなっています。これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZOBO
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がリモート
DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。 リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E32
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート DRDA クライアントから受け取った DDM
BNDOPT コマンド・データ・オブジェクトの構文解析
中にエラーを検出しました。 DDM インスタンス変数の
長さが、DDM レベル 3 によって定義された最大長より
長くなっています。これは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZOBO
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM) がリモート
DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。 リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
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00D35E33
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

00D35E33
説明: DB2 が、照会結果セットを生成した DDM
EXCSQLSTT コマンドに対する応答としてリモート・サ
ーバーから受け取った DDM SQLRSLRD 応答データ・
オブジェクトにエラーを検出しました。 SQLRSLRD 配
列内の SQLRSROW のオカレンスの総数を定義してい
る SQLNUMGRP と SQLNUM の単一エレメントの値
が、RSLSETRM に示された結果セットの数と矛盾して
います。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRRS
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30020 および
SQLSTATE 58009 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL031I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。
DB2 リクエスターでは、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている、次の診断項目を集めてくだ
さい。1、 83。
DRDA サーバーが DB2 (OS/390 版および z/OS 版) の
場合には、DB2 診断情報を使用できます。この場合、
DB2 サーバーで 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1。

説明: DB2 が、照会結果セットを生成した DDM
EXCSQLSTT コマンドに対する応答としてリモート・サ
ーバーから受け取った DDM SQLRSLRD 応答データ・
オブジェクトにエラーを検出しました。 1 つまたは複
数の SQLRSROW オカレンス内で、SQLRSNAME_m お
よび SQLRSNAME_s の長さが両方ともゼロではありま
せんが、これらの長さのうち 1 つしかゼロ以外にする
ことはできません。データは、DRDA が定義した前期
SQLRSGRP グループ記述子に関しては無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRRS
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オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL031I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。
DB2 リクエスターでは、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている、次の診断項目を集めてくだ
さい。1、 83。
DRDA サーバーが DB2 (OS/390 版および z/OS 版) の
場合には、DB2 診断情報を使用できます。この場合、
DB2 サーバーで 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D35E35
説明: 照会結果セットを生成した DDM EXCSQLSTT
コマンドに対する応答としてリモート・サーバーから受
け取った DDM SQLCINRD 応答データ・オブジェクト
に、 DB2 がエラーを検出しました。 SQLCINRD 配列
内の SQLCIROW のオカレンスの総数を定義している
SQLNUMGRP と SQLNUM の単一エレメントの値が、
負であるか、または SQLCINRD 配列のサイズと矛盾し
ています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRCI
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

00D35E34

システムの処置:

アプリケーションは、SQLCODE -30020 および
SQLSTATE 58009 を受け取ります。

警報が生成され、メッセージ

アプリケーションは、SQLCODE -30020 および
SQLSTATE 58009 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL031I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35E36
DB2 リクエスターでは、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている、次の診断項目を集めてくだ
さい。1、 83。
DRDA サーバーが DB2 (OS/390 版および z/OS 版) の
場合には、DB2 診断情報を使用できます。この場合、
DB2 サーバーで 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D35E36
説明: 照会結果セットを生成した DDM EXCSQLSTT
コマンドに対する応答としてリモート・サーバーから受
け取った DDM SQLCINRD 応答データ・オブジェクト
に、 DB2 がエラーを検出しました。 1 つまたは複数
の SQLCIROW オカレンス内で、SQLCNAME_m およ
び SQLCNAME_s の長さが両方ともゼロではありませ
んが、これらの長さのうち 1 つしかゼロ以外にするこ
とはできません。 DRDA が定義した前期 SQLCIGRP
グループ記述子については、このデータは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZRCI
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。
アプリケーションは、SQLCODE -30020 および
SQLSTATE 58009 を受け取ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: メッセージ DSNL031I の IFCID シーケン
ス番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分
析してください。
DB2 リクエスターでは、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている、次の診断項目を集めてくだ
さい。1、 83。
DRDA サーバーが DB2 (OS/390 版および z/OS 版) の
場合には、DB2 診断情報を使用できます。この場合、
DB2 サーバーで 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1。
00D35E37
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCLOG オブジェクトで送信された IPADDR の長さ
が、無効です。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZPSL
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E38
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCLOG オブジェクトで送信された SNAADDR の長
さが無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZPSL
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
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00D35E39
00D35E39

別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCLOG オブジェクトで送信された RDBNAM の長
さが無効です。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZPSL

00D35E3B

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCLOG オブジェクトで送信された LOGTSTMP の
長さが無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZPSL
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

00D35E3A
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCLOG オブジェクトで送信された LOGNAME の長
さが無効です。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZPSL

00D35E3C

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
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説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCLOG オブジェクトで送信されたインスタンス変数
が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZPSL
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D35E3D
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E3D
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは応答の一部とし
てリモート・サーバーから受け取った DDM コマンド・
データ・オブジェクトまたは DDM 応答データ・オブジ
ェクト内でエラーを検出しました。 DDM レベル 6b の
長さフィールドは無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZPSL
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL031I がコンソールに書き出されます。 詳細につ
いては、このメッセージの説明を参照してください。

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E3F

アプリケーションは、SQLCODE -30000 および
SQLSTATE 58008 を受信します。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCCTL コマンドで送信されたインスタンス変数が、
重複していました。

オペレーターの応答:
てください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL031I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E3E
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCCTL コマンドで送信されたインスタンス変数が、
無効でした。

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
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00D35E40
00D35E40

別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCCTL コマンドで送信された SYNCTYPE の長さ
が、無効でした。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS

00D35E42

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCCTL コマンドで送信された UOWID の長さが、
無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

00D35E41
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCCTL コマンドで送信された RLSCONV の長さ
が、無効です。

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS

00D35E43

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
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説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCRSY コマンドで送信されたインスタンス変数が、
無効な変数でした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
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00D35E44
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E44
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCRSY コマンドで送信されたインスタンス変数が、
重複していました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E45
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCRSY コマンドで送信された RSYNCTYP の長さ
が、無効でした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E46
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCRSY コマンドで送信された UOWID の長さが、
無効でした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E47
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCRSY コマンドで送信された UOWSTATE の長さ
が、無効でした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
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00D35E48
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E48
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCCTL コマンドで送信された FORGET の長さが、
無効でした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSAS
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

00D35E49
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCLOG オブジェクトで送信された TCPHOST の長
さが、無効でした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZPSL
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E4A
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SYNCLOG オブジェクトで送信された CNNTKN の長
さが、無効でした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZPSL
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
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00D35E4B
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E4B
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。要求
されたインスタンス変数が SYNCLOG オブジェクトで
送信されませんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZPSL

と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。

システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
が DRDA クライアントに戻されます。

DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。

オペレーターの応答:
てください。

00D35E52

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。

説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート・クライアントから受け取った DDM コマンド・デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。 DDM オ
ブジェクトは SQLDTARD コレクションの OUTOVR
スカラーです。 FDOCA 記述子の構造が正しくありま
せん。 SQLCADTA 行の (RLO) MDD が、無効である
か、または SQLDTARD 記述子に組み込まれていません
でした。記述子は無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSOV

このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

00D35E51

DSCINVRM 応答メッセージがリモート DRDA クライ
アントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート・クライアントから受け取った DDM コマンド・デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。 DDM オ
ブジェクトは OUTOVR オブジェクトです。 OUTOVR
のサイズが 32 KB より大きく、DDM レベル 6b の拡
張長さフィールドが無効です。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。

SYNTAXRM 応答メッセージがリモート DRDA クライ
アントに戻されます。

リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:

DB2 にエラーがある
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00D35E53
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。

スカラーです。 FDOCA 記述子の構造が正しくありま
せん。 SQLCADTA 行の最初のコンポーネントが
SQLCAGRP (初期) グループ以外のものであるか、ある
いは、レプリケーション係数 SQLCAGRP または
SQLCAGRP (あるいはその両方) からとられたエレメン
トの数が間違っているかのいずれかです。記述子は無効
です。

00D35E53
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート・クライアントから受け取った DDM コマンド・デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。 DDM オ
ブジェクトは SQLDTARD コレクションの OUTOVR
スカラーです。 FDOCA 記述子の構造が正しくありま
せん。 SQLCADTA 行トリプレット (RLO) は、無効で
あるか、または SQLDTARD 記述子内に組み込まれてい
ませんでした。記述子は無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSOV
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DSCINVRM 応答メッセージがリモート DRDA クライ
アントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E54
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート・クライアントから受け取った DDM コマンド・デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。 DDM オ
ブジェクトは SQLDTARD コレクションの OUTOVR
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この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSOV
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DSCINVRM 応答メッセージがリモート DRDA クライ
アントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E55
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート・クライアントから受け取った DDM コマンド・デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。 DDM オ
ブジェクトは SQLDTARD コレクションの OUTOVR
スカラーです。 FDOCA 記述子の構造が正しくありま
せん。 SQLCADTA 行の最初のコンポーネントは正しく
SQLCAGRP のエレメントを列挙しています。しかし、
SQLDTAGRP (後期) グループを示す 2 番目のコンポー
ネントは誤りです。 SQLDTAGRP ローカル ID (LID)
が以前指定した SQLDTAGRP の LID と違っている
か、または SQLDTAGRP 複製エレメント (あるいはそ
の両方) から取り入れたエレメントの数が間違っている
かのいずれかです。記述子は無効です。
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00D35E56
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSOV

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

DSCINVRM 応答メッセージがリモート DRDA クライ
アントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E56
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート・クライアントから受け取った DDM コマンド・デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。 DDM オ
ブジェクトは SQLDTARD コレクションの OUTOVR
スカラーです。 FDOCA 記述子の構造が正しくありま
せん。 1 つまたは複数の後期環境記述子が、以前指定
された SQLDTAGRP 後期グループ記述子内に組み込ま
れています。しかし、SQLDTARD 行 (RLO) メタデー
タ定義 (MDD) が、間違っているか、または
SQLDTARD 記述子内に組み込まれていませんでした。
記述子は無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSOV
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DSCINVRM 応答メッセージがリモート DRDA クライ
アントに戻されます。

問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E57
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート・クライアントから受け取った DDM コマンド・デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。 DDM オ
ブジェクトは SQLDTARD コレクションの OUTOVR
スカラーです。 FDOCA 記述子の構造が正しくありま
せん。 SQLDTARD が行トリプレット (RLO) 以外のも
のに指定されているか、または SQLDTARD RLO トリ
プレットが無効であるかのいずれかです。記述子は無効
です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSOV
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DSCINVRM 応答メッセージがリモート DRDA クライ
アントに戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
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00D35E58
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E58
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート・クライアントから受け取った DDM コマンド・デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。 DDM オ
ブジェクトは SQLDTARD コレクションの OUTOVR
スカラーです。 FDOCA 記述子の構造が正しくありま
せん。 SQLDTARD RLO 内で参照される SQLCADTA
ローカル ID (LID) が SQLCADTA RLO 内に定義され
た LID と一致しないか、または SQLDTARD RLO 内
のエレメントまたは複製係数 (あるいはその両方) がゼ
ロ以外の数であったかのいずれかです。記述子は無効で
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSOV
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DSCINVRM 応答メッセージがリモート DRDA クライ
アントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
リモートの DRDA クライアントが DB2 (MVS 版) シ
ステムである場合は、 DB2 DRDA クライアントで、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 83。リモートの
DRDA クライアントが他のシステムである場合は、診断
情報に関するクライアント・プロダクトの資料を参照し
てください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
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00D35E59
説明: DRDA サーバーとして作動する DB2 が、リモ
ート・クライアントから受け取った DDM コマンド・デ
ータ・オブジェクトにエラーを検出しました。 DDM オ
ブジェクトは SQLDTARD コレクションの OUTOVR
スカラーです。 FDOCA 記述子の構造が正しくありま
せん。 OUTOVR より前にある LL に指定されている
長さが OBJDSS キャリアの長さより大きいか、または
コンポーネント構造の 1 つの長さ (トリプレット長さ)
が OUTOVR の長さと一致しないかのいずれかです。記
述子は無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNLZSOV
システムの処置: 警報が生成され、メッセージ
DSNL032I がコンソールに書き出されます。詳細につい
ては、このメッセージの説明を参照してください。
DSCINVRM 応答メッセージがリモート DRDA クライ
アントに戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
DSNL032I メッセージに列挙された IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードも分析
する必要があります。
問題判別: リモートの DRDA クライアントが DB2
(MVS 版) システムである場合は、 DB2 DRDA クライ
アントで、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 83。リ
モートの DRDA クライアントが他のシステムである場
合は、診断情報に関するクライアント・プロダクトの資
料を参照してください。
DB2 DRDA サーバーで、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 1、49。
00D35E5A
説明: DB2 が、DDM コマンドまたは DDM コマン
ド・データの構文解析中にエラーを検出しました。
SECCHK コマンドで送信された NEWPSWD の長さ
が、無効でした。新規パスワードは 255 バイトを超え
ることはできません。
システムの処置: DDM 応答メッセージ (SYNTAXRM)
がローカル DB2 に戻されます。
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オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E5B

システムの処置: サーバーにいる場合、DDM 応答メッ
セージ (SYNTAXRM) がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。

説明: DB2 は、DDM ACCSEC コマンドまたはその応
答データの構文解析中にエラーを検出しました。
SECTKN インスタンス変数の中で渡された、暗号化接
続キーの長さが無効です。接続キーは、32 バイトのセ
キュリティー・トークンでなければなりません。
システムの処置: サーバーにいる場合、DDM 応答メッ
セージ (SYNTAXRM) がローカル DB2 に戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: DSNL032I メッセージの IFCID シーケンス
番号が示す統計クラス 4 のトレース・レコードを分析
する必要があります。
このローカル DB2 で、 1525 ページの『付録 B. 問題判
別』にリストされている次の診断項目を集めてくださ
い。 83。
このリモート・サーバーで、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、49。
00D35E5C
説明: DB2 は、DDM SECCHK コマンドまたはその応
答データの構文解析中にエラーを検出しました。
SECTKN インスタンス変数の中で渡された、暗号化さ
れたパスワードの長さが無効です。 DB2 は 8 バイト
または 16 バイトの暗号化されたパスワードをサポート
しています。
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第 40 章 X’D4......’ コード
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

00D40001
説明: IMS 接続機能 (IMS attachment facility)が、無効
な保管域チェーン・ポインターを検出しました。保管域
が重ね書きされた場合、または保管域ポインターが無効
である場合だけ、この状態が発生します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNMCMD0 DSNMDR00
DSNMINIT
DSNMDRI0
システムの処置:

DSNMDR10
DSNMSN00

DSNMID00

このタスクは異常終了します。

システム・プログラマーの応答: IMS 従属領域で異常
終了が起こった場合、この領域を再始動してください。
IMS 制御領域で異常終了が起こった場合、接続を再始動
してください。障害が起こった環境を判別してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: ダンプを分析してください。レジスター 13
から 4 バイトの個所に、無効な保管域チェーン・ポイ
ンターのアドレスがあります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、26、 27、45。

問題判別: SYS1.LOGREC データを分析してくださ
い。ログ・レコードには、IMS 接続機能 (IMS
attachment facility)の現行のトレース項目、コマンドの先
頭の 4 文字、出力の宛先、および失敗したコマンドの
許可 ID が入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 3、4、 26、27、
45。
00D40061
説明: IMS の /STOP SUBSYS コマンドが出たため
に、IMS 接続機能が DB2 との接続を確立できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNMSNO0
システムの処置: アプリケーションの SQLCA は、
SQLCODE -924 および理由コード 00D40061 によって
更新されます。制御がアプリケーションに戻されます。
ユーザーの処置: IMS の /START SUBSYS コマンドが
出されるのを待ってから、トランザクションを入力し直
してください。
オペレーターの応答: IMS の /START SUBSYS コマン
ドを出して、DB2 との接続を確立した上で、トランザ
クションを入力し直してください。

00D40008
説明: IMS 接続機能 (IMS attachment facility)コマン
ド・モジュールの ESTAE ルーチンが、SYS1.LOGREC
の可変記録域にこの理由コードを入れます。この理由コ
ードは項目が標準 DB2 項目でないことを示していま
す。この理由コードの後には、IMS 接続機能 (IMS
attachment facility)の現在のトレース項目、コマンドの最
初の 4 文字、出力の宛先、および許可 ID が続きま
す。
このメッセージは、可変記録域 (VRA) に情報を記録し
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNMCMD0
システムの処置: 再試行オプションを用いて RTM に
戻るためのあらゆる試みが行われます。再試行が成功し
た場合は、コマンドが失敗したことを示すメッセージ
が、元の宛先に送られます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

システム・プログラマーの応答: IMS の /STOP
SUBSYS コマンドが出た理由を判別してください。
問題判別:
ださい。

アプリケーションの SQLCA を分析してく

00D40062
説明: IMS がシャットダウンしつつあるため、IMS 接
続機能は DB2 との接続を確立できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNMSNO0
システムの処置: アプリケーションの SQLCA は、
SQLCODE -924 および理由コード 00D40062 によって
更新されます。制御がアプリケーションに戻されます。
ユーザーの処置: IMS が再始動された後に、トランザ
クションを入力してください。
オペレーターの応答: IMS を再始動してください。
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00D40063
システム・プログラマーの応答:
を判別してください。
問題判別:
ださい。

IMS が停止した理由

アプリケーションの SQLCA を分析してく

00D40069
説明: DB2 との接続を確立しようとしたときに、DB2
の IMS 接続機能が、 IMS 外部サブシステム接続機能
から、予期しない戻りコードを受け取りました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

00D40063
説明: DB2 とのサブシステム接続を始動しようとした
ときに、DB2 の IMS 接続機能が、 IMS 外部サブシス
テム接続機能から、予期しない戻りコードを受け取りま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNMSNO0
システムの処置: アプリケーションの SQLCA は、
SQLCODE -924、理由コード 00D40063、および IMS
外部サブシステム機能から受け取った戻りコードによっ
て更新されます。次の戻りコードのうちの 1 つが示さ
れる可能性があります。
v 12 - DB2 接続は失敗しました。外部サブシステム
が、要求を処理しているときにエラーを検出しまし
た。
v 24 - DB2 接続は失敗しました。外部サブシステム
が、初期設定出口からの'接続不可'戻りコードを戻し
ました。
v 28 - DB2 接続は失敗しました。要求を処理するのに
必要な IMS リソースが利用不能でした。
v 32 - DB2 接続は失敗しました。無効な EPL が見つ
かりました。
v 36 - DB2 接続は失敗しました。外部サブシステム
が、サブシステム終了サービス出口を呼び出したため
に要求が拒否されました。

DSNMDR10

DSNMERR0

DSNMSNO0

システムの処置: アプリケーションの SQLCA は、
SQLCODE -924、理由コード 00D40069、および IMS
外部サブシステム接続機能から受け取った戻りコードに
よって更新されます。制御がアプリケーションに戻され
ます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは内部エラーで
す。適切な診断情報を手に入れるために、領域を停止し
てダンプをとってください。
問題判別: ダンプの WAL 制御ブロックに、IMS 接続
トレース表が含まれています。問題の識別および報告に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2
部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、5、 26、27、
45。
00D44011

制御がアプリケーションに戻されます。

説明: アプリケーション・プログラムをロードできなか
ったため、DB2-DL/I バッチ・サポートまたは IMS
BMP ジョブ・ステップが処理を継続できません。

オペレーターの応答:
てください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNMTV01

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは内部エラーで
す。適切な診断情報を手に入れるために、領域を停止し
てダンプをとってください。

システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートまたは
IMS BMP ジョブ・ステップが処理を継続できず、処理
を終了します。

問題判別: ダンプの WAL 制御ブロックに、IMS 接続
トレース表が含まれています。問題の識別および報告に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2
部を参照してください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4、5、 26、27、
45。

システム・プログラマーの応答: DDITV02 SYSIN デー
タ (DB2-DL/I バッチ・サポートの場合) または
IMSBATCH プロシージャー (IMS BMP ジョブ・ステ
ップの場合) が必ず、リソース変換表 (RTT) をポイン
トするサブシステム・メンバー (SSM) パラメーターを
指定するようにしてください。 RTT は、IMS アプリケ
ーション名を DB2 プラン名にマップします。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
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00D44021
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部 を参照してください。

00D44022

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、4、
32、54。

説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 DDITV02 SYSIN データ・セットをオープンす
ることができないか、またはレコードを読み取る前にフ
ァイルの終わりに達したからです。

00D44021

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNMTV02

説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 DDITV02 SYSIN データ・セットに指定された
パラメーター値の長さが誤りであるからです。

システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNMTV02
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: エラーの DDITV02
SYSIN データ・セット・パラメーター値を訂正し、ジ
ョブを再実行してください。 DDITV02 DD ステートメ
ントが正しいデータ・セット名を指定していること、お
よびデータ・セットの DCB RECFM が F または FB
であることを確認してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、障害分析手順の
詳細および問題の識別と報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: パラメーター値の長さの限界は次のとおりで
す。
v DB2 サブシステム: 0 < SSN < 5
v LIT 値 < 5
v DB2 初期設定モジュール名 = 8
v DB2 の任意選択のリソース変換モジュール名 < 9
v 領域エラー・オプション値 < 2
v コマンド認識値 < 2
v 接続名 < 9
v DB2 プラン名 < 9
v アプリケーション・プログラム・プログラムのロー
ド・モジュール名 < 9
レジスター 8 は、エラーのフィールドの後の区切り文
字を示しています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: エラーの DDITV02
DD ステートメントまたはデータ・セットを訂正し、ジ
ョブを再実行してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の
第 2 部を参照してください。
問題判別: DDITV02 データ・セットが存在し、正しく
形式設定されたレコードを含んでいることを確認してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54。
00D44023
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 1 つまたは複数の DDITV02 SYSIN データ・セ
ット値が正しく指定されていないためです。すべての値
が見つかる前に、入力レコードの終わりが検出されま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNMTV02
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: エラーの DDITV02
DD 値またはデータ・セットを訂正し、ジョブを再実行
してください。 DDITV02 DD ステートメントが正しい
データ・セット名を指定していること、およびデータ・
セットの DCB RECFM が F または FB であることを
確認してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の
第 2 部を参照してください。
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00D44024
問題判別: DDITV02 DD SYSIN 値を検査し、形式が正
しいか調べてください。

告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54。

問題判別: DDITV02 SYSIN DD を値を検査し、エラ
ー・オプションが R、Q、A、またはヌルの正しい値に
なっているかを調べてください。

00D44024

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54。

説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 DB2 初期設定モジュールの DDITV02 SYSIN
データ・セット値が誤ったモジュールを参照しているか
らです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNMTV02
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DSNMIN10 を初期設
定モジュールに指定して、エラーの DDITV02 SYSIN
DD 値またはデータ・セットを訂正し、ジョブを再実行
してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: DDITV02 DD SYSIN 値を検査し、必須パラ
メーター DSNMIN10 が指定されていないかを調べてく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54。
00D44025
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 DB2 領域エラー・オプションの DDITV02
SYSIN データ・セット値が間違っているからです。
R、Q、A、またはヌル (,, として指定) だけが有効で
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNMTV02
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 領域エラー・オプショ
ンが R、Q、A、またはヌルとなるよう DDITV02
SYSIN DD を訂正し、ジョブを再実行してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
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00D44031
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 DDITV02 SYSIN データ・セットに指定された
DB2 サブシステムとの接続を確立することができなか
ったためです。このエラーは、通常次のいずれかの理由
により起こります。
v DDITV02 SYSIN データ・セット (デフォルト値)、ま
たは IMSID-SSM の組み合わせが定義したメンバーに
指定されている DB2 サブシステム名が、間違ってい
ます。
v DB2 システムが操作可能ではありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV03
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: 指定された DB2 サブシステムを
始動させる必要があるかもしれません。
システム・プログラマーの応答: DB2 サブシステム名
に関して、DDITV02 DD SYSIN または IMSID-SSM 組
み合わせがポイントするメンバーが正しくない場合は、
それを訂正し、ジョブを再実行してください。 DB2 サ
ブシステムが停止している場合は、オペレーターに
DB2 サブシステムを始動してもらってください。
問題判別: DDITV02 DD SYSIN または IMSID-SSM
組み合わせがポイントするメンバーを検査し、正しい
DB2 サブシステム名かどうかを調べてください。
DDITV02 DD ステートメントが正しいデータ・セット
名を指定していること、およびデータ・セットの DCB
RECFM が F または FB であることを確認してくださ
い。
ダンプの WAL 制御ブロックに、接続および IMS 接続
トレース表についての情報が含まれています。フィール
ド WALSSID は、呼び出し先の DB2 サブシステムの名
前を示しています。
トレース表の最後の項目は ID00 の ID を持ち、CALL
STATUS には、障害に関する 2 バイトの戻りコードと
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00D44032
4 バイトの理由コードがあります。 4 バイトの理由コ
ードは、障害の原因を判別するのに役に立つ追加の診断
情報を示している場合があります。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
正しい DB2 サブシステム名が指定されており、それが
使用可能な場合、エラーの詳細については個々の理由コ
ードの説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。
00D44032
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートは継続できません。
DB2 がスレッドを作成したかまたはサインオンに失敗
しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV03
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

ユーザーの処置: 必須の DB2 オブジェクトがすべて使
用可能であり、指定したプラン名が正しいことを確認し
てください。問題が繰り返し起こる場合には、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
問題判別: ダンプ内の WAL 制御ブロック、または
IMS ログ・データ・セット (使用可能な場合) にある
X’5501FF00’ IMS 接続ログ・レコードに、特定の DB2
戻りコードおよび理由コードがないかどうかを調べてく
ださい。さらに、失敗の理由を示す WALERN フィール
ドを示します。
ダンプの WAL 制御ブロックに、接続および IMS 接続
トレース表についての情報が含まれています。トレース
表の最後の項目は CTHD または SIGN の ID を持ち、
CALL STATUS には、障害に関する 2 バイトの戻りコ
ードと 4 バイトの理由コードがあります。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。

00D44033
説明: アプリケーションが選択され、デッドロックの犠
牲になったため、 DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV03
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: ロックアウト状態があまり起こり
そうにもない場合は、アプリケーション・プログラムを
スケジュールする必要がある場合があります。
システム・プログラマーの応答: DB2 が、MVS コン
ソールに送る情報、メッセージ DSNT375I または
DSNT376I、からデッドロック状態の理由を分析してく
ださい。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている以下の診断項目を集めてください。 1、
4、 32、54、 55。
00D44034
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 IMS と DB2 間の未確定処理の解決中にリカバ
リー不能エラーが生じました。現在の未確定 DB2 スレ
ッドは未変更のままです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV03
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポート処理が終
了し、DB2 04E SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: DISPLAY THREAD TYPE
(INDOUBT) コマンドを入力し、障害が起きた時点での
IMS と DB2 の間の未確定スレッド処理の状態を判別し
てください。システム・プログラマーに通知してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: これは、IMS の外部
サブシステム接続機能と DB2 IMS 接続機能との間の内
部プロトコル・エラーであるか、または IMS と DB2
の外部実行環境エラーであると考えられます。 DL/I と
関連のあるエラー・メッセージや異常終了戻りコードが
ないかどうか、 IMS および MVS コンソール・ログを
調べてください。
問題判別:

IMS ログ・データ・セットの DB2 IMS 接
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00D44035 • 00D44038
続スナップ・レコード (コード X'5501FE') を見つけて
調べ、さらにダンプにある WAL トレース表の項目を調
べてください。
DB2 理由コードが WAL トレース項目かまたは
X'5501FE' ログ・レコードの WALSFER2 フィールドに
提供されている場合、理由コードに示されている指示に
従って、この障害についてのより詳しい情報を入手して
ください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、25、
27、32. 45. 49. 50.

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは設置システムの
問題です。アプリケーション・プログラムが許可 ID を
変更しています。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: DB2 によって保管された許可 ID が、
ASXBUSER の値と一致しません。制御ブロック変更が
行われました。レジスター 3 に X'34' を加えた位置
に、変更された値が示されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。

00D44035
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 DB2 許可 ID に使用した PSB 名が、許可され
ていない文字ストリング SYSADM で始まっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV03
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答:
てください。

継続できず、処理を終了します。

システム・プログラマーに通知し

00D44037
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。保管域のスタックを使い切りました。複数レベル
が反復して呼び出されたときに、このエラーが発生する
可能性があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNMTV03

システム・プログラマーの応答: これは設置システムの
問題です。 SYSADM で始まる PSB 名が許可 ID とし
て使用されています。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: ジョブ・ステップ実行ステートメントの
PSB= パラメーターが、使用した PSB 名を示していま
す。レジスター 3 に X'34' を加えた位置に、指定され
た許可 ID が示されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。

DSNMTV04

DSNMTV05

システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは変更したデータ
収集出口を実行した結果、複数の再帰が発生した問題で
ある可能性があります。
問題判別: データベースの更新操作中にユーザー出口
が、繰り返し呼び出されていないかを確かめてくださ
い。
00D44038

00D44036
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。許可 ID がアプリケーション・プログラムによっ
て変更されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV03
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
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説明: DB2 IMS 接続機能が、収集された DB2 表デー
タが伝搬の準備ができたことを IMS サブシステムに通
知しようとしました。しかし、IMS 出口管理プログラム
を通知の目的に使用することはできません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV03
システムの処置: DB2 伝搬処理は異常終了します。
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00D44039
システム・プログラマーに通知してく

害に関する 2 バイトの戻りコードと 4 バイトの理由コ
ードがあります。

システム・プログラマーの応答: これは設置システムの
問題です。 必要なリリース・レベルの IMS が使用不能
です。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。

問題判別: DB2 から IMS へのデータ伝搬をサポート
する IMS のリリース・レベルがインストールされてい
るかを確かめてください。

00D44051

ユーザーの処置:
ださい。

00D44039
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 DDOTV02 出力データ・セットのレコード形式
(RECFM) が、固定形式または固定ブロック形式です。
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
システム・プログラマーの応答: DCB の RECFM パラ
メーターを固定 ’F’ または固定ブロック ’FB’ から可変
’V’ または可変ブロック ’VB’ に変更してください。
LRECL=4092 を指定し、BLKSIZE を最低でも
LRECL+4 に指定してください。その後、ジョブを実行
してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: DDOTV02 DD を検査して、DCB-RECFM
の値が ’V’ または ’VB’ になっていることを確かめて
ください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00D44050
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 DB2 準備問題が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV05
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは内部エラーで
す。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: ダンプの WAL 制御ブロックには、IMS 接
続トレース表が入っています。トレース表の最後の項目
に PREP の ID があります。CALL STATUS には、障

説明: DB2 のコミット継続問題が検出されたため、
DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV05
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: これは内部エラーで
す。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: ダンプの WAL 制御ブロックには、IMS 接
続トレース表が入っています。トレース表の最後の項目
に COMC の ID があります。 CALL STATUS には、
障害に関する 2 バイトの戻りコードと 4 バイトの理由
コードがあります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。
00D44052
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 DB2 打ち切り問題が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV05
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: これは内部エラーで
す。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: ダンプの WAL 制御ブロックには、IMS 接
続トレース表が入っています。トレース表の最後の項目
に ABRT の ID があります。 CALL STATUS には、
障害に関する 2 バイトの戻りコードと 4 バイトの理由
コードがあります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
第 40 章 DB2 コード

1193

00D44053
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。
00D44053
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 DL/1 XRST 呼び出し問題が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV05
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらくアプリ
ケーション・プログラムのエラーです。 PCB 状況コー
ドがブランク以外の値かどうかを調べ、呼び出しに使用
した PCB を妥当性検査し、また呼び出し側が渡したパ
ラメーターを妥当性検査してください。アプリケーショ
ン・プログラムを訂正し、ジョブを再実行依頼してくだ
さい。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 通常の IMS デバッグ手法に従って、IMS
資料を集めてください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。
00D44054
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 IMS XRST 呼び出しの問題が検出されました。
XRST 呼び出しを出す場合には、SQL 呼び出しの前に
呼び出さなければなりません。また、XRST 呼び出しは
1 つしか出してはなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV05

しか出していないことを確認してください。
DDOTV02 データ・セットを検査して、INDOUBT のリ
カバリー単位が誤って打ち切られていないかどうかを確
かめてください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 通常の IMS デバッグ手法に従って、DL/I
資料を集めてください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。
00D44055
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 IMS が、IMS CHKP 呼び出し問題を検出しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV05
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: これはおそらくアプリ
ケーション・プログラムのエラーです。 PCB 状況コー
ドがブランク以外の値かどうかを調べ、呼び出しに使用
した PCB を妥当性検査し、また呼び出し側が渡したパ
ラメーターを妥当性検査してください。アプリケーショ
ン・プログラムを訂正し、ジョブを再実行依頼してくだ
さい。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 通常の IMS デバッグ手法に従って、IMS
資料を集めてください。

システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。

オペレーターの応答:
てください。

00D44056

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらくアプリ
ケーション・プログラムのエラーです。 SQL ステート
メントを処理する前に XRST 呼び出しを出すようにア
プリケーション・プログラムを訂正してください。それ
から、ジョブを再実行依頼してください。また、アプリ
ケーション・プログラムは XRST 呼び出しを 1 つだけ
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説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 IMS ROLL または ROLB 呼び出し問題を、IMS
が検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV05
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00D44057
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらくアプリ
ケーション・プログラムのエラーです。 PCB 状況コー
ドがブランク以外の値かどうかを調べ、呼び出しに使用
した PCB を妥当性検査し、また呼び出し側が渡したパ
ラメーターを妥当性検査してください。アプリケーショ
ン・プログラムを訂正し、ジョブを再実行依頼してくだ
さい。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 通常の IMS デバッグ手法に従って、IMS
資料を集めてください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。
00D44057
説明: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を継続できま
せん。 IMS 呼び出し問題を DB2-DL/I バッチ・サポー
トが検出しました。 IMS の SYNC、ROLS、または
SETS 呼び出しは許可されていません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMTV05
システムの処置: DB2-DL/I バッチ・サポートが処理を
継続できず、処理を終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらくアプリ
ケーション・プログラムのエラーです。サポートされて
いる IMS 呼び出しを使用するようにアプリケーショ
ン・プログラムを訂正して、ジョブを再実行依頼してく
ださい。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 通常の IMS デバッグ手法に従って、IMS
資料を集めてください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る以下の診断項目を集めてください。 1、4、 32、54、
55。

第 40 章 DB2 コード

1195

1196

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

第 41 章 X’D6......’ コード
00D60001

00D60801

説明: 矛盾した状態を、DB2 が検出しました。 LOB
の索引項目が補助表内の正しい LOB をポイントしてい
ません。このエラーは、おそらく余分な索引項目が原因
で起きていると思われるが、表の更新が必要であるにも
かかわらず、更新されなかった場合や、時刻指定リカバ
リーによっても起きる場合があります。

説明: 使用可能な LOB スペースを超過しました。LOB
値の処理をするためにユーザーまたはシステムに許可さ
れているスペースを超過しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
システムの処置: この操作は許されません。 DB2 は、
呼び出し側に 'リソース利用不能' を戻します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

システム・プログラマーの応答:

システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 索引ページを示すメッセージ DSNI013I が
出されます。 CHECK ユーティリティーを実行して索
引の不整合の程度を識別してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、
31、32、33、41、42。
00D60100
説明: 矛盾した状態を、DB2 が検出しました。 LOB
の索引項目が補助表内の正しい LOB をポイントしてい
ません。このエラーは、おそらく余分な索引項目が原因
で起きていると思われるが、表の更新が必要であるにも
かかわらず、更新されなかった場合や、時刻指定リカバ
リーによっても起きる場合があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 索引ページを示すメッセージ DSNI013I が
出されます。 CHECK ユーティリティーを実行して索
引の不整合の程度を識別してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、
31、32、33、41、42。
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出されます。メッセージ DSNT500I
またはメッセージ DSNT501I が出されることもありま
す。詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻り
コード』 または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メ
ッセージ』の DSNT500I および DSNT501I メッセージ
の説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00D60802
説明: 使用可能な LOB ロケーター・スペースを超過し
ました。 LOB ロケーターを処理をするためにユーザー
またはシステムに許可されているスペースを超過しまし
た。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
システムの処置: この操作は許されません。 DB2 は、
呼び出し側に 'リソース利用不能' を戻します。
システム・プログラマーの応答:
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出されます。メッセージ DSNT500I
またはメッセージ DSNT501I が出されることもありま
す。詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻り
コード』 または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メ
ッセージ』の DSNT500I および DSNT501I メッセージ
の説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
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00D60803
00D60803

00D60C03

説明: いずれかの LOB データ・タイプ (BLOB、
CLOB、 DBCLOB) を持つ列の値にアクセスしようとし
ましたが、その列の値はすでに無効になっています。

説明: フォーマットされていないか、他の LOB に属し
ているため、LOB データ・ページにアクセスできませ
ん。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。

システムの処置: この操作は許されません。 DB2 は、
呼び出し側に 'リソース利用不能' を戻します。

システムの処置:

システム・プログラマーの応答: CHECK LOB ユーテ
ィリティーを使って、無効な LOB を調べてください。
無効な LOB の置き換えには更新 (Update) を、除去す
るには削除 (Delete) を使用してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 が出されます。メッセージ DSNT500I
またはメッセージ DSNT501I が出されることもありま
す。詳細については、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻り
コード』 または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メ
ッセージ』の DSNT500I および DSNT501I メッセージ
の説明を参照してください。

システム・プログラマーの応答: CHECK LOB を実行
して、不整合を起こしているエクステントを調べてくだ
さい。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別:

要求された操作は実行されません。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00D60C02
説明: 補助索引項目が見つかりません。補助索引にアク
セスしようとしましたが、項目が見つかりません。同じ
時刻指定に設定されている表スペース内の表スペースを
すべてリカバリーしなかった場合に、これが起こること
があります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
システムの処置:

この操作は許されません。

システム・プログラマーの応答: CHECK DATA を使
用して、不整合を起こしている表の行を調べてくださ
い。これらのエラーの修正には、 SQL UPDATE あるい
は DELETE を使用してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別:

要求された操作は実行されません。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
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この操作は許されません。
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00D70001
説明: DB2 のデータ・スペース管理プログラム (DSM)
のサブコンポーネントがあるストレージ・グループ定義
にアクセスできなかったか、あるいはストレージ・グル
ープにボリューム ID が含まれていません。エラーの原
因としては、ストレージ・グループに誤った名前を使用
したこと、または、新しいボリューム ID を指定せずに
ALTER STOGROUP ですべてのボリューム ID を除去
したことなどが考えられます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPGSGI
システムの処置: 'リソース利用不能'コードが呼び出し
側に戻されます。
ユーザーの処置: 問題を自分で解決できない場合には、
システム・プログラマーまたはデータベース管理者に通
知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。それ以外の場合は、
SQLCA を調べて、このストレージ・グループの名前を
捜してください。 (SYSIBM.SYSSTOGROUP の SQL
SELECT を用いて) このストレージ・グループが存在し
ていることを確認してください。関連する
SYSIBM.SYSVOLUMES 表項目を検査し、このストレー
ジ・グループに関してボリューム ID が存在しているか
どうかを調べてください。 DB2 にエラーがあると思わ
れる場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: SELECT * FROM SYSIBM.SYSSTOGROUP
および SELECT * FROM SYSIBM.SYSVOLUMES から
の出力リスト、このコードが出る原因となった要求の詳
細、および SQLCA の内容を入手してください。また、
関連メッセージを示すオペレーターのコンソール・シー
トがあれば、それも入手してください。この資料を参照
して、問題の原因を判別してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。1、2、 14、15、
32、35。
00D70002
説明: 必須のデータ・セットが DB2 で利用できませ
ん。おそらく、ユーザー・エラーです。たとえば、
USING VCAT パラメーターを指定した CREATE
TABLESPACE 要求を出す前に、アクセス方式サービス
を使用して必要な VSAM データ・クラスターを作成す
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

るのを忘れている可能性があります。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがエンド・
ユーザーに戻されます。
ユーザーの処置: 問題を解決できない場合には、システ
ム・プログラマーまたはデータベース管理者に通知して
ください。
システム・プログラマーの応答: 以下のいずれか (また
は両方) の処置をとってください。
v 必要となるデータ・セットを使用可能にする。
v このデータ・セットが適切な統合カタログ機能 (ICF)
カタログにカタログされていることを確認する。
このデータ・セット名は、SQLCA、このコードを含む
DSNP 接頭部のついたメッセージ、または、(同じ接続
ID および同じ相関 ID をもつ) 同じユーザーに対して
前に出た DSNP 接頭部をもつメッセージに示されてい
ます。
データ・セット名が正しくて、カタログされており、し
かも VTOC に示されている場合には、データ・セット
名の最初の修飾子が示す統合カタログ機能 (ICF) カタロ
グに、アクセス方式サービスの DIAGNOSE コマンドを
実行してください。 DIAGNOSE コマンドの説明は、
「DFSMS/MVS 統合カタログ機能 (ICF) のためのアクセ
ス方法サービス」に記載されています。
問題判別: 問題の原因を判別するには、以下の情報を入
手してください。
v このデータ・セットの存在を示す統合カタログ機能
(ICF) カタログおよび VTOC のリスト
v このコードが出る原因となった要求の詳細
v SQLCA の内容
v 関連メッセージを示すオペレーターのコンソール・シ
ート
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 10、12、
14、15、 32、35。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPCLO0
DSNPSCTE

DSNPSCTC

DSNPSCTD

DSNPSCT0
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00D70003 • 00D70004
除去するか、作成しようとしている表または索引に別の
名前を使用してください。

00D70003
説明: データ・セットのうち一部またはすべてが、すで
に存在しています。 DB2 のデータ・スペース管理プロ
グラム (DSM) サブコンポーネントで、作成しようとし
ているデータ・セットと同じ名前のデータ・セットがす
でに存在することが検出されました。データ・セットの
名前は、SQLCA またはメッセージ DSNP002I (DEFINE
FAILED FOR data-set-name)、あるいはその両方、また
は DSNP023I (RENAME NEW DATASET SHOULD
NOT EXIST FOR data-set-name) に示されています。
DB2 のエラーがあると思われる場合は、その問題の識
別と報告について DB2 Diagnosis Guide and Reference
の 第 2 部を参照してください。データ・セットの命名
規則に関する詳細については、 DB2 ユニバーサル・デ
ータベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の
第 2 部 (第 1 巻) を参照してください。
これは、ユーザーが VSAM アクセス方式サービスを使
用して (表スペースまたは索引用に使用する目的で) デ
ータ・セットを作成したあとで、 SQL CREATE ステー
トメントにより表スペースまたは索引を作成した際に、
USING VCAT の指定を忘れると、起こる可能性があり
ます。
あるいは、前に行われた DB2 の DROP または
DELETE、またはバックアウト操作が失敗した結果、デ
ータ・セットが残っていることも考えられます。この障
害は、おそらく、DROP、DELETE、またはバックアウ
トの時点でデータ・セットまたは統合カタログ機能
(ICF) カタログが使用不能であった場合に起こります。
たとえば、パックがオフラインになっていたり、その他
の操作上の問題がある場合があります。この場合、表ス
ペースが除去されていながら、データ・セットが残って
いて、その後オンラインに戻された可能性があります。
このタイプの障害が発生した時点では何らかの標識が示
されているはずです (たとえば、データ・セットが削除
されていないことを示す DSNP 接頭部の付いたメッセ
ージ)。最近のコンソール・シートを調べてこのようなメ
ッセージを探すこともできますが、障害はかなり前に起
こっているかもしれません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPDFN1 DSNPRNM0
システムの処置:
れます。

エラー標識がエンド・ユーザーに戻さ

ユーザーの処置: 問題を自分で解決できない場合には、
システム・プログラマーまたはデータベース管理者に通
知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。それ以外の場合に
は、アクセス方式サービスを使用してデータ・セットを
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データ・セット名が正しくて、カタログされており、し
かも VTOC に示されている場合には、データ・セット
名の最初の修飾子が示す統合カタログ機能 (ICF) カタロ
グに対して、アクセス方式サービスの DIAGNOSE コマ
ンドを実行してください。 DIAGNOSE コマンドの説明
は、「DFSMS/MVS 統合カタログ機能 (ICF) のためのア
クセス方法サービス」に記載されています。
問題判別: このデータ・セットの使用記録に関する情
報、すなわちこのデータ・セット名と表スペース / 索引
の名前が必要です。コンソール、統合カタログ機能
(ICF) カタログおよび VTOC のリスト、このコードが
出る原因となった要求の詳細、および SQLCA の内容も
必要になる場合があります。また、関連メッセージを示
すオペレーターのコンソール・シートがあれば、それも
入手してください。この資料を参照して、問題の原因を
判別してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、10、
12、14、 15、32、 35。
00D70004
説明: 特定のデータ・セットの削除が保留されていま
す。除去リストに名前があるために、新しいデータ・セ
ットの作成が妨げられています。通常のユーザー・エラ
ーです。一般には、ユーザーが古いオブジェクト (表ス
ペース、索引、その他) を除去した後で、除去をコミッ
トしないでそのオブジェクトを再定義しようとした場合
に起こります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNPCPS0、DSNPDFN1
システムの処置:

エラー標識がユーザーに戻されます。

ユーザーの処置: 再定義の前に除去をコミットしなけれ
ばなりません。必要があれば、システム・プログラマー
またはデータベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: ユーザーは、除去リス
トにあるデータ・セットの除去をコミットしなければな
りません。このメッセージの問題判別の項に列挙された
資料を集めて、問題の原因を判別してください。
問題判別: 最後にコミットした処置からこのコードが出
る原因となった要求の詳細までを含む、活動に関する資
料が必要です。また、SQLCA の内容を調べることも必
要です。また、関連メッセージを示すオペレーターのコ
ンソール・シートがあれば、それも入手してください。
この資料を参照して、問題の原因を判別してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
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00D70005
問題のデータ・セットの名前を調べてください。 これ
らの名前を削除した上で、これらの名前を作成した
DB2 サブシステムで適切な DROP および DELETE 要
求を出すか (データ・セットに関する統合カタログ機能
(ICF) カタログ項目の 'OWNER' を調べてください)、ア
クセス方式サービスの DELETE CLUSTER ステートメ
ントを直接に出すかしてください。

Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、14、32、
35。
00D70005
説明: 指定されたデータ・セットは、アクセス方式サー
ビスのユーザー定義のデータ・セットでした。データ・
セットに、必要な DB2 属性がありません。

問題判別: 統合カタログ機能 (ICF) カタログおよび
VTOC のリスト、このコードが出る原因となった要求の
詳細、および SQLCA の内容を入手してください。ま
た、関連メッセージを示すオペレーターのコンソール・
シートがあれば、それも入手してください。この資料
は、問題の原因の判別に役立つはずです。

システムの処置: 示されたデータ・セットに関しては、
いかなる処置もとられません。 エラー・コードが戻さ
れますが、ダンプはとられません。
オペレーターの応答:
てください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 10、12、
14、15、 32、35。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 指摘されたデータ・セ
ットを削除し、正しい属性で定義し直してください。デ
ータ・セット定義の正しい属性については、 DB2 イン
ストレーション・ガイド の第 2 部を参照してくださ
い。

00D70007
説明: 指定されたデータ・セットは ICF カタログにカ
タログされていなければなりません。このデータ・セッ
トが、ICF 以外のカタログに入っていました。

問題判別: 示されたデータ・セット属性に関するアクセ
ス方式サービスの LISTCAT を入手してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPSCT0 DSNPSCTC DSNPSCTE

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNPSCTC DSNPSCT0

システムの処置: 示されたデータ・セットに関して、処
置はとられません。エラー・コードが戻されますが、ダ
ンプはとられません。

00D70006
説明: この DB2 サブシステムがデータ・セットを所有
していません。表スペースまたは索引を二重書きしてい
るデータ・セットは、それを作成した DB2 サブシステ
ムのデータ・スペース管理プログラム (DSM) サブコン
ポーネント、またはインストール時に同じ許可 ID を持
っている DB2 サブシステムによってしか、削除できま
せん。これは、そのユーザーが作成した可能性があって
も、削除しようとしているデータ・セットと一致する名
前をもつデータ・セットを DSM が削除するのを防ぐた
めの、保護機能です。この保護機能は、別の DB2 サブ
システムが作成した可能性があって、まだそのサブシス
テムが必要とするデータ・セットが削除されることも防
ぎます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPDLT1 DSNPDLTE
システムの処置:
れます。

このデータ・セットはそのままに残さ

ユーザーの処置: 問題を自分で解決できない場合には、
システム・プログラマーまたはデータベース管理者に通
知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。それ以外の場合は、

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 指摘されたデータ・セ
ットを削除し、ICF カタログを用いて DEFINE し直し
てください。
問題判別: 示されたデータ・セット属性に関するアクセ
ス方式サービスの LISTCAT を入手してください。正し
いカタログの使用法については、DB2 インストレーショ
ン・ガイド の第 2 部を参照してください。

| 00D70008
| 説明: 割り振り中、DB2 はデータ・セットの属性が誤
| りであることを検出しました。このデータ・セットに
| は、 DFSMS を使用して定義された拡張アドレッシング
| 機能属性が必要です。
|
|

システムの処置: エラー通知がエンド・ユーザーに戻さ
れますが、ダンプはとられません。

|
|

ユーザーの処置: システム・プログラマーまたはストレ
ージ管理者に連絡してください。

|
|

システム・プログラマーの応答: 4 GB より大きくする
ためには、このデータ・セットは拡張アドレッシング機
第 42 章 DB2 コード

1201

00D70010
| 能属性を使って定義されている DFSMS データ・クラス
| に属していなければなりません。DFSMS の DATA SET
| CLASS DEFINE パネルの DATA SET NAME TYPE フ
| ィールドに EXT と指定し、自動クラス選択ルーチンが
| このデータ・セットをこのデータ・クラスに関連付けて
| いることを確認してください。
|
|
|

問題判別: 指定したデータ・セットの対応する SMS デ
ータ・クラスからデータ・セット属性の情報を入手して
ください。
00D70010
説明: これは内部エラーです。データ・セットを拡張す
る試みが失敗しました。これは、DSM 通知処理で問題
が検出されたためです。
システムの処置:
ん。

データ共用の拡張が完了していませ

オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはデ
ータベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
セージ DSNP021I に関する説明を参照してください。
問題判別: 関連している DSNP021I メッセージとそれ
以前の関連のあるメッセージを示すコンソール・シート
を入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNPXTN0 DSNPNUX1 DSNPNUX2

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPXTN0
システムの処置: 拡張は行われません。操作は終了し、
コミットされていない活動はバックアウトされます。
ユーザーの処置: 問題を自分で解決できない場合には、
システム・プログラマーまたはデータベース管理者に通
知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。それ以外の場合、表
スペースが区分化されていて、しかも別の区画にスペー
スがあれば、新しい区分化パラメーターを指定して表ス
ペースを再定義すると、この区画を過負荷にしていたデ
ータを別の区画に差し向けることができます。表スペー
スが区分化されていない場合には、おそらく、この表ス
ペースに 2 つ以上の表が入っています。別の表スペー
スを定義してこの表スペースをアンロードし、それぞれ
の表を別個の表スペースに再ロードしてください。
（この
ためには、大量のデータを移す必要があることに注意し
てください。慎重にプランを立てるようにお勧めしま
す。)
問題判別: 表スペースまたは索引スペースが最大サイズ
に達していないと思われる場合には、コンソール、統合
カタログ機能 (ICF) カタログ、および VTOC のリスト
を用意してください。 DB2 にエラーがあると思われる
場合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 10、12、
14、15、 32、35。

00D70011
説明: DB2 のデータ・スペース管理プログラム (DSM)
サブコンポーネントが、表スペースまたは索引スペース
の拡張を要求しましたが、この表スペースまたは索引ス
ペースはすでに最大限まで拡張されていました。区画の
サイズは、区画の数に応じて、1、2、または 4GB にな
ります。表スペースまたは索引スペースが区分化されて
いない場合、最大サイズは 64GB (それぞれが 2 GB の
'部分' からなる 32 のデータ・セット) です。大規模区
分表スペースに対する NPI の最大サイズは 512 GB (各
4GB のデータ・セットが 128 個) です。
表スペース、索引スペース、および / または区画の名前
が得られるもととなったデータ・セットの名前について
は、メッセージ DSNP001I または DSNP007I あるいは
SQLCA、もしくはその両方を参照してください。デー
タ・セットの命名規則に関する詳細については、 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 2 部 (第 1 巻) を参照してくださ
い。

1202

00D70012
説明: パスワードまたはセキュリティーのエラーが発生
しました。何らかのセキュリティー違反が原因で、クラ
スター (データ・セット) についての統合カタログ機能
(ICF) カタログ項目へのアクセスが失敗しました。おそ
らく、ユーザー・エラーです。パスワードの指定が誤っ
ていたか、 (アクセス方式サービスの ALTER を使用し
て) 統合カタログ機能 (ICF) カタログのパスワードを変
更せずに (SQL ALTER を使用して) DB2 カタログのパ
スワードを変更した (あるいはその逆) ことが考えられ
ます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPAVLR

DSNPSCTD

DSNPSCT0

システムの処置: 'リソース利用不能'コードがエンド・
ユーザーに戻されます。
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00D70013
ユーザーの処置: 正しいパスワードが使用されているこ
とを確認してください。問題を自分で解決できない場合
には、データベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。それ以外の場合に
は、パスワードまたは RACF 許可、あるいはその両方
を調べてください。
問題判別: SQL の SELECT * FROM
SYSIBM.SYSTABLESPACE および (ストレージ・グル
ープに関連している場合には) SELECT * FROM
SYSIBM.SYSSTOGROUP からの出力を入手してくださ
い。また、統合カタログ機能 (ICF) カタログのリスト、
このコードが出る原因となった要求の詳細、および
SQLCA の内容も集めてください。また、関連メッセー
ジを示すオペレーターのコンソール・シートがあれば、
それも入手してください。単にパスワードが誤っていた
のでなければ、この資料が問題の原因の判別に役立つは
ずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の
識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 10、14、
15、32、 35。
00D70013
説明: 必要な統合カタログ機能 (ICF) カタログが存在
していないか、またはアクセス不能になっています。ク
ラスター (データ・セット) に関する統合カタログ機能
(ICF) カタログ項目へのアクセスに失敗しました。おそ
らく、ユーザー・エラーです。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがエンド・
ユーザーに戻されます。
ユーザーの処置: 問題を解決できない場合には、システ
ム・プログラマーまたはデータベース管理者に通知して
ください。
システム・プログラマーの応答:
ださい。

以下の処置をとってく

v 指定したカタログ名が正しいことを確認する
v オペレーターのコンソールに表示された関連の
DSNP012I メッセージから、統合カタログ機能 (ICF)
カタログの戻りコードと理由コードを調べる
v DSNP012I に関する説明を参照する
v コンソール・シートから関連メッセージを探す
v メッセージ IDC3009I に関する説明について、適切な
MVS 資料を参照する
問題判別: 問題の原因を判別するには、以下の情報を入
手してください。

v このコードが出る原因となった要求の詳細
v SQLCA の内容
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。1、2、10、14、32、
35。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPDLT1
DSNPDLTE

DSNPSCTC

DSNPSCTD

DSNPSCT0

00D70014
説明: データ・セットを拡張する試みが失敗しました。
これは、メディア管理プログラム・サービスで問題が検
出されたためです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPXTN0
システムの処置: この要求は打ち切られます。
ユーザーの処置: オペレーター、システム・プログラマ
ー、またはデータベース管理者に通知してください。
オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはデ
ータベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。それ以外の場合に
は、データ・セットに使用するパックを調べてくださ
い。これらのパックがフルになっている場合や、デー
タ・セットが許容されている最大エクステントに達して
いる場合があります。詳細については、メッセージ
DSNP001I に関する説明を参照してください。
問題判別: 関連の DSNP001I、DSNO007I、または
DSNP011I メッセージ、およびこれらに先行する関連メ
ッセージを示すコンソール・シートを入手してくださ
い。この資料は、問題の原因の判別に役立つはずです。
詳細については、これらのメッセージに関する説明を参
照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、4、 5、
10、 12、14、 32、35。
00D70015
説明: メディア管理プログラム・サービスで、データ・
セットに関する使用頻度の高い RBA の更新が失敗しま
した。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPIPP

DSNPRSP0

DSNPRST0

DSNPXTN0
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00D70016

システムの処置:

この要求は打ち切られます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはデ
ータベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者 (DBA) に通知してください。 DBA に、
拡張の問題を知らせておく必要があります。ただし、こ
れはおそらくシステムの問題です。

トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
3、4、 5、10、 14、32、 35。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPAVLR
DSNPSCT0

DSNPCLO0

DSNPSCTC

DSNPSCTD

00D70018

問題判別: 関連の DSNP001I、DSNO007I、または
DSNP011I メッセージ、およびこれらに先行する関連メ
ッセージを示すコンソール・シートを入手してくださ
い。この資料は、問題の原因の判別に役立つはずです。
詳細については、これらのメッセージに関する説明を参
照してください。

説明: これは、DB2 の内部エラーです。以下の状況の
どれか 1 つが起こりました。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、4、 5、
10、 12、14、 32、35。

v 正しくオープンされていない表スペースに対して、デ
ータ・スペース管理プログラム (DSM) のリセット機
能が呼び出されました。

00D70016

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNPGNP0、DSNPRST0

説明: これは内部エラーです。データ・セットを拡張す
る試みが失敗しました。これは、DSM 通知処理で問題
が検出されたためです。
システムの処置:
ん。

データ共用の拡張が完了していませ

オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはデ
ータベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
セージ DSNP021I に関する説明を参照してください。
問題判別: 関連している DSNP021I メッセージとそれ
以前の関連のあるメッセージを示すコンソール・シート
を入手してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNPNUX1、DSNPNUX2
00D70017
説明: 統合カタログ機能 (ICF) カタログから情報を得
ようとしていたときにエラーが起こりました。

v 区分表スペースまたは索引スペースに対してデータ・
セット照会機能が呼び出されました。その機能は、区
分表スペース以外のスペースまたは索引スペースにの
み適用されます。

システムの処置: この要求は打ち切られます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージの問題
判別の項でリストされた資料を集めてください。問題の
識別および報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 動的ダンプを要求してください。このダンプ
では、データ・セット照会機能に渡された第 2 のパラ
メーターが表スペースまたは索引スペースを示していま
す。第 3 のパラメーターは、表スペースまたは索引ス
ペースのオブジェクト記述子ブロック (OBD) を示しま
す。 OBD は表スペースまたは索引スペースが区分化さ
れているかどうかを示します。区分化されている場合に
は、呼び出しモジュールが誤っています。区分化されて
いない場合には、データ・セット照会機能のテストが誤
っているはずです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 10、14、
15、32、 35。

システムの処置: この要求は打ち切られます。

00D70019

システム・プログラマーの応答: 適切なパックおよびカ
タログがオンラインになっており、正しく操作している
ことを確認してください。メッセージ DSNP012I を参
照してください。

説明: DB2 のデータ・スペース管理プログラム (DSM)
サブコンポーネントが、データ・セットを拡張しようと
したときに、データ・セットに対して獲得した拡張ロッ
クを解除できません。

問題判別:

1204

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
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00D70020
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPXTN0

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPDFN1

システムの処置: 異常終了の原因となった SQL 要求は
終了し、この要求を出したリカバリー単位はバックアウ
トされます。

システムの処置: この要求は打ち切られます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: この状態に関連する
DSM メッセージ (少なくともメッセージ DSNP015I) を
調べて、問題判別の手掛かりを捜してください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: この問題はおそらく次のいずれかの原因によ
るものです。 (1) DSM が、保持していないロックを解
除しようとしたか、(2) IRLM に問題があった。 IRLM
の戻りコードおよび理由コードは、関連の DSNP015I
メッセージで示されています。詳細については、このメ
ッセージの説明を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、4、 5、
10、 14、32、 35。

システム・プログラマーの応答: このメッセージの問題
判別の項でリストされた資料を集めてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
14、32、 33、35。
00D70022
説明: DB2 のデータ・スペース管理プログラムのサブ
コンポーネントが、必要なロックを獲得できません。拡
張要求は完了できません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPXTN0
システムの処置: この要求は打ち切られます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00D70020
説明: これはおそらく内部エラーです。データ・セット
を拡張する試みが失敗しました。これは、DSM 通知処
理中にメディア管理プログラム・サービスで問題が検出
されたためです。
システムの処置:

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

この要求は打ち切られます。

システム・プログラマーの応答: メッセージ DSNP014I
から資料を入手してください。 DB2 にエラーがあると
思われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはデ
ータベース管理者に通知してください。

問題判別:
い。

システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
セージ DSNP021I に関する説明を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 14、32、
35。

問題判別: 関連している DSNP021I メッセージとそれ
以前の関連のあるメッセージを示すコンソール・シート
を入手してください。

メッセージ DSNP014I を参照してくださ

00D70023

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

説明: 1 次割り振りのスペース量が、制御ページを形式
設定するためには不十分です。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPNUX1

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPIPP

00D70021

システムの処置: 要求した表スペースまたは索引スペー
スの作成はバックアウトされます。

説明: DB2 のデータ・スペース管理プログラム (DSM)
サブコンポーネントが、必要なログ・レコードを書き込
むことができません。

オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはデ
ータベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。それ以外の場合に
第 42 章 DB2 コード
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00D70024
は、アクセス方式サービスで直接定義したデータ・セッ
トの 1 次割り振り値を大きくしてください。 (データ・
セットに関連するストレージ・グループの場合、DB2
解釈プログラムによって十分な 1 次値が設定されるよ
うになっているので、このようなことは起こらないはず
です。)
問題判別: 統合カタログ機能 (ICF) カタログおよび
VTOC のリスト、このコードが出る原因となった要求の
詳細、および SQLCA の内容を入手してください。ま
た、関連のメッセージを示すオペレーターのコンソー
ル・シートも入手してください。 DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部
を参照してください。 SQL SELECT * FROM
SYSIBM.SYSTABLESPACE の結果が役立つこともあり
ます。また、関連メッセージを示すオペレーターのコン
ソール・シートがあれば、それも入手してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 10、12、
15、32、 35。

v このコードが出る原因となった要求の詳細
v SQLCA の内容
v 関連メッセージを示すオペレーターのコンソール・シ
ート
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 10、12、
14、32、 35。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPCPN0 DSNPGNP0
00D70025
説明:

アクセス方式サービス要求が失敗しました。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPAMSI
システムの処置:

00D70024
説明: 表スペースまたは索引スペースのための、区分化
されていないデータ・セットがありません。作成時には
少なくとも 1 つのデータ・セットが存在していたの
で、この表スペースまたは索引スペースに関して重大な
問題が発生した可能性があります。表スペースまたは索
引スペースに関して DB2 が予期していたデータ・セッ
トの名前は、メッセージ DSNP012I または SQLCA あ
るいはその両方で、理由コードとともに示されていま
す。
システムの処置:

この要求は打ち切られます。

システム・プログラマーの応答: データ・セットとその
パックが DB2 に使用可能になっていること、および何
らかの DASD 操作によってデータ・セットが偶然に削
除またはマイグレーションされていないことを確かめて
ください。
データ・セット名が正しくて、カタログされており、し
かも VTOC に示されている場合には、データ・セット
名の最初の修飾子によって識別された統合カタログ機能
(ICF) カタログ上に、アクセス方式サービスの
DIAGNOSE コマンドを実行してください。 DIAGNOSE
コマンドの説明は、「DFSMS/MVS 統合カタログ機能
(ICF) のためのアクセス方法サービス」に記載されてい
ます。
問題判別:

以下のものを入手してください。

v 統合カタログ機能 (ICF) カタログ
v VTOC のリスト
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この要求は打ち切られます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはデ
ータベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: オペレーターのコンソ
ールに表示されたメッセージ DSNP009I および
DSNP010I の間のアクセス方式サービス・メッセージを
調べてください。受け取った特定のアクセス方式サービ
ス・メッセージについては、該当の MVS 資料を参照し
てください。
問題判別:
ださい。

メッセージ DSNP009I の説明を参照してく

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 10、12、
14、32、 35。
00D70026
説明: これは内部エラーです。データ・セットを拡張す
る試みが失敗しました。これは、DSM 通知処理で問題
が検出されたためです。
システムの処置:
た。

データ共用の拡張が完了しませんでし

オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはデ
ータベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
セージ DSNP022I に関する説明を参照してください。
問題判別: 関連している DSNP022I メッセージとそれ
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00D70027 • 00D70030
以前の関連のあるメッセージを示すコンソール・シート
を入手してください。

ム・プログラマーまたはデータベース管理者に通知して
ください。

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

システム・プログラマーの応答: 処理が終了した場合に
は、MVS オペレーターのコンソールに出されたメッセ
ージを用いて HSM 障害の原因を調べてください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPXTN0
00D70027
説明: 2 次割り振り値が 0 になっています。物理的な
拡張は行われません。これがセグメント化表の作成で起
こった場合は、表スペースの 1 次割り振りが小さすぎ
て、最初のセグメントを割り振ることができません。最
初のセグメントは、SEGSIZE で定義された一連のペー
ジから構成されています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPXTN0
システムの処置: データ・セットの拡張要求は終了しま
す。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。そうでなければ、デ
ータ・セットの物理的な拡張ができるようにしようとし
ていたのであれば、その 2 次値をゼロ以外の値に変更
してください。
問題判別: 統合カタログ機能 (ICF) カタログおよび
VTOC のリスト、ならびに (ストレージ・グループ定義
であれば) SELECT * FROM SYSIBM.SYSSTOGROUP
からの出力を入手してください。また、このコードが出
る原因となった要求の詳細、SQLCA の内容、さらに、
関連のメッセージを示すオペレーターのコンソール・シ
ートがあれば、それも入手してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 10、12、
14、15、 32、35。
00D70028
説明: マイグレーションされたデータ・セットを再呼び
出しするための HSM 要求が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNPHRC0
システムの処置: HSM 再呼び出しはデータ・スペース
管理プログラムによって打ち切られ、制御権はその再呼
び出し要求を出した機能に戻されます。データ・セット
がすでに再呼び出しされている場合があるので、上位レ
ベル機能は必ずしも処理を終了するわけではありませ
ん。
オペレーターの応答:

問題判別: MVS オペレーターのコンソールに出された
関連する DB2 および HSM メッセージの問題判別の項
を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1。
00D70030
説明: データ・スペース管理プログラム (DSM) が呼び
出した DB2 サブコンポーネントから予期しない理由コ
ードを受け取りました。
この理由コードは、ほとんどすべての DSNP モジュー
ルから出る可能性があります。
システムの処置: この要求は打ち切られます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: ここではシステム・プ
ログラマーが行う処置はあまりありませんが、一緒にと
られるダンプのレジスター 2 を調べて、予期しなかっ
たコードを捜してください。この記述内容から、問題の
タイプがわかる場合があります。 DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部
を参照してください。
問題判別: このコードが出る原因となった SQL 要求の
リスト、および SQLCA の内容のリストを入手してくだ
さい。また、関連メッセージを示すオペレーターのコン
ソール・シートがあれば、それも入手してください。
'00D70030' コードを含む DSNP 接頭部付きメッセージ
が、少なくとも 1 つはあるはずです。これに先立って
他のサブコンポーネントから出た (DSN で始まる別の接
頭部をもつ) メッセージが、問題に関するさらに詳しい
情報を提供している場合があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 14、32、
35。

処理が終了した場合には、システ
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00D70040
00D70040
説明: 名前が命名規則に従っていないため、既存のデー
タ・セットの名前変更に失敗しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPRNM0 DSNPDLTE
システムの処置:
れます。

エラー通知がエンド・ユーザーに戻さ

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。
問題判別: この問題は、SHRLEVEL REFERENCE また
は CHANGE を指定した REORG ユーティリティーの
実行中に起こる可能性があります。メッセージ
DSNP027I または DSNP026I を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 10、 12、
14、 15、 32、 35。
00D70041
説明:
た。

既存のデータ・セットの名前変更に失敗しまし

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPRNM0
システムの処置:
れます。

エラー標識がエンド・ユーザーに戻さ

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。
問題判別: この問題は、SHRLEVEL REFERENCE また
は CHANGE を指定した REORG ユーティリティーの
実行中に起こる可能性があります。メッセージ
DSNP027I を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、10、 12、14、
15、32、 35。
00D70042
説明: 古い名前と新しい名前に矛盾があるため、既存の
データ・セットの名前変更に失敗しました。この問題
は、以下の状況のうちのいずれかまたは両方で起こる場
合があります。
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1. 一方のデータ・セット名が DB2 ページ・セット・
データ・セット名で、他方のデータ・セット名が
DB2 ページ・セット以外のデータ・セット名であ
る。
2. 両方とも DB2 ページ・セット・データ・セット名
であるが、カタログ別名、データベース名、または
表スペース / 索引スペース名が一致していない。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPRNM0
システムの処置:
れます。

エラー標識がエンド・ユーザーに戻さ

ユーザーの処置: システム・プログラマーまたはデータ
ベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。
問題判別: この問題は、SHRLEVEL REFERENCE また
は CHANGE を指定した REORG ユーティリティーの
実行中に起こる可能性があります。メッセージ
DSNP027I を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 10、 14、
15、 32、 35。
00D70043
説明: 未定義データ・セットに対してクラスターを定義
中、定義するよう要求された指定データ・セットがすで
に存在していることを、 DB2 は検出しました。
システムの処置: 'リソース利用不能'コードがエンド・
ユーザーに戻されます。
ユーザーの処置: 既存のクラスターを削除して、ジョブ
を実行し直してください。
00D70051
説明: 次のいずれかが ROSHARE OWNER データベー
スで出されます。
v CREATE TABLESPACE ステートメント
v CREATE INDEX ステートメント
v ユーザー管理のデータ・セットを使用し、
SHRLEVEL REFERENCE または SHRLEVEL
CHANGE が指定された REORG ユーティリティー
しかし、データ・セットは VSAM SHAREOPTIONS(1,3)
で定義されていません。
システムの処置: SQLCODE -731 がエンド・ユーザー
に戻されます (CREATE TABLESPACE または INDEX
の場合)。 CREATE TABLESPACE ステートメント、
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00D70052
INDEX ステートメント、または REORG ユーティリテ
ィーは実行されません。
ユーザーの処置: AMS ALTER SHAREOPTIONS を使
用し、データ・セットを SHAREOPTIONS(1,3) に変更
して CREATE TABLESPACE ステートメント、 INDEX
ステートメント、または REORG ユーティリティーを
再実行依頼してください。
00D70052
説明: データベースを ROSHARE OWNER に変換する
ために ALTER DATABASE ステートメントを出しまし
た。しかし、このデータベース内では、少なくとも 1
つのユーザー定義データ・セットが VSAM
SHAREOPTIONS (1、3) で定義されていません。データ
ベースを ROSHARE OWNER に変更する前に、このデ
ータベース内にあるすべてのユーザー定義のデータ・セ
ットを SHAREOPTIONS (1、3) に変換しなければなり
ません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNPATS0
システムの処置: SQLCODE -731 がエンド・ユーザー
に戻され、ALTER DATABASE ステートメントは実行
されません。
ユーザーの処置: AMS ALTER SHAREOPTIONS を使
用して、このデータベース内にあるすべてのユーザー定
義のデータ・セットを SHAREOPTIONS(1,3) に変更し
た上で、 ALTER DATABASE ステートメントを再実行
してください。
00D70100
説明: 要求されたリソースが使用不能です。データ・ス
ペース管理プログラム (DSM) またはこれが呼び出した
サブコンポーネントが、あるリソースが使用不能である
ことを検出しました。このリソースの名前とタイプおよ
びこれが使用不能である理由が、検出を行ったサブコン
ポーネントによって CT 制御ブロックに収められます。
この情報は、SQLCA またはメッセージ、あるいはその
両方でエンド・ユーザーに提供されます。 CT/SQLCA
内の理由コードには、問題を検出したサブコンポーネン
トの ID が含まれています。

(SQLCA 情報から) 使用不能なリソースを判別し、制御
可能なリソースであれば、これを使用可能にしてくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: SQLCA または CT の CTRURESN フィー
ルドで示されているコードの説明、あるいは関連するコ
ンソール・メッセージの説明、もしくはその両方の、問
題判別の項を参照してください。このコードが出る原因
となった要求の詳細、および SQLCA の内容を入手して
ください。また、関連メッセージを示すオペレーターの
コンソール・シートがあれば、それも入手してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。1、2、14、32、
35。
00D79999
説明: 重大なエラーが発生しました。たとえば、無効な
データ・スペース管理プログラム (DSM) 機能を呼び出
したことなどが考えられます。
この理由コードは、ほとんどすべてのデータ・スペース
管理プログラム (DSM) 機能によって出される可能性が
あります。
システムの処置: この要求は打ち切られます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: コンソール・シート、ダンプ、このコードが
出る原因となった要求の詳細、および SQLCA の内容を
入手してください。これらを、DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部の中のプロシージャーと一緒に使用
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 14、32、
35。

この理由コードは、ほとんどすべての DSNP モジュー
ルから出る可能性があります。
システムの処置: 現行の要求は打ち切られます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはデ
ータベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。そうでなければ、
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第 43 章 X’D9......’ コード
00D90000
説明: リカバリー管理プログラム・モジュールが再試行
のために FRR から制御を受け取りましたが、再試行ポ
イントの ID が無効であることが判明しました。障害が
発生したモジュールの名前は、レジスター 15 の理由コ
ードを示す SYS1.LOGREC 項目に示されています。
システムの処置: 標準の DB2 診断情報が提供されてい
ます。このエラーが SYS1.LOGREC に記録され、SVC
ダンプがスケジュールされ、 DB2 サブシステムの終了
が要求されます。サブシステム終了の理由コードは、再
試行が失敗した機能を反映しています。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: これは 2 次サブシス
テムのエラーです。この障害および再試行の原因となっ
た元の障害に関する SYS1.LOGREC および SVC ダン
プのコピーを入手してください。
問題判別: 元の障害およびこの 2 次障害の両方に関す
る SYS1.LOGREC の情報およびダンプを調べて、リカ
バリー・パラメーター域が損傷を受けていたのか、ある
いは再試行でメインライン・モジュールのためのレジス
ターが誤って復元されたのかを判別してください。
00D90003
説明: DB2 が共用連絡域 (SCA) のオブジェクトをオー
プンしようとしたときに失敗しました。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: SCA の結合機構が使用可能であ
ることを確認して、DB2 を再始動してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRIT03
00D90004
説明: DB2 がサービス・タスクを作成しようとしてい
たときにエラーが起こりました。
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システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRIT03
00D90010
説明: データ共用を再び使用可能にする処理を行うとき
に、残ったメンバー以外のメンバーはすべてコールド・
スタートを行うように強制されました。このメンバーの
ためにコールド・スタートを設定する処理で、アクティ
ブな条件付き再始動の制御レコードが BSDS に見つか
りました。データ共用が使用不可のときは、このレコー
ドを BSDS に入れておくことができないため、データ
共用が使用不可にされてからは、この DB2 は非アクテ
ィブであったと考えられます。したがって、条件付き再
始動制御レコードが要求している内容が不明です。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
システム・プログラマーの応答: ログ・インベントリー
変更 (DSNJU003) ユーティリティーを使用して、このメ
ンバーの BSDS にあるアクティブな条件付き再始動制
御レコードを取り消してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。 16.
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRRGRI
00D90011
説明: SCA に記録されているバージョンの共用連絡域
(SCA) は、MVS から戻された SCA のバージョンと一
致しないことを DB2 が判別しました。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
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00D90012
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRRGRI

説明: DB2 がサービス・タスクを作成しようとしてい
たときにエラーが起こりました。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRRGRI
00D90013
説明: TRKRSITE の再始動パラメーターが無効です。
TRKRSITE が DSNZPARM で YES であり、この DB2
サブシステムがこの 'トラッカー・リカバリー・サイク
ル' において正常に再始動されていない場合は、DB2 が
再始動するために特殊条件が必要になります。
DB2 の始動が終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC と SVC ダンプ
を集め、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 条件付き再始動制御レ
コードが正しいことを確認して、DB2 を再始動してく
ださい。ログ・マップ印刷ユーティリティー
(DSNJU004) を実行すれば、現行の条件付き再始動レコ
ードを調べることができます。以下の条件は正しいで
す。
v BACKOUT = NO
v FORWARD = NO
v 非データ共用の ENDRBA 値、またはデータ共用の
ENDLRSN 値。データ共用では、 ENDLRSN 値はこ
の ’トラッカー・リカバリー・サイクル’ で再始動す
るすべてのメンバーに対して同じでなければなりませ
ん。
トラッカー・サイトでのコールド・スタートやログ・ス
キップを避けるためには、 STARTRBA に指定された値
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00D9001F
説明: 無効な機能コードが DB2 サービス・タスクに渡
されました。

00D90012

システムの処置:

がないことを確認してください。条件付き再始動パラメ
ーターは、変更ログ・インベントリー・ユーティリティ
ー (DSNJU003) を使って作成したり、変更することがで
きます。これらのユーティリティーについては、 DB2
ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してく
ださい。

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRRUTT
00D90020
説明: データ共用を再び使用可能にする処理を行うとき
は、以前にデータ共用を使用不可にしたときの残りのメ
ンバーを最初に開始しなければなりません。データ共用
を再び使用可能にする処理を行うときに、残りのメンバ
ー以外のメンバーを開始しようとしました。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: データ共用を再び使用可能にする
ための処理を開始するには、以前にデータ共用を使用不
可にしたときの残りのメンバーを最初に開始してくださ
い。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRRSBS、DSNRRGRC
00D90021
説明: データ共用を使用不可にした後で開始できるの
は、グループの残りのメンバーだけです。残りのメンバ
ー以外のメンバーを開始しようとしました。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00D90022
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00D900E0
説明: リカバリー不能エラーを検出したため、DB2 機
能リカバリー・ルーチンが DB2 サブシステムを終了し
ました。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRRSBS

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

00D90022

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: データ共用グループにある対等機能メンバーの
BSDS から情報を読み取った後、この DB2 は対等機能
の BSDS をクローズすることができませんでした。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRNTFY

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

00D900E1
説明: オペレーターがメッセージ DSNR020I に対する
応答として 'NO' を出しました。詳細については、メッ
セージ DSNR020I を参照してください。
システムの処置: DB2 は終了します。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。DSNRRGRC

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRRGRC、DSNRRINI、DSNRRSBS

00D900EB

00D90050
説明: データ共用を再び使用可能にすることが取り消さ
れました。
この DB2 メンバーが取り消されたのは、データ共用グ
ループの他のメンバーを再び使用可能にする処理が完了
するのを待っているときです。

説明: 残りのメンバーがデータ共用を再び使用可能にす
る処理を完了できないときに、この異常終了コードが残
りのメンバー以外のメンバーに発生します。データ共用
を再び正常に使用可能にできないため、このメンバーを
続行することはできません。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。

問題判別: 残りのメンバーがデータ共用を再び使用可能
にすることができない理由を判別してください。

オペレーターの応答: データ共用を再び使用可能にする
には、残りのメンバーを再び開始してください。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRCRPR

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRRGRT
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1213

00D900EC
00D900EC
説明: データ共用を再び使用可能にする処理を行うとき
に、残りのメンバー以外のメンバーが、再び使用可能に
する処理のその部分だけ完了することができませんでし
た。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRCRPR
00D900F1
説明: DB2 は、結合機構から共用連絡域 (SCA) 情報を
読み取ろうとしているときに、エラーを受け取りまし
た。

Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRIT02、 DSNRIT03、 DSNRRGRC、
DSNRRGRH、 DSNRRGRI、 DSNRRGRT、
DSNRRSBS、 DSNRSCA
00D900F3
説明: DB2 は、BSDS を読み取ろうとしているとき
に、エラーを受け取りました。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
システム・プログラマーの応答: BSDS の問題を訂正
し、DB2 を再始動してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 16、1、 2、5。

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRRGRI、DSNRRINI、DSNRSCA

システム・プログラマーの応答: 結合機構の問題を訂正
し、DB2 を再始動してください。

00D900F4

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: DB2 は、BSDS に書き込もうとしているときに
エラーを受け取りました。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRCRPR、 DSNRIT02、 DSNRIT03、
DSNRNTFY、 DSNRRGRC、 DSNRRGRH、
DSNRRGRI、 DSNRRGRT、 DSNRRSBS、 DSNRSCA

システム・プログラマーの応答: BSDS の問題を訂正
し、DB2 を再始動してください。

00D900F2

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 16、1、 2、5。

説明: DB2 は、結合機構に共用連絡域 (SCA) 情報を書
き込もうとしているときにエラーを受け取りました。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
システム・プログラマーの応答: 結合機構の問題を訂正
し、DB2 を再始動してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
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問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRNTFY、DSNRRGRT、DSNRSCA
00D900F5
説明: DB2 は、データ共用グループの別のメンバーの
BSDS に書き込もうとしているときにエラーを受け取り
ました。
システムの処置:

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DB2 サブシステム終了を開始する前

00D900F7 • 00D90100
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
システム・プログラマーの応答: BSDS の問題を訂正
し、DB2 を再始動してください。
問題判別: レジスター 4 に、BSDS が読み取られたメ
ンバーのメンバー ID があります。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 16、1、 2、5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRRINI
00D900F7
説明: DB2 は、ロックを獲得しようとしているとき
に、エラーを受け取りました。
システムの処置: 標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC
に記録され、SVC ダンプが要求されます。エラーによ
っては、DB2 がサブシステムを終了させる場合があり
ます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRIT02、 DSNRIT03、 DSNRRGRC、
DSNRRGRH、 DSNRRGRI、 DSNRRGRT、
DSNRRSBS、 DSNRSCA
00D900F9
説明: DB2 は、再始動またはグループ再始動イベント
をデータ共用グループの他のメンバーに通知しようとし
て、エラーを受け取りました。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRCRPR、 DSNRRGRI、 DSNRRGRT

# 00D900FA

問題判別: レジスター 4 は、DB2 がロックしようとし
たリソースをポイントします。

# 説明: 開始中の DB2 サブシステムは、サポートされて
# いないコード・レベルを使用しているか、正しいレベル
# の SPE が適用されていません。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

# システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
# SVC ダンプが要求されることがあります。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRCRPR、 DSNRIT02、 DSNRIT03、
DSNRRGRC、 DSNRRGRH、 DSNRRGRI、
DSNRRSBS、 DSNRSCA

# システム・プログラマーの応答:
# 以下のことを調べてください。
# v DB2 開始プロシージャーが正しいロード・ライブラ
リーのセットを指示しているか。
#
# v グループ内のすべてのアクティブ・メンバーに正しい
SPE が適用されているか。
#

00D900F8

00D90100

説明: DB2 は、再始動またはグループの再始動の一部
を逐次化するのに使用するロックを解放しようとして、
エラーを受け取りました。

説明: リカバリー不能エラーを検出したため、DB2 機
能リカバリー・ルーチンが DB2 サブシステムを終了し
ました。

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
第 43 章 DB2 コード

1215

00D90110 • 00D92004
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRTIMR

SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手し、
関連の指示に従ってください。
問題判別: 元のエラーを調べてください。

00D90110
説明:

これは内部エラーです。

00D92003

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRNTFY
00D90111
説明:

これは内部エラーです。

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、 SVC ダンプが要求されます。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRNTFY
00D92001
説明: 要求の処理中にリカバリー不能なエラーが起こっ
たために、チェックポイント / 再始動逐次制御プログラ
ム (DSNRCRSC) FRR が、 DB2 サブシステム終了を呼
び出しました。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRCRSC
システムの処置: サブシステム終了が開始します。標準
の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、関連
の異常終了についての SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答:
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説明: 再始動要求サービス・プログラム (DSNRRRQS)
の FRR が、DB2 サブシステム終了を呼び出しました。
これは、再始動要求の処理中にリカバリー不能なエラー
を検出したためです。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRRRQS
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別:

元のエラーを調べてください。

00D92004
説明: シャットダウン・チェックポイント制御プログラ
ム (DSNRCSHT) の FRR が、DB2 サブシステム終了を
呼び出しました。これは、シャットダウン・チェックポ
イント要求の処理中にリカバリー不能なエラーを検出し
たためです。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRCSHT
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。

元のエラーに関する、
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00D92011
問題判別:

元のエラーを調べてください。

00D92011
説明: チェックポイントの処理中に、無効な URE が見
つかりました。 URE の重ね書きが生じている可能性が
あります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRPBCW
システムの処置: 損傷を受けた URE がログに書き出さ
れないようにするためチェックポイント処理が異常終了
し、サブシステムは終了します。これは、DB2 のリカ
バリー単位 (UR) が失われたり、間違って処理されたり
しないようにするためです。 DB2 の再始動では、前の
チェックポイントを使用して、障害発生時点までのすべ
ての DB2 ログ・レコードを利用します。 DB2 の標準
診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、それから SVC
ダンプがスケジュールされます。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および
SVCDUMP を集めて、システム・プログラマーに通知し
てください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: 1525 ページの『付録
B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
てください。 1、3、 5。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: ダンプ内の SVCDUMP と DB2 トレース表
を調べて、URE の重ね書きの原因を判別してくださ
い。
00D92012
説明: チェックポイントの処理中に、無効な RURE が
見つかりました。 RURE の重ね書きの生じている可能
性があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRPBCW
システムの処置: 損傷を受けた RURE がログに書き出
されないようにするためにチェックポイント処理が異常
終了し、サブシステムは終了します。これは、DB2 の
リカバリー単位が失われたり、間違って処理されたりし
ないようにするためです。 DB2 の再始動では、前のチ
ェックポイントを使用して、障害発生時点までのすべて
の DB2 ログ・レコードを利用します。 DB2 の標準診
断情報が SYS1.LOGREC に記録され、それから SVC
ダンプがスケジュールされます。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および
SVCDUMP を集めて、システム・プログラマーに通知し

てください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: 1525 ページの『付録
B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
てください。 1、3、 5。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: ダンプ内の SVCDUMP および DB2 トレー
ス表を調べて、RURE の重ね書きの原因を判別してくだ
さい。
00D92013
説明: 無効な GXID がチェックポイント処理中に見つ
かりました。GXID のオーバーレイが生じている可能性
があります。
システムの処置: 損傷を受けた GXID がログに書き出
されないようにするためにチェックポイント処理が異常
終了し、サブシステムは終了します。これは、 DB2 リ
カバリー単位が失われたり、誤って処理されることを防
ぐためです。DB2 の再始動は、前のチェックポイント
を使用し、障害が発生するまでのすべての DB2 ログ・
レコードを適用します。DB2 の標準診断情報が
SYS1.LOGREC に記録され、それから SVC ダンプがス
ケジュールされます。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および
SVCDUMP を集めて、システム・プログラマーに通知し
てください。 DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: 1525 ページの『付録
B. 問題判別』にリストされている次の診断項目を集め
てください。 1、3、 5。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: ダンプ内の SVCDUMP と DB2 トレース表
を調べて、GXID 重ね書きの原因を判別してください。
00D92021
説明: 再始動の現行の状況再作成フェーズの際に、ログ
から無効な URE を読み取りました。再始動では、この
損傷を受けた URE を処理することはできません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRPLCS
システムの処置: 再始動処理は異常終了し、これにより
サブシステムは終了します。これは、DB2 のリカバリ
ー単位が失われたり、間違って処理されたりしないよう
にするためです。
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00D92022
DB2 の標準診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、そ
れから SVC ダンプがスケジュールされます。無効なロ
グ・レコードの RBA の最初の 4 桁がレジスター 3
に、最後の 8 桁がレジスター 4 に収められます。
オペレーターの応答: エラーが解決されるまでは DB2
の再始動を試みてはなりません。システム・プログラマ
ーに通知して、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1、
3、 5。
システム・プログラマーの応答: 印刷ログ・マップ
(DSNJU004) ユーティリティーを使用して、BSDS を印
刷してください。 DSNJU004 からの出力リスト内で、
チェックポイント・キューを捜してください。
次に、ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティ
リティーを実行して、チェックポイント・キューの 2
番目の項目で見つかったチェックポイント開始 RBA を
指定した CHKPTRBA オプションを使用して、条件付き
再始動レコードを作成してください。見つかった条件付
き再始動レコードを使用して、DB2 を再始動させてく
ださい。同じ障害が起こる場合には、チェックポイン
ト・キュー内の次のチェックポイント開始 RBA を用い
て条件付き処理を繰り返してください。
DB2 が再始動するまでチェックポイント・キュー内を
進み、この処理を繰り返してください。これは、無効な
URE がログに書き込まれた時点より前になります。そ
の後、再始動処理すると、すべてのログ・レコードをロ
グの終わりに適用できるようになります。 DSNJU004
および DSNJU003 の実行に関する詳細については、
DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照し
てください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D92022
説明: 再始動の現行の状況再作成フェーズの際に、ログ
から無効な RURE が読み取られました。再始動では、
この損傷を受けた RURE を処理することができませ
ん。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRPLCS
システムの処置: 再始動処理は異常終了し、これにより
サブシステムは終了します。これは、DB2 のリカバリ
ー単位が失われたり、間違って処理されたりしないよう
にするためです。
DB2 の標準診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、そ
れから SVC ダンプがスケジュールされます。無効なロ
グ・レコードの RBA の最初の 4 桁がレジスター 3
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に、最後の 8 桁がレジスター 4 に収められます。
オペレーターの応答: エラーが解決されるまでは DB2
の再始動を試みてはなりません。システム・プログラマ
ーに通知して、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1、
3、 5。
システム・プログラマーの応答: 印刷ログ・マップ
(DSNJU004) ユーティリティーを使用して、BSDS を印
刷してください。 DSNJU004 からの出力リスト内で、
チェックポイント・キューを捜してください。
次に、ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティ
リティーを実行して、条件付き再始動レコードを作成し
てください。このレコードには、チェックポイント・キ
ューの 2 番目の項目で見つかったチェックポイント開
始 RBA を指定した CHKPTRBA オプションを使用し
てください。見つかった条件付き再始動レコードを使用
して、DB2 を再始動させてください。同じ障害が起こ
る場合には、チェックポイント・キュー内の次のチェッ
クポイント開始 RBA を用いて条件付き処理を繰り返し
てください。
DB2 が再始動するまでチェックポイント・キュー内を
進み、この処理を繰り返してください。これは、無効な
RURE がログに書き込まれた時点より前になります。そ
の後、再始動処理すると、すべてのログ・レコードをロ
グの終わりに適用できるようになります。 DSNJU004
および DSNJU003 ユーティリティーの実行に関する詳
細については、 DB2 ユーティリティー・ガイドおよび
解説書 を参照してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D92023
説明: 再始動の現行の状況再作成フェーズの際に、ログ
から無効なレコードが読み取られました。再始動は、こ
の損傷を受けたログ・レコードを処理できません。
システムの処置: 再始動処理は異常終了し、これにより
サブシステムは終了します。これは、DB2 のリカバリ
ー単位が失われたり、間違って処理されたりしないよう
にするためです。
DB2 の標準診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、そ
れから SVC ダンプがスケジュールされます。無効なロ
グ・レコードの RBA の最初の 4 桁がレジスター 3
に、最後の 8 桁がレジスター 4 に収められます。
オペレーターの応答: エラーが解決されるまでは DB2
の再始動を試みてはなりません。システム・プログラマ
ーに通知して、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
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00D92024
リストされている次の診断項目を集めてください。 1、
3、 5。
システム・プログラマーの応答: 印刷ログ・マップ
(DSNJU004) ユーティリティーを使って BSDS を印刷し
ます。 DSNJU004 からの出力リストで、チェックポイ
ント・キューを見つけてください。
次に、ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティ
リティーを実行して、条件付き再始動レコードを作成し
てください。このレコードには、チェックポイント・キ
ューの 2 番目の項目にあるチェックポイント開始 RBA
を指定した CHKPTRBA オプションを使用してくださ
い。 見つかった条件付き再始動レコードを使用して、
DB2 を再始動させてください。 同じ障害が起こる場合
には、チェックポイント・キュー内の次のチェックポイ
ント開始 RBA を用いて条件付き処理を繰り返してくだ
さい。
DB2 が再始動するまでチェックポイント・キュー内を
進み、この処理を繰り返してください。これは、無効な
レコードがログに書き込まれた時点より前になります。
この後、再始動処理は、すべてのログ・レコードをログ
の終わりに適用します。DSNJU004 および DSNJU003
ユーティリティーの実行に関する詳細については、 DB2
ユーティリティー・ガイドおよび解説書 を参照してく
ださい。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D92024
説明: 再始動中、ログ記録されたリカバリー単位の状態
と、そのリカバリー単位が一部になっているグローバ
ル・トランザクションの状態は非互換です。
システムの処置: 再始動処理は異常終了し、これにより
サブシステムが終了します。これは、DB2 のリカバリ
ー単位が失われたり、間違って処理されたりしないよう
にするためです。
DB2 の標準診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、そ
れから SVC ダンプがスケジュールされます。
問題判別: ログ記録されたリカバリー単位の状態はレジ
スター 1 に報告され、グローバル・トランザクション
の状態はレジスター 2 に提供されます。これらの値の
意味を以下に示します。
リカバリー単位の状態 (レジスター 1):
1

未完了 (inflight)

2

打ち切り確定 (ensure abort)

3

コミット未確定 (commit indoubt)

4

コミット確定 (ensure commit)

グローバル・トランザクションの状態 (レジスター 2):
1

未完了 (inflight)

2

打ち切り確定 (ensure abort)

3

コミット未確定 (commit indoubt)

4

コミット確定 (ensure commit)

オペレーターの応答: エラーが解決されるまでは DB2
の再始動を試みてはなりません。システム・プログラマ
ーに通知して、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1、
3、 5。
システム・プログラマーの応答: 印刷ログ・マップ
(DSNJU004) ユーティリティーを使って BSDS を印刷し
ます。 DSNJU004 からの出力リスト内で、チェックポ
イント・キューを捜してください。
次に、ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティ
リティーを実行して、条件付き再始動レコードを作成し
てください。このレコードには、チェックポイント・キ
ューの 2 番目の項目で見つかったチェックポイント開
始 RBA を指定した CHKPTRBA オプションを使用し
てください。 見つかった条件付き再始動レコードを使
用して、DB2 を再始動させてください。同じ障害が起
こる場合には、チェックポイント・キュー内の次のチェ
ックポイント開始 RBA を用いて条件付き処理を繰り返
してください。
DB2 が再始動するまでチェックポイント・キュー内を
進み、この処理を繰り返してください。これは、無効な
レコードがログに書き込まれた時点より前になります。
この後、再始動処理は、すべてのログ・レコードをログ
の終わりに適用します。DSNJU004 および DSNJU003
の実行に関する詳細については、DB2 ユーティリティ
ー・ガイドおよび解説書 を参照してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00D93001
説明: コミット / 打ち切り FRR(DSNRCAFR) が、DB2
サブシステム終了を呼び出しました。これは、UR コミ
ット要求のフェーズ 2 についての完了必須処理中にリ
カバリー不能なエラーが検出されたためです。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNRCAFR、DSNRUC02
第 43 章 DB2 コード
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00D93002
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別:

元のエラーを調べてください。

00D93002
説明: グローバル・トランザクションの参加プログラム
であるエージェントに対するコミット-UR 要求の第 2
段階の完了必須処理中にリカバリー不能のエラーが検出
されたため、DB2 サブシステムは終了されます。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: これは DB2 か、グロ
ーバル・トランザクションのコミットにおけるエラーで
あると考えられます。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: DB2 は SYS1.LOGREC データ・セットに記
録され、SVC ダンプを要求します。 このエラーは、
DB2 またはグローバル・トランザクションのコミット
調整プログラムに問題がある可能性があることを示して
います。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00D9300F
説明: 2 次 FRR のコミット / 打ち切りによって、
DB2 サブシステム終了が呼び出されました。これは、
UR コミット要求のフェーズ 2 の完了必須処理中の障
害を処理しているときに、機能リカバリーが失敗した場
合にだけ発生します。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
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理由コード』を参照してください。
システムの処置: 標準の DB2 診断情報が
SYS1.LOGREC に記録され、元のエラーについての
SVC ダンプが要求されます。 DB2 サブシステムの終
了を開始する前に、標準の DB2 診断情報も 2 次エラ
ーの SYS1.LOGREC に記録されます。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーと 2 次エ
ラーの両方についての SYS1.LOGREC のコピーと、元
のエラーの SVC ダンプを入手してください。
問題判別: 元のエラーを調べてください。
00D93011
説明: エージェントの状態が UR コミット呼び出しに
は無効であるときに、 DB2 のサブコンポーネントがコ
ミットを呼び出しました。データを変更していたエージ
ェントに UR コミットが要求されました。 UR コミッ
トまたは UR 打ち切りがすでに進行していたか、リカ
バリー構造 (URE) が損傷を受けていたかのいずれかで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRUC01
システムの処置: このエージェントは異常終了し、その
活動は前の整合点までバックアウト (UR 打ち切り) さ
れます。この結果、エージェントがリソースに関して保
持していたすべてのロックが解除されます。
DB2 の標準診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、そ
れから SVC ダンプがスケジュールされます。 SDWA
可変記録域 (VRA) 内の理由コード '00D9CCCC' が示す
補足情報が、 SDWA 可変記録域に追加されます。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
エージェントが完了必須状態 (コミット 2 または打ち切
り中) であった場合には、 DB2 サブシステムも理由コ
ード' 00D93001' を出して終了します。次にこのサブシ
ステムを再始動するときに、コミットまたは打ち切り処
理を完了させるために、このエージェントのリカバリー
可能な活動 (たとえば、UR の打ち切り確認またはコミ
ット確認など) が取り扱われます。
システム・プログラマーの応答: これは DB2 サブシス
テムのエラーです。このメッセージの問題判別の項に示
されている資料を集めてください。
問題判別: SYS1.LOGREC データおよびダンプ内の
DB2 トレース表を調べて、UR コミットが誤って呼び出
されていなかったか、この状態を反映する制御構造
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00D93012
(ACEPROG、UREPROG) が損傷を受けていなかったか
を判別してください。
00D93012
説明: エージェントの状態が UR コミット呼び出しに
は無効であるときに、 DB2 のサブコンポーネントがコ
ミットを呼び出しました。データの取り出しだけを行っ
ていたエージェントに、UR コミットが呼び出されまし
た。 UR コミットまたは UR 打ち切りがすでに進行し
ていたか、 ACE 進ちょく状況フィールドが損傷を受け
ていたかのいずれかです。

ーバル・トランザクションのコミットにおけるエラーで
あると考えられます。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: DB2 は SYS1.LOGREC データ・セットに記
録され、SVC ダンプを要求します。 このエラーは、
DB2 またはグローバル・トランザクションのコミット
調整プログラムに問題がある可能性があることを示して
います。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRUC01

00D93100

システムの処置: このエージェントは異常終了し、その
活動は前の整合点までバックアウト (UR 打ち切り) さ
れます。この結果、エージェントがリソースに関して保
持していたすべてのロックが解除されます。

説明: この理由コードは、DB2 の接続エージェントが
フェーズ 2 (コミット継続) 呼び出しに関係していない
ことを示しています。なぜなら、必要な作業がフェーズ
1 (準備) 呼び出し時にすでに行われているからです。

DB2 の標準診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、そ
れから SVC ダンプがスケジュールされます。補足情報
が SDWA 可変記録域に追加され、 SDWA 可変記録域
で理由コード '00D9CCCC' で示されます。

この理由コードが生成されるのは、DB2 接続エージェ
ントが最後のコミット処理以後に DB2 リソースを更新
していないと、リカバリー管理プログラムが判定した場
合です。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

システムの処置: コミット調整プログラムが「yes」 を
登録します。

システム・プログラマーの応答: これは DB2 サブシス
テムのエラーです。このメッセージの問題判別の項に示
されている資料を集めてください。

00D94001

問題判別: SYS1.LOGREC データおよびダンプ内の
DB2 トレース表を調べて、UR コミットが誤って呼び出
されていたのか、制御構造 (ACEPROG) が損傷を受けて
いたのかを判別してください。
00D93013
説明: グローバル・トランザクションの参加プログラム
であったエージェントのコミット要求が失敗しました。
これはエージェントの状態とグローバル・トランザクシ
ョンの状態の不一致が原因です。状態フィールドが損傷
を受けました。
システムの処置: エージェントが異常終了し、その活動
が前の整合点までバックアウト (UR 打ち切り) されま
す。これにより、このエージェントによって保持されて
いたリソースのロックがすべて解除されます。
DB2 の標準診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、そ
れから SVC ダンプがスケジュールされます。
オペレーターの応答:
てください。

説明: コミット / 打ち切り FRR(DSNRCAFR) が、DB2
サブシステム終了を呼び出しました。これは、UR 打ち
切り要求の完了必須処理中にリカバリー不能なエラーを
検出したためです。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRCAFR、DSNRUA02
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別: 元のエラーの理由コードを調べてください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:

これは DB2 か、グロ
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00D94002
00D94002

00D94011

説明: グローバル・トランザクションの参加プログラム
であるエージェントに対する UR 打ち切り要求の完了
必須処理中にリカバリー不能のエラーが検出されたた
め、DB2 サブシステムは終了されます。

説明: DB2 のサブコンポーネントが打ち切りを呼び出
しましたが、エージェントの状態が、リカバリー単位を
打ち切る機能を呼び出すには、無効でした。 UR 打ち
切りまたは UR コミットのフェーズ 2 がすでに進行し
ていたか、またはエージェントの構造が損傷を受けてい
たかのいずれかです。

これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。
システムの処置: DB2 サブシステムの終了が開始され
る前に、標準 DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録
され、元のエラーに対して SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: これは DB2 か、グロ
ーバル・トランザクションのコミットにおけるエラーで
あると考えられます。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: DB2 は SYS1.LOGREC データ・セットに記
録され、SVC ダンプを要求します。 このエラーは、
DB2 またはグローバル・トランザクションのコミット
調整プログラムに問題がある可能性があることを示して
います。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00D9400F
説明: 2 次 FRR のコミット / 打ち切りによって、
DB2 サブシステム終了が呼び出されました。これは、
UR コミット要求のフェーズ 2 の完了必須処理の過程
で障害を処理しているときに、機能リカバリーに失敗し
た場合にだけ発生します。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
システムの処置: 標準の DB2 診断情報が
SYS1.LOGREC に記録され、元のエラーについての
SVC ダンプが要求されます。 DB2 サブシステムの終
了を開始する前に、標準の DB2 診断情報も 2 次エラ
ーの SYS1.LOGREC に記録されます。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRUA01
システムの処置: このエージェントは異常終了し、また
エージェントが完了必須状態であったため、 DB2 サブ
システムも理由コード '00D94001' を出して終了しま
す。次にこの DB2 サブシステムを再始動すると、この
エージェントのリカバリー可能な活動が処理され、コミ
ットまたは打ち切り処理が完了します。
DB2 の標準診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、そ
れから SVC ダンプがスケジュールされます。補足情報
が SDWA 可変記録域に追加され、 SDWA 可変記録域
に理由コード '00D9AAAA7' で示されます。 DB2 にエ
ラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する
情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の 第 2 部 を参照してください。
システム・プログラマーの応答: これは DB2 サブシス
テムのエラーです。このメッセージの問題判別の項に示
されている資料を集めてください。
問題判別: SYS1.LOGREC データおよびダンプ内の
DB2 トレース表を調べて、UR コミットが誤って呼び出
されていないか、制御構造 (ACEPROG、UREPROG) が
損傷を受けていないかを判別してください。
00D94012
説明: ロールバック中、予期されたすべてのログ範囲を
処理する前に、ログの終わりに達しました。この異常終
了に伴って、理由コード 00D94001 のため DB2 サブシ
ステムの異常終了が起こります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRUA02
システムの処置: エージェントは異常終了します。エー
ジェントが完了必須状態にあるために、DB2 サブシス
テムも理由コード 00D94001 で終了し、メッセージ
DSNV086E が出されます。標準の DB2 診断情報が
SYS1.LOGREC に記録されます。 04E-D94012 SVC ダ
ンプが要求されます。

システム・プログラマーの応答: 元のエラーと 2 次エ
ラーの両方についての SYS1.LOGREC のコピーと、元
のエラーの SVC ダンプを入手してください。

オペレーターの応答:

問題判別:

2. SYS1.LOGREC を印刷する。
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元のエラーを調べてください。

1. ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを
実行して、両方の BSDS の内容を印刷する。
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00D94014
3. MVS の DISPLAY DUMP コマンドを使用して、ダ
ンプ・タイトルから障害の理由コードを得る。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRCRFR、DSNRCPRC

4. システム・プログラマーに通知してください。

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。

システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。再始動する前に、DB2 ユニバーサル・データ
ベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4
部 (第 1 巻) のリカバリー・シナリオを参照してくださ
い。
DB2 を再始動させるには、次のいずれかの処置をとっ
てください。
v ログ・インベントリー変更 (DSNJU003) ユーティリ
ティーを使用して、抜けているアーカイブ・ログ・デ
ータ・セットを BSDS に戻し、さらに、DSNZPARM
の DSN6LOGP メンバーの MAXARCH パラメーター
を大きくして、ロールバックを完了させます。
v BACKOUT=NO を指定して、条件付きで再始動し、
打ち切り中のリカバリー単位を迂回して、 DB2 を再
始動します。
問題判別: 異常終了が発生した時点で、レジスター 3
と 4 に、このリカバリー単位の先頭の 6 バイトの相対
バイト・アドレス (RBA) が入ります。 DB2 は、この
地点まで戻ってログを読み取り、このリカバリー単位の
ROLLBACK を完了します。
00D94014
説明: savepoint 要求が無効な要求ブロックを検出しま
した。これは内部エラーです。
システムの処置: 標準の DB2 診断情報が
SYS1.LOGREC に記録され、SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC、SVC ダンプ、
およびコンソール出力を含む、関連する診断資料をすべ
て集めてください。システム・プログラマーに通知して
ください。
問題判別: 異常終了の時点で、汎用レジスター・ゼロに
は、無効な SRPL 要求ブロックのアドレスが入りま
す。
00D95001
説明: リカバリー管理プログラムの共通 FRR
(DSNRCRFR) が、DB2 サブシステム終了を呼び出しま
した。これは、チェックポイント (DSNRCPRC) 処理中
にリカバリー不能なエラーが検出されたためです。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別:

元のエラーを調べてください。

00D95011
説明: リカバリー管理プログラムのチェックポイント
(DSNRPBCW) FRR が、DB2 サブシステム終了を呼び
出しました。これは、チェックポイント機能の処理中に
リカバリー不能なエラーが検出されたためです。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRPBCW
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別: 元のエラーを調べてください。
00D96001
説明: リカバリー管理プログラムの再始動 FRR が、
DB2 サブシステム終了を呼び出しました。これは、再
始動処理プログラム (DSNRRPRC) の処理中にリカバリ
ー不能なエラーが検出されたためです。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRCRFR
DSNRRHSL

DSNRRAUB
DSNRRHSR

DSNRRCSL DSNRRCSR
DSNRRPMU DSNRRPRC
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00D96011

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別:

元のエラーを調べてください。

00D96011
説明: 再始動に関係する FRR が、DB2 サブシステム
終了を呼び出しました。これは、再始動中にログ・レコ
ードを処理していたときにリカバリー不能なエラーが検
出されたためです。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRPBCS
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、問題
を訂正した上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別:

元のエラーを調べてください。

00D96021
説明: 再始動中に DB2 サブシステムが終了しました。
これは、ログ正方向読み取り MODE (DIRECT) の過程
で障害が発生したためです。これに伴って、特定の障害
を記述する理由コードとともにリカバリー・ログ管理プ
ログラムの異常終了 X'04E' も発生しています。
ログの一部がスキップされるたびに、直接読み取りを使
用して、読み取られた部分の開始 RBA の妥当性検査が
行われます。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
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この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRRHSR、DSNRRCSR
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答:
1. ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを
実行して、両方の BSDS の内容を印刷する。
2. SYS1.LOGREC を印刷する。
3. 一緒に発生したリカバリー・ログ管理プログラムの
エラーに関する指示に従う。 MVS の DISPLAY
DUMP コマンドを使用して、ダンプ・タイトルから
障害の理由コードを得る。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。可能であれば、元のエラーの原因を訂正し
て、DB2 を再始動させてください。エラーを訂正でき
ない場合は、DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390
版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第 1 巻) を
参照してください。
00D96022
説明: 再始動 FRR が異常終了を呼び出しました。これ
は、再始動中にログを正方向に読み取っていて、すべて
のリカバリー・ログ範囲を処理する前にログの終わりを
読み取ったためです。この後で、同じ理由コード
('00D96022') で DB2 サブシステムの異常終了も発生し
ます。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRRHSR
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、異常終了についての SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
1. ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを
実行して、両方の BSDS の内容を印刷する。
2. SYS1.LOGREC を印刷する。
3. 一緒に発生したリカバリー・ログ管理プログラムの
エラーに関する指示に従う。 MVS の DISPLAY
DUMP コマンドを使用して、ダンプ・タイトルから
障害の理由コードを得る。
4. システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
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00D96031
ください。エラーを訂正できない場合は、DB2 ユニバー
サル・データベース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガ
イド の第 4 部 (第 1 巻) を参照してください。
問題判別: 異常終了が発生した時点で、(ダンプまたは
SYS1.LOGREC で示される) レジスター 2 および 3
に、ログの終わりになる前に読み取った最後のログ・レ
コードの 6 バイトの相対バイト・アドレス (RBA) が入
ります。
00D96031
説明: 再始動 FRR が DB2 サブシステム終了を呼び出
しました。これは、ログを逆方向の MODE (DIRECT)
で読み取ろうとして、障害が発生したためです。これに
伴って、特定の障害を記述する理由コードとともにリカ
バリー・ログ管理プログラムの異常終了 X'04E' も発生
しています。
ログの一部がスキップされるたびに、直接読み取りを使
用して、読み取られた部分の開始 RBA の妥当性検査が
行われます。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRRAUB
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答:
1. ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを
実行して、両方の BSDS の内容を印刷する。
2. SYS1.LOGREC を印刷する。
3. 一緒に発生したリカバリー・ログ管理プログラムの
エラーに関する指示に従う。 MVS の DISPLAY
DUMP コマンドを使用して、ダンプ・タイトルから
障害の理由コードを得る。
4. DB2 を再び始動させる。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別:
ださい。

一緒に出た異常終了理由コードを参照してく

00D96032
説明: 再始動中に、予定のログ範囲をすべて処理する前
に、ログの終わりが読み取られました。この異常終了に
伴って、同じ理由コード ('00D96032') とともに DB2 サ

ブシステムの異常終了も発生します。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRRAUB
システムの処置: 標準の DB2 診断情報が
SYS1.LOGREC に記録されます。 SVC ダンプ
04E-D96032 が要求されます。 DB2 サブシステムは、
DSNV086E メッセージを出して終了します。
オペレーターの応答:
1. ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを
実行して、両方の BSDS の内容を印刷する。
2. SYS1.LOGREC を印刷する。
3. MVS の DISPLAY DUMP コマンドを使用して、ダ
ンプ・タイトルから障害の理由コードを得る。
4. システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。ログの入っている場所を判別してください。
再始動する前に、DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 4 部 (第
1 巻) を参照してください。
問題判別: 異常終了が発生した時点で、レジスター 2
および 3 に、ログの終わりになる前に読み取られた最
後のログ・レコードの 6 バイトの相対バイト・アドレ
ス (RBA) が入ります。
00D96041
説明: リカバリー管理プログラムの再始動機能が、内部
エラーを検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRXRU
システムの処置: DB2 の標準診断情報が
SYS1.LOGREC に記録され、このエラーについての
SVC ダンプが要求されます。詳細については、メッセ
ージ DSNL429 を参照してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
セージ DSNL429 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、3、
5。
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00D98001
00D98001

00D98021

説明: リカバリー管理プログラムの共通 FRR
(DSNRCRFR) が DB2 サブシステム終了を呼び出しまし
た。これは、未確定 UR (DSNRRIPR、 DSNRRIRD、
DSNRRIUN、 DSNRIPMU) の処理中にリカバリー不能
なエラーが検出されたためです。

説明: 解決済み未確定 FRR が DB2 サブシステムを呼
び出しました。これは、正方向リカバリー中にログ
MODE (DIRECT) を読み取ろうとして、障害が起こった
ためです。これに伴って、特定の障害を記述する理由コ
ードとともにリカバリー・ログ管理プログラムの異常終
了 X'04E' も発生しています。

これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRCRFR
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。

ログの一部がスキップされるたびに、直接読み取りを使
用して、読み取られた部分の開始 RBA の妥当性検査が
行われます。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRRIRD
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。

説明: 解決済み未確定 UR 要求サービス・プログラム
(DSNRIURS) の FRR が、 DB2 サブシステム終了を呼
び出しました。これは、要求の処理中にリカバリー不能
なエラーを検出したためです。

オペレーターの応答:
1. ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを
実行して、両方の BSDS の内容を印刷する。
2. SYS1.LOGREC を印刷する。
3. 一緒に発生したリカバリー・ログ管理プログラムの
エラーに関する指示に従う。 MVS の DISPLAY
DUMP コマンドを使用して、ダンプ・タイトルから
障害の理由コードを得る。
4. DB2 を再び始動させる。

これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。

システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRIURS

問題判別: 一緒に出た異常終了理由コードを参照してく
ださい。

問題判別:

元のエラーを調べてください。

00D98011

システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC を印刷し、DB2
を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別:
ださい。

一緒に出た異常終了理由コードを参照してく

00D98022
説明: 正方向リカバリーの範囲をすべて処理する前にロ
グの終わりに達し、解決未確定処理が異常終了を呼び出
しました。この異常終了に伴って、DB2 サブシステム
の異常終了も、同じ理由コード ('00D98022') で発生しま
す。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRRIRD
システムの処置:
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DB2 サブシステム終了を開始する前

00D98031
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。

システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。

オペレーターの応答:
1. ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを
実行して、両方の BSDS の内容を印刷する。
2. SYS1.LOGREC を印刷する。
3. 一緒に発生したリカバリー・ログ管理プログラムの
エラーに関する指示に従う。 MVS の DISPLAY
DUMP コマンドを使用して、ダンプ・タイトルから
障害の理由コードを得る。
4. DB2 を再び始動させる。

問題判別:
ださい。

システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別: 異常終了が発生した時点で、レジスター 2
および 3 に、ログの終わりになる前に読み取られた最
後のログ・レコードの 6 バイトの相対バイト・アドレ
ス (RBA) が入ります。
00D98031
説明: 解決済み未確定 FRR が DB2 サブシステム終了
を呼び出しました。これは、逆方向のログ読み取りでロ
グ MODE (DIRECT) を読み取ろうとしていたときに障
害が発生したためです。これに伴って、特定の障害を記
述する理由コードとともにリカバリー・ログ管理プログ
ラムの異常終了 X'04E' も発生しています。
ログの一部がスキップされるたびに、読み取られる部分
の有効範囲の開始 RBA の妥当性を検査するために、直
接読み取りが使用されます。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRRIUN
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答:
1. ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを
実行して、両方の BSDS の内容を印刷する。
2. SYS1.LOGREC を印刷する。
3. 一緒に発生したリカバリー・ログ管理プログラムの
エラーに関する指示に従う。 MVS の DISPLAY
DUMP コマンドを使用して、ダンプ・タイトルから
障害の理由コードを得る。
4. DB2 を再び始動させる。

一緒に出た異常終了理由コードを参照してく

00D98032
説明: 逆方向リカバリーの範囲をすべて処理する前にロ
グの終わりに達し、解決未確定 FRR が異常終了を呼び
出しました。この異常終了に伴って、同じ理由コード
('00D98032') とともに DB2 サブシステムの異常終了も
発生します。
これは、DB2 サブシステム終了理由コードです。詳細
については、 1509 ページの『第 60 章 IRLM 異常終了
理由コード』を参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRRIUN
システムの処置: DB2 サブシステム終了を開始する前
に、標準の DB2 診断情報が SYS1.LOGREC に記録さ
れ、元のエラーについての SVC ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答:
1. ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリティーを
実行して、両方の BSDS の内容を印刷する。
2. SYS1.LOGREC を印刷する。
3. 一緒に発生したリカバリー・ログ管理プログラムの
エラーに関する指示に従う。 MVS の DISPLAY
DUMP コマンドを使用して、ダンプ・タイトルから
障害の理由コードを得る。
4. DB2 を再び始動させる。
システム・プログラマーの応答: 元のエラーに関する、
SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピーを入手して
ください。
問題判別: 異常終了が発生した時点で、レジスター 2
および 3 に、ログの終わりになる前に読み取られた最
後のログ・レコードの 6 バイトの相対バイト・アドレ
ス (RBA) が入ります。
00D99001
説明: CHKPTRBA 読み取りが試みられましたが、有効
なチェックポイント・レコードを戻すことができませ
ん。この異常終了は、DSNR015I エラー・メッセージが
出た後で起こります。
システムの処置: 再始動は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答:

条件付き再始動レコー
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00D99002
ドを作成するときに、ログ・インベントリー変更
(DSNJU003) ユーティリティーがチェックポイント RBA
を選択するようにしてください。特定のチェックポイン
トを使用する場合には、 DSN1LOGP を使用して、特定
範囲内のチェックポイント・ログ・レコードを印刷して
ください。チェックポイント RBA を手操作で選択する
場合には、ログ・マップ印刷 (DSNJU004) ユーティリテ
ィーを使用して、チェックポイント・キューを印刷して
ください。チェックポイント・キューの印刷は、
CHKPTRBA のキーワードを指定して行ってください。
問題判別:
v DSN1LOGP を使って、希望の範囲内のチェックポイ
ント・レコードを印刷する。
v DSNJU004 を使用してチェックポイント・キューを印
刷する。
v DSN1LOGP 報告書と比較して、チェックポイント・
キューを検査する。
v 自動チェックポイント選択を用いて選択したチェック
ポイントが無効であった場合には、 DSN1LOGP 報告
書の中から有効なチェックポイント RBA を見つけ
る。 CRCR に、CHKPTRBA キーワードを指定して
このチェックポイント RBA を使用してください。
v 明示的に指定したチェックポイントが無効であった場
合には、 CHKPTRBA キーワードを指定しないで、
DSNJU003 にチェックポイントを自動的に選択させる
ようにする。
00D99002
説明: STARTRBA の妥当性検査が失敗しました。これ
は、最初に完全なログ・レコードを見つけようとして、
ログの終わりに達したか、あるいは不良ログ・レコード
を検出したためです。
システムの処置:

再始動は異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: コンソール・ログを検
査して、DSNJ (ログ管理プログラム) メッセージがない
か調べてください。これらのメッセージは、ログ管理プ
ログラム処理の障害あるいは診断に役立つ補足情報を提
供してくれる可能性があります。 DSN1LOGP を用い
て、再始動に使用できる安全な STARTRBA を見つけて
ください。 STARTRBA を指定すると、リカバリー管理
プログラムはそれを開始点として使用します。リカバリ
ー管理プログラムは、この開始点から有効ログ・レコー
ドの始まりを検出し始めます。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、
16。
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00D99003
説明: 条件付き再始動レコードで CSRONLY が指定さ
れていました。再始動の DB2 状況フェーズだけが完了
します。
システムの処置: 再始動は異常終了します。
システム・プログラマーの応答: ログ・インベントリー
変更 (DSNJU003) ユーティリティーを使用して、現在の
条件付き再始動レコードを取り消すか、新しい条件付き
再始動レコードを作成するかしてください。
00D99004
説明: ログ読み取りが失敗しました。これは、DB2 再
始動中にログ・レコードを検査していたとき、データ管
理プログラムにより内部エラーが検出されたためです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNRRHSL
システムの処置: 実行単位は SYS1.LOGREC にレコー
ドを書き出し、SVC ダンプを要求します。再始動は異
常終了します。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および SVC ダ
ンプを集めてください。 システム・プログラマーに通
知してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: RM の標準の診断情報は、「リカバリー管
理プログラムの理由コード (X'D9')」に記載されていま
す。また、レジスターには次の診断情報が収められてい
ます。
レジスター 0
エラーが検出されたデータ管理プログラム・フ
ィルター・ルーチンの個所を示すデータ管理プ
ログラム ERQUAL
レジスター 2、3
エラー発生時に読み取られていたログ・レコー
ドの RBA
レジスター 8
ssnmDBM1 の選択ブロックのアドレス
レジスター 9
DSCF の選択ブロックのアドレス
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00D99900
00D99900
説明: リカバリー単位のコミット要求は失敗しました。
これは、エージェントがグローバル・トランザクション
の参加プログラムであり、そのグローバル・トランザク
ションがバックアウトされるためです。
システムの処置:
ん。

リカバリー単位はコミットされませ

この理由コードは SDWA 可変記録域 (VRA) 内のみで
示され、 (SDWA に保管された標準の DB2 診断情報の
補足情報として) データを示すだけのものです。この理
由コードは、標準情報の最初のデータ項目です。したが
って常に、1 次エラー完了コードまたは理由コード用
の、SDWA の VRA に発生します。追加データがなけ
れば、SDWA の VRA に示される理由コードは、完了
コードに関連する理由コードと同じになります。

ユーザーの処置: アプリケーションは、前の COMMIT
までロールバックしなければなりません。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRUB01

00D9AAAA

システムの処置: コード VRAHEX に続いて以下のデ
ータが保管されます。

説明: この理由コードは、UR 打ち切り中の障害の後で
SDWA 可変記録域に保管された追加データを示しま
す。
この理由コードは SDWA 可変記録域 (VRA) 内にだけ
発生し、(SDWA に保管された標準の DB2 診断情報の
補足情報として) データを示すためだけのものです。こ
の理由コードは、標準情報の最初のデータ項目です。し
たがって常に、1 次エラー完了コードまたは理由コード
用の、SDWA の VRA に発生します。追加データがな
ければ、SDWA の VRA に示される理由コードは、完
了コードに関連する理由コードと同じになります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRCAFR
システムの処置: コード VRAHEX に続く 5 バイトの
データが、 EBCDIC ストリング
'RMC-COMMIT/ABORT' の後に保管されます。
長さ
データ
1 バイト
再試行フラグ
1 バイト
再試行 ID
1 バイト
通知 RMID
2 バイト
ACE 進ちょく状況 (ACEPROG)
システム・プログラマーの応答: 1 次障害に関する他の
情報とともに、この情報を利用してください。 DB2 に
エラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関す
る情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の 第 2 部 を参照してください。
00D9BBBB
説明: この理由コードは、UR 開始中の障害の後で
SDWA 可変記録域に保管された追加データを示しま
す。

長さ
4
4
4
1

データ
ACEURE の内容
URE アドレス
DSNWRCRD 戻りコード
再試行フラグ

システム・プログラマーの応答: 特定の障害に関する指
示とともに、この情報を利用してください。 DB2 にエ
ラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する
情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の 第 2 部 を参照してください。
00D9CCCC
説明: この理由コードは、UR コミット中の障害の後で
SDWA 可変記録域に保管された追加データを示しま
す。
この理由コードは SDWA 可変記録域 (VRA) 内でだけ
で示され、 (SDWA に保管された標準の DB2 診断情報
の補足情報として) データを示すだけのものです。この
理由コードは、標準情報の最初のデータ項目です。した
がって常に、1 次エラー完了コードまたは理由コード用
の、SDWA の VRA に発生します。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRCAFR
システムの処置: コード VRAHEX に続く 5 バイトの
データが、 EBCDIC ストリング
'RMC-COMMIT/ABORT' の後に保管されます。
長さ
データ
1 バイト
再試行 ID
1 バイト
通知 RMID
1 バイト
ACE 進ちょく状況 (ACEPROG)
1 ビット
未完了
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00D9EEEE
1 ビット
コミット 1
1 ビット
未確定
1 ビット
コミット 2
1 ビット
コミット終了
1 ビット
打ち切り中
1 ビット
打ち切り終了
1 ビット
(予約)
システム・プログラマーの応答: 特定の障害に関する指
示とともに、この情報を利用してください。 DB2 にエ
ラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する
情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の 第 2 部 を参照してください。
00D9EEEE
説明: この理由コードは、UR 終了過程の障害の後で
SDWA 可変記録域に保管される追加データを示しま
す。
この理由コードは SDWA 可変記録域 (VRA) 内でだけ
で示され、 (SDWA に保管された標準の DB2 診断情報
の補足情報として) データを示すだけのものです。この
理由コードは、標準情報の最初のデータ項目です。した
がって常に、1 次エラー完了コードまたは理由コード用
の、SDWA の VRA に発生します。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNRUE01
システムの処置: コード VRAHEX に続いて以下のデ
ータが保管されます。
長さ
4
4

データ
URE アドレス
DSNWRCRD 戻りコード

システム・プログラマーの応答: エラー完了コードにつ
いての情報とともにこの情報を利用してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
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第 44 章 X’E2......’ コード
00E20001
説明: 呼び出しプログラムから渡された入力パラメータ
ーが無効であることを、可変長ストレージ獲得機能が、
検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVBK
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。以下の汎用レジスターに
診断情報が入っています。
レジスター 4 には、プールの現行の状況についての
情報を含む、プール・ヘッダー・ブロック (PHB) の
アドレスが収められています。
レジスター 7 には、呼び出し側の保管レジスター
14 の値が収められています。
レジスター 3 には、入力要求の長さが含まれていま
す。
レジスター 5 には、入力要求の所有者 ID が含まれ
ています。
SDWA 内のオフセット X'1EF' には、 X'3D' の
VRACAN キーとその後にストレージ・マネージャーの
呼び出しプログラムのモジュール名が入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20002
説明: 呼び出しプログラムが渡した入力パラメーター
(プール・アドレスまたはプール・タイプのいずれか) が
無効であることを、可変長ストレージ解放機能が、検出
しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVBK
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し
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システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。以下の汎用レジスターに
診断情報が入っています。
レジスター 4 には、プールの現行の状況についての
情報を含む、プール・ヘッダー・ブロック (PHB) の
アドレスが収められています。
レジスター 7 には、呼び出し側の保管レジスター
14 の値が収められています。
SDWA 内のオフセット X'1EF' には、 X'3D' の
VRACAN キーとその後にストレージ・マネージャーの
呼び出しプログラムのモジュール名が入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20003
説明: 無条件のストレージ要求を満たすためには、可変
長ストレージ獲得機能が、 (GETMAIN から) ストレー
ジを獲得して、ストレージ・プールを拡張する必要があ
りました。しかし、GETMAIN が、専用ストレージ内で
使用できる十分なストレージがなかったことを示してい
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVBK
システムの処置: エージェントは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 領域サイズを拡大して
ください。領域サイズがすでに最大に定義されている場
合は、 CONTSTOR システム初期化パラメーターを使用
可能にしてみてください。詳細については、DB2 インス
トレーション・ガイド を参照してください
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 2 には、印刷
専用ストレージの ASID (16 進数) が含まれています。
レジスター 4 には、プール・ヘッダー・ブロック
(PHB) のアドレスが収められています。レジスター 7
には、呼び出し側の保管レジスター 14 の値が収められ
ています。
SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
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00E20004
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。 トレース情
報には要求されるストレージ数が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20004
説明: 無条件のストレージ要求を満たすには、可変長ス
トレージ獲得機能を使用して、 (GETMAIN から) 追加
のストレージを取得して、ストレージ・プールを拡張す
る必要がありました。しかし、プールが作成された時点
で定義されたプール属性によれば、このプールはすでに
最大サイズになっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVBK
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 4 には、プー
ル・ヘッダー・ブロック (PHB) のアドレスが収められ
ています。レジスター 7 には、呼び出し側の保管レジ
スター 14 の値が収められています。
SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20005
説明: 解放しようとしているブロックのアドレスが無効
であることを、可変長ストレージ解放機能が、検出しま
した。すなわち、このブロックは既存のストレージ・プ
ールに入っていません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVBK
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 4 には、プー
ル・ヘッダー・ブロック (PHB) のアドレスが収められ
ています。レジスター 7 には、呼び出し側の保管レジ
スター 14 の値が収められています。レジスター 11 に
は、解放しようとした無効なブロックのアドレスが収め
られています。
SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20006
説明: 解放しようとしているブロックが割り振られてい
ないことを、可変長ストレージ解放機能が、検出しまし
た。すなわち、このブロックはすでに解放されていま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVBK
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 4 には、プー
ル・ヘッダー・ブロック (PHB) のアドレスが収められ
ています。レジスター 7 には、呼び出し側の保管レジ
スター 14 の値が収められています。レジスター 11 に
は、解放されたブロックのアドレスが収められていま
す。
SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20007
説明: 呼び出し側より渡された入力パラメーターが無効
であることを、可変長ストレージ・プール割り振り機能
が、検出しました。
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00E20008
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVPL
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。以下の汎用レジスターに
診断情報が入っています。
レジスター 2 には、入力パラメーター・リストのア
ドレスが含まれています。
レジスター 3 には、入力最大プール・サイズが含ま
れています。
レジスター 4 には、入力拡張セグメント・サイズが
含まれています。
レジスター 5 には、入力初期セグメント・サイズが
含まれています。
トレース情報には、無効なパラメーター・リストのアド
レスが収められています。

00E20009
説明: 呼び出し側より渡された入力パラメーターが無効
であることを、固定長ブロック獲得機能が、検出しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFBK
システムの処置: エージェントは異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。以下の汎用レジスターに
診断情報が入っています。
レジスター 4 には、プール・ヘッダー・ブロック
(PHB) のアドレスが収められています。
レジスター 7 には、呼び出し側の保管レジスター
14 の値が収められています。
レジスター 5 には、要求されたブロックの数が入っ
ています。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

無効な入力パラメーターは、トレース情報にも収められ
ています。

00E20008

SDWA 内のオフセット X'1EF' には、 X'3D' の
VRACAN キーとその後にストレージ・マネージャーの
呼び出しプログラムのモジュール名が入っています。

説明: 入力パラメーター (PHB - プール・ヘッダー・
ブロック) が既存のプールを表していないことを、可変
長ストレージ・プール解放機能が検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVPL
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。トレース情報には、無効
な PHB (プール・ヘッダー・ブロック) のアドレスが収
められています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E2000A
説明: トラック・ストレージ獲得機能が、DSNSGETM
機能にストレージを要求しました。これは、トラック・
エレメントが、呼び出しプログラムに戻すストレージを
トラックするためです。しかし、トラック・エレメント
のためのストレージが使用不能でした。呼び出しプログ
ラムの要求は無条件でした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSGMN
システムの処置: エージェントは異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
第 44 章 DB2 コード
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00E2000B
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 2 には、印刷
専用ストレージの ASID (16 進数) が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E2000B
説明: 無条件の要求を満たすには、固定長ブロック獲得
機能が、追加のストレージを獲得して、ストレージ・プ
ールを拡張する必要がありました。しかし、GETMAIN
により、専用ストレージ内に十分なストレージが存在し
なかったことが示されています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFBK
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 領域サイズを拡大して
ください。領域サイズがすでに最大に定義されている場
合は、 CONTSTOR システム初期化パラメーターを使用
可能にしてみてください。詳しくは、DB2 インストレー
ション・ガイド を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 2 に、印刷専
用ストレージの ASID (16 進数) が含まれています。レ
ジスター 4 には、プール・ヘッダー・ブロック (PHB)
のアドレスが収められています。レジスター 7 には、
呼び出し側の保管レジスター 14 の値が収められていま
す。トレース情報には要求ブロック数が含まれていま
す。
SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E2000C
説明: 無条件の要求を満たすには、固定長ブロック獲得
機能が、追加のストレージを獲得して、ストレージ・プ
ールを拡張する必要がありました。しかし、プールが作
成された時点で定義されたプール属性によれば、このプ
ールはすでに最大サイズになっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFBK

1234

システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 4 には、プー
ル・ヘッダー・ブロック (PHB) のアドレスが収められ
ています。レジスター 7 には、呼び出し側の保管レジ
スター 14 の値が収められています。トレース情報には
要求ブロック数が含まれています。
SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E2000D
説明: 解放するブロック (唯一のブロックまたはブロッ
ク・チェーンのブロック) のアドレスが無効であるか、
あるいはこのブロックが既存のストレージ・プールに入
っていないことを、固定長ブロック解放機能が、検出し
ました。
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 問題の原因として可能
性が高いのは、ストレージ・オーバーレイまたは DB2
コンポーネントからの無効なストレージ要求です。
DB2 以外のプロダクトでは、ストレージ・オーバーレ
イの問題が生じることがあります。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、DB2 ダンプが
要求されます。レジスター 7 には、呼び出し側の保管
レジスター 14 の値が収められています。レジスター
11 には、解放しようとした無効なブロックのアドレス
が収められています。
SDWA 内のオフセット X'1EF' には、 X'3D' の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
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00E2000E • 00E20010
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFBK
00E2000E
説明: (要求の送り先である) プールのストレージのセ
グメントが無効であるか、あるいはセグメントにフリ
ー・ブロックの無効な'フリー・チェーン'が含まれてい
ることを、固定長ブロック獲得 / 固定長ブロック解放機
能が、検出しました。
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 問題の原因として可能
性が高いのは、ストレージ・オーバーレイまたは DB2
コンポーネントからの無効なストレージ要求です。
DB2 以外のプロダクトでは、ストレージ・オーバーレ
イの問題が生じることがあります。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、DB2 ダンプが
要求されます。レジスター 4 には、プール・ヘッダ
ー・ブロック (PHB) のアドレスが収められています。
レジスター 7 には、呼び出し側の保管レジスター 14
の値が収められています。レジスター 11 には、固定長
ブロックを解放する場合、解放するブロックのアドレス
が収められています。
SDWA 内のオフセット X'1EF' には、 X'3D' の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムの呼び出し側のモジュール名が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFBK
00E2000F

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 4 には、プー
ル・ヘッダー・ブロック (PHB) のアドレスが収められ
ています。レジスター 7 には、呼び出し側の保管レジ
スター 14 の値が収められています。レジスター 11 に
は、解放されたブロックのアドレスが収められていま
す。
SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20010
説明: 呼び出しプログラムが渡した入力パラメーターが
無効であることを、固定長ブロック・プール割り振り機
能が、検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFPL
システムの処置: エージェントは異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。以下の汎用レジスターに
診断情報が入っています。
レジスター 2 には、入力パラメーター・リストのア
ドレスが含まれています。
レジスター 3 には、入力要求ブロック・サイズが含
まれています。

説明: 解放すべき唯一のブロックまたはブロック・チェ
ーン内の 1 つのブロックが、割り振られたブロックを
示していないことを、固定長ブロック解放機能が、検出
しました。すなわち、このブロックはすでに解放されて
います。

レジスター 5 には、入力拡張セグメント・サイズが
含まれています。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFBK

トレース情報には、無効なパラメーター・リストのアド
レスも収められています。

システムの処置:

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

レジスター 4 には、入力最大プール・サイズが含ま
れています。
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00E20011
00E20011

トレース情報には、無効なパラメーター・リストのアド
レスが収められています。

説明: 入力パラメーターが有効なプール・ヘッダー・ブ
ロック (PHB) ではなかったか、あるいは既存のプール
を示していなかったことを、固定長ブロック・プール解
放機能が、検出しました。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFPL
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。トレース情報に、プー
ル・ヘッダー・ブロック (PHB) のアドレスが含まれて
います。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20012
説明: 呼び出し側が渡した入力パラメーターが無効であ
ることを、GETMAIN からのトラック・ストレージ獲得
機能が、検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSGMN
システムの処置: エージェントは異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。以下の汎用レジスターに
診断情報が入っています。
レジスター 2 には、入力パラメーター・リストのア
ドレスが含まれています。
レジスター 3 には、入力要求の長さが含まれていま
す。
レジスター 4 には、入力ストレージ・クラスが含ま
れています。
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00E20013
説明: GETMAIN からのトラック・ストレージ獲得機
能が、専用ストレージから十分なストレージを獲得でき
ないため、無条件要求を満たすことができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSGMN
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 領域サイズを拡大して
ください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 2 に、印刷専
用ストレージの ASID (16 進数) が含まれています。ト
レース情報にはパラメーター・リストのアドレスが含ま
れています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20014
説明: トラック・ストレージ解放機能が、解放を要求し
た区域が有効ではないことを検出しました。アドレス
が、(DSNSGETM 機能によって) 現在割り振られている
ストレージを表していないか、 DSNSFREM への入力と
して渡されたストレージ・クラスと、DSNSGETM がそ
のストレージに割り振ったクラスとが一致していないか
のいずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSGMN
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。トレース情報には、スト
レージのアドレスおよびストレージ・クラスが含まれて
います。
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00E20015
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

00E20017

00E20015

説明: 解放しようとする区域のアドレスが、要求側が示
したスタックの割り振り済みストレージに入っていない
ことを、スタック・ストレージ解放機能が検出しまし
た。

説明: 常に無条件であるスタック割り振り機能が、スタ
ック・セグメントを獲得するために GETMAIN からス
トレージを要求しました。 GETMAIN により、サブプ
ール 229 の 8K バイトの専用ストレージが使用できな
いことが示されています。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSTACK
システムの処置: エージェントは異常終了します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVSTK

オペレーターの応答:
てください。

システムの処置: エージェントは異常終了します。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:
値を拡大してください。

専用ストレージの最大

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。おそらく、障害が発生し
たアドレス・スペースの専用ストレージが不足していま
す。レジスター 2 に、印刷専用ストレージの ASID (16
進数) が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20016
説明: スタック・ストレージ獲得機能が GETMAIN か
らストレージを要求して、スタック・ストレージに関す
る無条件要求を満たそうとしました。しかし、
GETMAIN により、サブプール 229 内で十分なストレ
ージが使用できなかったことが示されています。

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 2 に、印刷専
用ストレージの ASID (16 進数) が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20018
説明: スタック・ストレージ獲得機能が、呼び出し側に
よって要求されたストレージの容量がゼロ以下になって
いることを検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNB1CPP
DSNB1OPS
DSNB1SWS
DSNIBHUN
DSNILREP
DSNISELK
DSNJW101
DSNKDLPG
DSNKMSV1
DSNVCONN
DSNVRMEL
DSNXICIX
DSNXOLV
DSN3CT30

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 2 に、印刷専
用ストレージの ASID (16 進数) が含まれています。

DSNB1CHK
DSNB1OPP
DSNB1RTR
DSNFGENM
DSNILGBW
DSNISEL
DSNITDLE
DSNKDLEV
DSNKMSP1
DSNKREPL
DSNVIALC
DSNXA02
DSNXOGP
DSNXO1S
DSN9SCNF

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

システムの処置:

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVSTK
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:
ください。

領域サイズを拡大して

システム・プログラマーに通知し

DSNB1CPS
DSNB1OST
DSNB1SWU
DSNICINV
DSNIREPR
DSNISRTI
DSNKCHNP
DSNKISRT
DSNKNLDL
DSNVDISC
DSNVSTAI
DSNXICX2
DSNXOOP
DSN3ID50

DSNB1CST
DSNB1RRR
DSNB5COM
DSNIDLEO
DSNIRWSL
DSNISVPT
DSNKDLET
DSNKLFIV
DSNKRDST
DSNVEUS2
DSNWTRAC
DSNXOGC
DSNXOVD
DSN3SI30

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
第 44 章 DB2 コード
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00E20019
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

DB2 ダンプが要求されます。レジスター 15 には
DSN3EST0 からの戻りコードが収められています。これ
は、MVS ESTAE の戻りコードです。

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

00E2001B

00E20019

説明: SETLOCK OBTAIN 機能から、ゼロ以外の戻り
コードが出されました。

説明: 呼び出しプログラムが渡した入力パラメーターが
無効であることを、プール除去機能が、検出しました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSPOWN

DSNSCON2
DSNSGMN
DSNSVBK

システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

DSNSFBK
DSNSCTL
DSNSHDWN DSNSINTM
DSNSVSTK
DSNSVPL

DSNSFPL
DSNSTERM

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。以下の汎用レジスター
に、示された診断情報が入っています。

システムの処置: ストレージ・マネージャー機能の呼び
出しプログラムは、異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

レジスター 4 には、入力プール・アドレスが含まれ
ています。

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。

レジスター 5 には、入力プール所有者 ID が含まれ
ています。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

トレース情報には、入力パラメーターも収められていま
す。

00E2001C

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

説明: スタック除去機能が、SKB (スタック・ブロッ
ク) のうちの 1 つが無効であり、 SKB チェーンが損傷
を受けている可能性があることを検出しました。

00E2001A

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSPURS

説明: 予期しないエラーが起こったか、SCB が使用で
きないかのいずれかの原因により、 ESTAE リカバリー
が確立できません。

システムの処置: SKB チェーンが修復され、処理が続
行されます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSCON
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:

1238

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。トレース情報には、除去

診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
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00E2001D
されるスタック・セグメントに関する EB のアドレスが
含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

ク・セグメント (SKB) のアドレスが含まれています。
レジスター 6 には、EB のアドレスが入っています。
ABEND の場合には、DSNTFRCV が SDWA の VRA
に情報を保管します。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

00E2001D
説明: GPVT (グローバル・プール・アンカー) または
LPVT (ローカル・プール・アンカー) が損傷を受け、ス
トレージ・マネージャーが管理するストレージにアクセ
スできません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSRSUP
システムの処置: DB2 サブシステムは異常終了しま
す。場合によっては、ストレージ・マネージャー (SM)
のサブコンポーネントの呼び出し側が FRR を確立する
こともあります。この場合には、呼び出し側が SVC ダ
ンプを要求します。それ以外の場合、SM が SVC ダン
プを要求します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DB2 ダンプが要求されますが、ストレー
ジ・マネージャー自体ではなくストレージ・マネージャ
ーの呼び出し側がダンプを要求することもあります。レ
ジスター 6 には、EB のアドレスが入っています。

00E2001F
説明: 無条件のストレージ要求を満たすためには、可変
長ストレージ獲得機能が、 (GETMAIN から) ストレー
ジを獲得して、ストレージ・プールを拡張する必要があ
りました。しかし、GETMAIN により、プールを拡張す
るために十分なストレージが共通サービス域 (CSA) で
使用できなかったことが示されています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVBK
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 共通サービス域
(CSA) のサイズを拡大してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。ダンプの共通サービス域
(CSA) の部分を印刷してください。レジスター 4 に
は、プール・ヘッダー・ブロック (PHB) のアドレスが
収められています。レジスター 7 には、呼び出し側の
保管レジスター 14 の値が収められています。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。

00E2001E

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

説明: 非同期の (無関係の) 2 つのエージェントが同じ
スタック・ストレージを使用していることを、スタッ
ク・ストレージ獲得機能が、検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVSTK
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 2 に、スタッ

00E20020
説明: 可変長プール獲得機能が、(GETMAIN から) ス
トレージを獲得して、プールを表すプール・ヘッダー・
ブロック (PHB) を作成する必要がありました。しか
し、GETMAIN により、専用ストレージで十分なストレ
ージが使用できないことが示されています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVPL
システムの処置: エージェントは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答:
ください。

領域サイズを拡大して
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00E20021
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 2 に、印刷専
用ストレージの ASID (16 進数) が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20023

00E20021
説明: 可変長プール獲得機能が、(GETMAIN から) ス
トレージを獲得して、プールを示すプール・ヘッダー・
ブロック (PHB) を作成する必要がありました。しか
し、GETMAIN により、共通サービス域 (CSA) に十分
なストレージが使用できないことが示されています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVPL
システムの処置: エージェントは異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 共通サービス域
(CSA) のサイズを拡大してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。ダンプの共通サービス域
(CSA) の部分を印刷してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

説明: 固定長プール獲得機能が、(GETMAIN から) ス
トレージを獲得して、プールを示すプール・ヘッダー・
ブロック (PHB) を作成する必要がありました。しか
し、GETMAIN により、専用ストレージ内で十分なスト
レージが使用できないことが示されています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFPL
システムの処置: エージェントは異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 領域サイズを拡大して
ください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 2 に、印刷専
用ストレージの ASID (16 進数) が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20024

00E20022
説明: 無条件の要求を満たすには、固定長ブロック獲得
機能が、追加のストレージを獲得して、ストレージ・プ
ールを拡張する必要がありました。しかし、GETMAIN
により、共通サービス域 (CSA) 内に十分なストレージ
がないことが示されています。

説明: プールを表すプール・ヘッダー・ブロック
(PHB) を作成するために、固定長プール獲得機能が
GETMAIN からストレージを要求しました。しかし、
GETMAIN により、要求を満たすために十分なストレー
ジが共通サービス域 (CSA) 内に存在しないことが示さ
れています。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFBK

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSFPL

システムの処置:

システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 共通サービス域
(CSA) のサイズを拡大してください。

システム・プログラマーの応答: 共通サービス域
(CSA) のサイズを拡大してください。

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 4 には、プー
ル・ヘッダー・ブロック (PHB) のアドレスが収められ
ています。レジスター 7 には、呼び出し元の保管レジ
スター 14 の値が収められています。ダンプの共通サー
ビス域 (CSA) の部分を印刷してください。

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。ダンプの共通サービス域
(CSA) の部分を印刷してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
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00E20025
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVBK

00E20025
説明: GETMAIN からのトラック・ストレージ獲得機
能が、無条件要求を満たすための十分なストレージを共
通サービス域 (CSA) 内で獲得することができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSGMN
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

システム・プログラマーの応答: 共通サービス域
(CSA) のサイズを拡大してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。トレース情報にはパラメ
ーター・リストのアドレスが含まれています。ダンプの
共通サービス域 (CSA) の部分を印刷してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E20026
説明: スタック・ストレージ割り振り機能またはスタッ
ク・ストレージ獲得機能が、サブプール 229 から 4KB
の専用ストレージを獲得できませんでした。このストレ
ージは、(スタック・ストレージ・セグメントを表す) レ
コードを入れる全セグメント表のためのものです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVSTK
システムの処置:
終了します。

システムの処置: エージェントは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。
次の汎用レジスター (GPR) に、示された診断情報が入
っています。
GPR
4
7
11

内容
プール・ヘッダー・ブロック (PHB) のアドレ
ス
呼び出し側の保管レジスター 14 の値
解放すべきブロックのアドレス

解放するブロックは、4 ワードの制御情報のヘッダーと
ブロック自体の、2 つの部分から構成されています。ヘ
ッダーの 2 番目のワード (オフセット 4) は、ブロック
の長さを表しています。
ヘッダーの 3 番目のワード (オフセット 8) はストレー
ジ要求側のアドレスです。このブロックは次の 2 つの
部分からなります。すなわち、割り振られたストレージ
と 2 ワードの未割り振りストレージ ('03' の埋め込み
域)。

この機能の呼び出しプログラムは異常

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答:
ください。

領域サイズを拡大して

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。おそらく、障害が発生し
たアドレス・スペースの専用ストレージが不足していま
す。レジスター 2 に、印刷専用ストレージの ASID (16
進数) が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。
00E20028
説明: SKB が無効であるか、あるいは全セグメント表
内で正確に表されていないことを、スタック・ストレー
ジ獲得、スタック・ストレージ割り振り解除、またはス
タック・ストレージ解放のいずれかの機能が、検出しま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVSTK、DSNSTACK
システムの処置: 呼び出し側は異常終了します。

00E20027
説明: 可変長ストレージ解放機能が、解放しようとする
ブロックの未割り振りストレージが変更されていること
を検出しました。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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00E20029
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システムの処置:
す。

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 7 には、スタ
ック・セグメント (SKB) の値が含まれています。

オペレーターの応答:
てください。

00E20029
説明: 解放されるブロックのアドレスが指定のストレー
ジ・プール内にはあるが、可変長ブロックの開始アドレ
スではないことを、可変長ストレージ解放機能が、検出
しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSVBK
システムの処置:

エージェントは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。
次の汎用レジスター (GPR) に、示された診断情報が入
っています。
GPR
4
7
11

内容
プール・ヘッダー・ブロック (PHB) の値
呼び出し側の保管レジスター 14 のアドレス
解放すべき無効ブロックのアドレス

呼び出しプログラムは異常終了しま
システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 6 には、現行
の実行ブロック (EB) のアドレスが含まれています。こ
の EB には、問題に直面している現行のヘッド・スタッ
ク・ブロック (SKB) を指示するポインターが入ってい
ます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E2002B
説明: この異常終了コードは、ストレージ・マネージャ
ー・コード内で異常終了が起こり、ストレージ・マネー
ジャーが再帰的に呼び出されたときに、リカバリー機能
委任を強制するために使用されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNSCTL
DSNSVBK

DSNSFBK
DSNSVSTK

DSNSRSUP

DSNSTACK

問題判別: 元の異常終了コードを参照してください。

SDWA 内のオフセット 1EF には、'3D' (16 進数) の
VRACAN キーとその後にストレージ管理呼び出しプロ
グラムのモジュール名が含まれています。

00E2002C

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSDSGM

00E2002A

システムの処置: 要求された機能は実行されません。
DB2 ダンプが要求されます。

説明: SMC リカバリー・スタックに許される項目数を
超えているか、あるいは構造が誤って変更されたこと
を、 SMC リカバリー・スタック管理機能が、検出しま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNSCTL
DSNSVBK

DSNSFBK
DSNSVSTK

DSNSRSUP

DSNSTACK

説明: DB2 は、データ・スペースのフリー・チェーン
が損傷したことを検出しました。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
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00E2002D
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

説明: データ・スペース・ストレージの解放中に、DB2
は内部エラーを検出しました。

00E2002D
説明: DB2 はデータ・スペースを作成することができ
ません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSDSGM
システムの処置: 要求された機能は実行されません。
DB2 ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

00E2002F

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。エラーの原因が DSPSERV
にある場合は、DSPSERV からの理由コードがレジスタ
ー 15 に保管されます。エラーの原因が ALESERV に
ある場合は、ALESERV からの理由コードがレジスター
15 に保管されます。戻りコードおよび理由コードの意
味については、該当する MVS 資料を参照してくださ
い。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSDSFM
システムの処置: 要求された機能は実行されません。
DB2 ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E2002E
説明: データ・スペース・ストレージの解放中に、DB2
は内部エラーを検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNSDSFM
システムの処置: 要求された機能は実行されません。
DB2 ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
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第 45 章 X’E3......’ コード
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00E30001
説明: サービス制御プログラムの内部的な不整合が起こ
りました。おそらく、DB2 サブシステムのエラーで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNTAAL
DSNTBFR
DSNTLDU
DSNTSINI
DSNTLSUS

DSNTBAB
DSNTBRB
DSNTLIDE
DSNTCGET
DSNTTIM

DSNTBAP1
DSNTLBAC
DSNTSFST
DSNTCSTR

DSNTBCM1
DSNTLCAU
DSNTSGST
DSNTDINQ

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。実行単位は異常終
了します。
オペレーターの応答:
てください。

問題判別: データ管理プログラムの復元機能を使用して
いたサービス制御プログラム・コードが、 BIND 操作
の結果を元に戻そうとしていたときに、エラーを検出し
ました。実際に戻されたデータ管理プログラムの戻りコ
ードおよび理由コードは、 SDWA のレジスター 7 が
ポイントしたカーソル表の CTDMRETC および
CTSIRCOD フィールドに入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システム・プログラマーに通知し
00E30004

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコ
ピーを入手してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: サービス制御プログラムが、内部的な不整合
を検出しました。問題を判別するには、異常終了に関係
していた CSECT を分析しなければなりません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E30003
説明: データ管理プログラムの復元操作がエラーを戻し
ました。この異常終了は、失敗した BIND 機能がカタ
ログに行った変更を必ずバックアウトするために出され
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNTBAB

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコ
ピーを入手してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

DSNTBCM1

DSNTBRB

システムの処置: BIND 機能は異常終了します。 BIND
操作の効果は、すべてロールバックされます。
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、SVC ダンプ
が要求されます。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

説明: DB2 始動処理に関連するデータベース・サービ
スのサブコンポーネントからエラーの戻りコードが戻さ
れたときに、サービス制御プログラムの初期設定モジュ
ールが、この異常終了を出します。この異常終了は、
DB2 の終了が確実に行われるようにするために出され
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTSTRT
システムの処置: SVC ダンプが要求された後でデータ
ベース・サービスのシャットダウン処理が開始され、
SYS1.LOGREC データ・セットにレコードが書き込まれ
ます。 DB2 は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコ
ピーを入手してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 初期設定処理が完了したすべてのデータベー
ス・サービスのサブコンポーネントのリストは、この異
常終了によって要求された SVC ダンプから得られま
す。SDWA のレジスター 2 は、以下の診断情報を含む
構造をポイントしています。
0 (0)
エラーが検出された DSNTSTRT の区域を示す
モジュール修飾子。この修飾子は次のいずれか
です。
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2 (2)
4 (4)
8 (8)
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A (10) SCC 始動初期設定処理から戻ったと
きに検出されたエラー
B (11) SCC IRLM 識別処理から戻ったとき
に検出されたエラー
C (12) バッファー・マネージャーの初期設定
処理から戻ったときに検出されたエラ
ー
D (13) データ管理プログラムの初期設定処理
から戻ったときに検出されたエラー
E (14) データ・スペース管理プログラムの初
期設定処理から戻ったときに検出され
たエラー
F (15) RDS 初期設定処理または LOB 管理
プログラムの初期設定処理から戻った
ときに検出されたエラー
呼び出されたサブコンポーネントからのエラー
戻りコード
呼び出されたサブコンポーネントからのエラー
理由コード
文字ストリング SSCM とそれに続く以下の情
報を表す 32 ビットのマップを含む構造を指示
するポインター
ビット 0
DB2 が IRLM に対して正常に'サイン
オン'された場合には、1
10 (16) SCC 始動初期設定処理から戻ったと
きに検出されたエラー
ビット 1
バッファー・マネージャー・サブコン
ポーネントの初期設定処理が完了した
場合には、1
ビット 2
データ管理プログラム・サブコンポー
ネントの初期設定処理が完了した場合
には、1
ビット 3
データ・スペース管理プログラム・サ
ブコンポーネントの初期設定処理が完
了した場合には、1
ビット 4
(未使用)
ビット 5
RDS サブコンポーネントの初期設定
処理が完了した場合には、1
ビット 6
(該当しない)
ビット 7
SCC 初期設定処理が完了した場合に
は、1
ビット 8
LOB 管理プログラムの初期設定が完
了した場合は、1

C (12)

ビット 9 - 31
(未使用)
呼び出されたサブコンポーネントの RMFT を
指示するポインター

この情報から、適切なサブコンポーネントの始動処理が
判別できます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E30005
説明: データベース・サービスの初期設定処理中にサー
ビス・タスクを作成することができませんでした。これ
はおそらく DB2 エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTSTRT、DSNTCST1
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらく DB2
の内部エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダン
プのコピーを入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: SDWA のレジスター 2 は、以下の診断情報
を含む構造をポイントしています。
0 (0)
X'3' でなければなりません。
2 (2)
エージェント・サービス管理プログラム (ASM)
サブコンポーネントのサービス・タスク作成機
能から戻された戻りコード。
4 (4)
エージェント・サービス管理プログラム (ASM)
サブコンポーネントのサービス・タスク作成機
能から戻された異常終了理由コード。
8 (8)
(未使用)
C (12) (未使用)
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E30006
説明: データベース・サービスの削除処理中にサービ
ス・タスクを作成することができませんでした。これは
おそらく DB2 エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNTCST1
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00E30008
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらく DB2
の内部エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダン
プのコピーを入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: SDWA のレジスター 2 は、以下の診断情報
を含む構造をポイントしています。
0 (0)
X'3' でなければなりません。
2 (2)
エージェント・サービス管理プログラム (ASM)
サブコンポーネントのサービス・タスク作成機
能から戻された戻りコード。
4 (4)
エージェント・サービス管理プログラム (ASM)
サブコンポーネントのサービス・タスク作成機
能から戻された異常終了理由コード。
8 (8)
(未使用)
C (12) (未使用)
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E30008
説明: DB2 の実行中に、DSNTSTR2 が、正しくないバ
ージョンのシステム・パラメーター CSECT DSN6SPRM
をロードしました。異常終了が起こる前に、メッセージ
DSNT103I が生成されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTSTR2
システムの処置:

DB2 が終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 'PARM=' パラメータ
ーの後のパラメーター・ブロックに、MVS/XA バージ
ョンの DB2 サブシステム・パラメーターを指定し
て、-START DB2 PARM= コマンドを実行し、 DB2 を
再始動させてください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、9。

00E3000A
説明: データベース・サービスの標準の ESTAE およ
び FRR リカバリー・ルーチンによって、不良のリカバ
リー・エレメントが検出されました。おそらく、DB2
サブシステムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNB1CFC
DSNB1OST
DSNGESLC
DSNIBRES
DSNIECUR
DSNILHIS
DSNTAC1
DSNTANU
DSNTDSTP
DSNTSTRT
DSNUAHR2
DSNXARVB
DSNB1DBP

DSNB1CMS
DSNB1RST
DSNIARPL
DSNIBRTO
DSNILABR
DSNPAMS1
DSNTAC2
DSNTBAB
DSNTRCKP
DSNTXACT
DSNUGRAR
DSNXERD
DSNB1MIG

DSNB1CST
DSNB5COM
DSNIBCUR
DSNIDDBD
DSNILCUR
DSNTAAL
DSNTADL
DSNTBCM
DSNTRSTE
DSNTXSTB
DSNXACKB
DSNB1ABP

DSNB1DRN
DSNB5RAP
DSNIBHIS
DSNIDPRO
DSNILDBP
DSNTABA
DSNTAEA
DSNTDMST
DSNTSTOP
DSNUADP2
DSNXACKP
DSNB1CMD

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。この実行単位は異
常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコ
ピーを入手してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: モジュールが DSNTSFRR マクロを呼び出
して、接続されていない機能リカバリー・チェーンから
機能リカバリー・エレメント (FRE) を切断しようとす
ると、このエラーが検出されます。無効な FRE を渡し
たモジュールの名前は、異常終了を出したモジュールと
して示されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E3000B
説明: DB2 初期設定パラメーター・モジュール
(DSNZPARM) 内のデータベース・サービス・セクショ
ン (DSN6SPRM) が存在しません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTSTR2
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
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00E3000C
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、おそらくイン
ストール・エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC
ダンプのコピーを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: SDWA のレジスター 2 は、以下の診断情報
を含む構造をポイントしています。
0 (0)
X'1' に同じ。
2 (2)
DB2 のシステム・パラメーター管理プログラ
ム (SPM) サブコンポーネントの記述子獲得機
能からの戻りコード。
4 (4)
(該当しない)
8 (8)
(該当しない)
C (12) (該当しない)
まず、DSNZPARM が正しくインストールされているこ
とを確認してください。そのうえで、SPM からの戻り
コードをもとに、記述子が使用できない理由を判別して
ください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、9。
00E3000C
説明: 元の状態に戻すことのできないデータベース・サ
ービスの TCB サービス・タスクが、異常終了しまし
た。この項目よりも前の SYS1.LOGREC 項目で、エラ
ーの原因が示されています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTSREI
システムの処置: この実行単位は異常終了します。
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC のコ
ピーを入手し、この項目の前の情報から問題の原因を判
別してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
3、5。

00E3000D
説明: ESTAE 機能リカバリーを確立しているときに、
障害が発生し、検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNBICST
DSNILDBP
DSNTSTRT

DSNBIOST
DSNTBAP

DSNIDDBD
DSNTDMST

DSNIDPRO
DSNTSTOP

システムの処置: この実行単位は異常終了します。
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC のコ
ピーを入手し、この項目の前の情報から問題の原因を判
別してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
3、5。
00E3000E
説明: データベース・サービス・チェックポイント処理
をサポートする実行単位が異常終了しました。この異常
終了に関連する CSECT は、SYS1.LOGREC にレコード
を書き込み、SVC ダンプを要求します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTRCKP
システムの処置: DB2 は異常終了します。
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC のコ
ピーを入手し、この項目の前の情報から問題の原因を判
別してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00E3000F
説明: データベース・サービスの機能リカバリー・ロー
ド・モジュール DSNTF のエントリー・ポイントが認識
できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTSTRT
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00E30010
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。

ダンプを調べる前に、オペレーター・コンソールのログ
および SYSLOG を調べて、 BSDS で VSAM エラーが
発生していないかを確認してください。

オペレーターの応答:
てください。

SDWA のレジスター 2 は、以下の診断情報を含む構造
をポイントしています。
0 (0)
X'2' に同じ。
2 (2)
リカバリー・ログ管理プログラム (RLM) サブ
コンポーネントの BSDS 読み取り要求機能か
らの戻りコード。
4 (4)
リカバリー・ログ管理プログラム (RLM) サブ
コンポーネントの BSDS 読み取り要求機能か
らの異常終了理由コード。
8 (8)
(該当しない)
C (12) (該当しない)

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、おそらくイン
ストール・エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC
ダンプのコピーを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: SDWA のレジスター 2 は、以下の診断情報
を含む構造をポイントしています。
0 (0)
X'4' に同じ。
2 (2)
(該当しない)
4 (4)
(該当しない)
8 (8)
(該当しない)
C (12) (該当しない)
この異常終了は、DB2 ロード・モジュール DSNTFEPL
が、 DSNTF というロード・モジュールのエントリー・
ポイントとリンク・エディットされていないときに、生
成されます。この異常終了を訂正するためには、正しい
エントリー・ポイント名を使用して DSNTFEPL をリン
ク・エディットし直してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5。
00E30010
説明: データベース・サービスの初期設定処理で、DB2
ブートストラップ・データ・セット (BSDS) を読み取る
ことができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTSTR2
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、おそらくイン
ストール・エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC
ダンプのコピーを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: このエラーは、通常、BSDS の読み取り中に
発生した VSAM エラーにさかのぼる場合があります。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5、
16。
00E30013
説明: 予約ストレージを定義するために DSN6SYSP
CSECT で指定された値が、負の数またはゼロになって
います。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTSTR2
システムの処置: DB2 が終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DSN6SPRM をアセン
ブルし直し、DSNZPARM ロード・モジュールをリン
ク・エディットし直してください。これは、-START
DB2 コマンドの 'PARM=' パラメーターで指定したロー
ド・モジュールを作成するインストール・ジョブ・スト
リーム、DSNTIJUZ を出し直すことによって行います。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、 2、
3、 5、 9。
00E30014
説明: '完了必須'処理用の予約ストレージを定義するた
めに DSN6SYSP CSECT に指定した値が、負の数また
はゼロになっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTSTR2
システムの処置: DB2 が終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し
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00E30017
システム・プログラマーの応答: DSN6SPRM をアセン
ブルし直し、DSNZPARM ロード・モジュールをリン
ク・エディットし直してください。これは、-START
DB2 コマンドの 'PARM=' パラメーターに指定したロー
ド・モジュールを作成するインストール・ジョブ・スト
リーム、DSNTIJUZ を出し直すことによって行います。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、 2、
3、 5、 9。
00E30017
説明: DB2 データベース・サービス機能のリカバリ
ー・モジュールおよび緊急シャットダウン・モジュール
をロードしているときに、サービス制御プログラム機能
が、この理由コードで異常終了しました。これは、無効
なアドレッシング機能を備えてロードされた、ロード・
モジュールを検出したためです。この異常終了に先立っ
て、メッセージ DSNT107E が出されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTSTRT
システムの処置:
は終了します。

DB2 データベース・サービスの始動

システム・プログラマーの応答: メッセージ
DSNT107E を参照してください。
問題判別:
い。

メッセージ DSNT107E を参照してくださ

00E3001B
説明: プランを実行しようとしているシステムが使用不
能であるか、または認識されないため、プランを実行で
きません。使用している接続ライブラリーが、バインド
操作の ENABLE または DISABLE オプションをまだサ
ポートしていない、以前の DB2 リリース・レベルのも
のであると、システム・タイプが認識されない可能性が
あります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTAAL
システムの処置: プランは割り振られません。
システム・プログラマーの応答:
SYSIBM.SYSPLSYSTEM 表を参照して、プランを実行
できるシステムを判別するか、あるいは接続ライブラリ
ーを訂正してください。

00E30021
説明:

許可検査の際に、処理エラーが発生しました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTAXAC
システムの処置: この許可 ID にプランを割り振る要
求は拒否されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E30034
説明: この接続に関連する許可 ID が、指定されたプ
ラン名を使用することが許可されていないか、指定され
たプラン名が存在しないかのいずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTAUTH
システムの処置: この許可 ID にプランを割り振る要
求は拒否されます。
ユーザーの処置: 正しいプラン名が指定されたことを確
認してください。プランが存在する場合には、プランを
実行する権限を与える必要があります。
00E30035
説明:

許可検査の際に、処理エラーが発生しました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTAUTH
システムの処置: この許可 ID にプランを割り振る要
求は拒否されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている診断項目を集めてください。 1、5。
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00E30036
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00E30036
説明:

許可検査の際に、処理エラーが発生しました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLBAC
システムの処置:

IRLM 照会要求は拒否されます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E30037
説明: 分散トランザクション・マネージャー機能を呼び
出しているときに、内部論理エラーが発生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNTDINQ

DSNTLSUS

DSNTCGET

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 異常終了が発生した時点で、レジスターには
次の情報が入れられます。
レジスター
内容
0
カタログ・アクセス・パッケージ・パラメータ
ー・リストのアドレス
2
カタログ・アクセスの戻りコード
3
カタログ・アクセスの理由コード
4
データ管理プログラムの戻りコード
5
データ管理プログラムの理由コード
7
CT アドレス
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E30041
説明: リソース限定表から限界値を入手しようとしてい
たときに、内部エラーが発生しました。

システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTCGET

ユーザーの処置:
ださい。

システムの処置: SYST1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。要求された実行単
位は異常終了します。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC のリストおよび
SVC ダンプを集めてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E30065

00E30040
説明: カタログ・アクセス機能を呼び出しているとき
に、内部論理エラーが発生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTCSRC
システムの処置: START RLIMIT コマンドは失敗しま
す。このコマンドを出す前の状態が、変更されずにその
まま継続されます。

説明: サービス制御プログラムの BIND 処理プログラ
ムが、SYSDBRM レコードを作成しているときに、ユー
ザーのデータベース要求モジュール (DBRM) 内でエラ
ーを検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTBCM1
システムの処置: BIND コマンドは失敗します。
ユーザーの処置: BIND コマンドの処理時に、DBRM
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00E30066
内に無効なフィールドが見つかりました。この DBRM
が不良 DBRM である可能性があります。 DBRM を再
作成してから、BIND コマンドを出し直してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、3、
5。
00E30066
説明: サービス制御プログラムの BIND 処理プログラ
ムが、カーソル表から無効なリリース依存性マークを検
出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTBBP
システムの処置:

BIND コマンドは失敗します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、3、
5。
サービス制御プログラムのモジュール DSNTBBP が、
BIND CT の CTRELDEP フィールドから未知の値を検
出しました。 BIND CT は、異常終了時の GPR7 がポ
イントし、DSNDCT がマップします。 RDS BIND 処
理プログラム (DSNXEPR) またはこれが呼び出す機能
が、1 バイトの CTRELDEP フィールドをセットしたは
ずです。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプのコピーを入手してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: レジスター 2 に、以下のパラメーター・タ
イプの情報が含まれています。
00000101
入力パラメーター・リスト
00000102
通信情報ブロック (CIB)
00000103
無効な BIND サブコマンド名。レジスター 3
および 4 に、無効なサブコマンド名が含まれ
ています。
00000104
サブコマンド情報ブロック (SIB)
00000201
DBRM メンバー名リスト
00000202
プラン ID リスト
00000203
ユーザー・ストレージのメッセージ・ブロッ
ク。その他のレジスターの内容は、以下のとお
りです。
R3 R4
<

4

>0

>4

0

>4

00E30067
説明: BIND 処理プログラムが、BIND パラメーターを
使用しようとしたときに、異常終了しました。通常これ
は、サービス制御プログラムの BIND 機能に提供され
たパラメーター・リストが無効であること (無効なアド
レス、誤りのキーなど) を示しています。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 BIND サブコマン
ドは終了します。
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<0

>4

単純参照
R8 = ゼロ
MVCL
R8 = 移動元のアドレス
R4 = 移動する長さ
移動先と移動元の長さは同じです。
ユーザー・ストレージの GETMAIN が失敗し
ました
R4 = 必要なストレージの長さ
R8 = GETM
この問題を修正するために、領域サイズを
増やしてください。
ユーザー・ストレージの FREEMAIN が失敗し
ました
R4 = 解放するストレージの長さ
R8 = 解放するストレージのアドレス

00000204
ユーザー・ストレージのメッセージ・ブロッ
ク。 R8 = メッセージ・ブロック・アドレス
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00E30068 • 00E30070
上記以外に、他のレジスターに次の情報が入っていま
す。
R3
パラメーター・アドレス
R4
パラメーターの長さ
R5
パラメーターの記憶キー
R8
入力パラメーター・リスト・アドレス
00000205
パッケージ・リスト名のリスト
00000206
ENABLE/DISABLE システム・リスト
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、20。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNTBAP

DSNTBAP1

DSNTBAP2

00E30068
説明: BIND サブコマンドによって呼び出された機能
が、予期しないエラーを戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNTAAL
DSNTBCM1
DSNTBRB2

DSNTBAB
DSNTBFR
DSNTBFR2

DSNTBAP1
DSNTBRB
DSNTBCM3

DSNTBBP
DSNTBCM2
DSNTBAP

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 BIND サブコマン
ドは終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: これは内部 DB2 エラ
ーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピー
を入手してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: サービス制御プログラム・コードが、内部の
不整合を検出しました。問題を判別するには、異常終了
に関係していた CSECT を分析しなければなりません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00E30069
説明: カーソル表 (CT) を割り振ろうとしましたが、失
敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNTXSTB

DSNTDMST

DSNTDSTP

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: これは内部 DB2 エラ
ーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピー
を入手してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: サービス制御プログラム・コードが、内部の
不整合を検出しました。問題を判別するには、異常終了
に関係していた CSECT を分析しなければなりません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E30070
説明: 内部リソース・ロック・マネージャー (IRLM)
機能を使用しようとしましたが、IRLM が使用不能でし
た。オペレーターが IRLM を始動していなかったか、
IRLM が何らかの問題のために異常終了したかのいずれ
かです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNTAAL
DSNTBRB

DSNTBAB
DSNTSFST

DSNTBCM1
DSNTSGST

DSNTBFR
DSNTSINI

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。この要求を出した
実行単位は、異常終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: DB2 サブシステムを始動させる
前に、IRLM を始動させてください。それでも問題が解
決しない場合 (DB2 始動の前に IRLM が実際に始動し
ていた場合) には、システム・プログラマーに通知して
ください。
システム・プログラマーの応答: これはおそらく、DB2
第 45 章 DB2 コード

1253

00E30071
の問題ではありません。 SYS1.LOGREC および SVC
ダンプのコピーを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: IRLM が異常終了し、DB2 にエラーがある
と思われる場合には、問題の識別と報告方法について、
第 2 部 DB2 Diagnosis Guide and Reference を参照して
ください。それ以外の場合には、-START DB2 コマン
ドを出す前に IRLM を始動させるようにしてくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、9、
18。
00E30071
説明: IRLM を正常にサインオフせずに DB2 が終了し
たか、あるいは、同じ SSNAME をもつ別のサブシステ
ムがまだ接続されていました。この異常終了理由コード
とともに、メッセージ DSNT380I が出されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLIDE
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。
オペレーターの応答: 別の DB2 サブシステムがアクテ
ィブになっているかどうかを判別してください。他の
DB2 サブシステムがアクティブになっていなくて、し
かも、 IMS が同じ IRLM を共用していない場合には、
DB2 を始動させる前に IRLM を取り消してください。
いずれの場合にも、システム・プログラマーに通知して
ください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプのコピーを入手してください。 DB2 に
エラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関す
る情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の 第 2 部 を参照してください。
以前に IRLM からの QUIT が正常に行われなかったこ
とが原因でエラーが起こっている場合には、手操作で
IRLM を停止させてください。 IMS が同じ IRLM を使
用している場合には、IMS の資料を参照して、 IMS が
接続されているときに IRLM が終了した場合の影響を
判別してください。
複数のバージョンの DB2 を実行している場合には、メ
ンバー DSNZPARM のインストール中に DSN6SPRM
マクロが指定した SSNAME が、別のバージョンの
DB2 の SSNAME と同じにならないようにしてくださ
い。
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問題判別: 以前に IRLM をサインオフするのに失敗し
ている場合は、前の DB2 終了時の異常終了
X'00E30075' に記録があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5、 9、
18。
00E30072
説明:
た。

IRLM ロック照会要求中にエラーが検出されまし

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLAGL、DSNTLQRY
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。この実行単位は終
了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコ
ピーを入手してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 異常終了が発生した時点で、レジスターに次
の情報が入れられます。
R2
ロック要求 RLPL のアドレス
R4
IRLM 照会要求 RLPL のアドレス
R5
IRLM 照会 RLQD のアドレス
R7
CT アドレス
IRLM 戻りコードと理由コードが示す情報については、
1473 ページの『第 5 部 IRLM メッセージおよびコー
ド』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5、 18。
00E30073
説明: LOCK または UNLOCK 要求の処理中に、リカ
バリー不能なシステム・エラーが発生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNTAAL
DSNTBRB

DSNTBAB
DSNTSFST

DSNTBCM1
DSNTSGST

DSNTBFR
DSNTSINI

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。要求された実行単
位は異常終了します。
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00E30074
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコ
ピーを入手してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: サービス制御プログラム (SC) サブコンポー
ネントが、内部の不整合を検出しました。問題を判別す
るには、異常終了に関係していた CSECT を分析しなけ
ればなりません。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E30075
説明: IRLM からの通常のサインオフまたは DB2 の異
常なシャットダウンの際に、 SVC34 を使用する IRLM
の AUTO-STOP が異常終了しました。メッセージ
DSNT383I が出されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLQUI

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5、 18。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。

00E30074

オペレーターの応答:
てください。

説明: LOCK または UNLOCK 要求の処理中に、内部
リソース・ロック・マネージャー (IRLM) が、グローバ
ル・ストレージ不足状態を検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNTAAL
DSNTBRB

DSNTBAB
DSNTSFST

DSNTBCM1
DSNTSGST

DSNTBFR
DSNTSINI

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、おそらく
DB2 の内部エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC
ダンプのコピーを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: 異常終了を出した CSECT の名前が、
SYS1.LOGREC と SVC ダンプの両方で見つかります。
レジスター 2 に SVC 戻りコードが入っています。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。この要求を出した
実行単位は、異常終了します。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3、5、
36。

オペレーターの応答:
てください。

00E30076

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらく、DB2
の問題ではありません。 SYS1.LOGREC および SVC
ダンプのコピーを入手してください。 DB2 にエラーが
あると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報に
ついては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: 異常終了を出したモジュールの名前が
SYS1.LOGREC 項目に記録されています。これは異常終
了に関連する CSECT として、SVC ダンプにも記録さ
れています。 IRLM 手順のパラメーターで、IRLM が
使用する共通サービス域 (CSA) の大きさが指定されて
います。次のいずれかの処置をとってください。
v CSA の限界値を拡大する。
v ローカル IRLM (すなわち、別のアドレス・スペース
から IRLM の操作を行う IRLM オプション) を使用
する。
v IRLM ロック・トレースを用いて、IRLM CSA 限界
を超えるほど多数のロックを獲得しているアプリケー
ションを判別する。

説明: IRLM からのサインオフの試みが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLQUI
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらく DB2
の内部エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダン
プのコピーを入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: サービス管理プログラムのサブコンポーネン
トが、内部の不整合を検出しました。問題を判別するに
は、異常終了に関係していた CSECT を分析しなければ
なりません。この CSECT は、SYS1.LOGREC と SVC
ダンプの両方で見つかります。
第 45 章 DB2 コード
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00E30077
サインオフ処理中に使用されていた要求パラメーター・
リスト (RLPL) は、 IRLM インターフェース管理プロ
グラムの、ACOM からの連絡ブロック (DSNTLMC) に
入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E30077
説明: DB2 カタログ表に関するカーソル・ブロック
(CUB) を作成しようとしていたときに、データベース・
コマンド処理プログラムでエラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNTDINQ

DSNTDMST

DSNTDDIS

システムの処置: DATABASE コマンドに応答するメッ
セージを生成する過程で、エラーを検出しました。要求
側のコンソールには、RC パラメーターが 12 で、
REASON パラメーターが X'00E30089' の、DSNT305I
メッセージが表示されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらく DB2
の内部エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダン
プのコピーを入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: レジスター 8 にアドレスが保存されている
表示コマンド連絡域、およびレジスター 2 に入ってい
る表示コマンド・サブコードにより、診断情報が得られ
ます。
00E30078

00E30079
説明: 内部リソース・ロック・マネージャー (IRLM)
の IDENTIFY 機能から戻るときに、エラーが発生しま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLIDE
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは DB2 内部エラ
ーまたはオペレーター手順の問題です。 SYS1.LOGREC
および SVC ダンプのコピーを入手してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: SVC ダンプのレジスター 2 には IRLM に
対する識別機能からの戻りコードが含まれ、レジスター
3 には理由コードが含まれています。ダンプまたはシス
テム・コンソール・ログから、レジスター 3 の中の理
由コードを調べてください。理由コード X'4004' は、識
別機能コード (51, X'33') が IRLM SSVT 内に存在して
いないことを示しています。これは、オペレーターが
IRLM 停止コマンドを出した後で、IRLM 終了処理の完
了前に DB2 始動コマンドを出したことが原因となって
いる可能性があります。これらのコマンドの順序は、シ
ステム・コンソール・ログから判別できます。
理由コード X'4008' は、IRLM が使用不能であること、
すなわち、IRLM が始動されていなく、また
DSNZPARM のパラメーターによって自動始動が要求さ
れていないことを示しています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: IRLM が、レジスター 0 に 1 を指定してサービ
ス制御プログラム IRLM インターフェース状況出口を
呼び出し、 IRLM が終了することを DB2 に通知しよ
うとしました。これは DB2 サブシステムのエラーでは
ありません。

00E3007A

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLSTA

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLCAU

システムの処置: DB2 が終了する前に IRLM が終了し
た時点で、DB2 は異常終了します。 SYS1.LOGREC に
項目が書き込まれます。

システムの処置:
は終了します。

説明: DB2 により、IRLM が要求を受けることができ
ないことを示す、IRLM 要求エラーが検出されました。

IRLM 要求を完了できないため、DB2

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: IRLM エラー・コード
またはメッセージを探して、 IRLM が DB2 要求を受
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00E30080
けることができない理由を判別してください。最も可能
性の高い原因としては、IRLM が同時に終了しているこ
とが考えられます。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別:
IRLM の問題判別処理を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E30080
説明: MGCR (SVC34) を使用して内部リソース・ロッ
ク・マネージャー (IRLM) を始動しようとしたところ、
ゼロ以外の戻りコードが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLIDE

システム・プログラマーの応答: この問題は回避可能で
す。そのためには、DSNTIJUZ ジョブ・ストリーム内の
DSN6SPRM アセンブラー・マクロの IRLMSWT パラメ
ーターに、より長い制限時間を指定するか、 DB2 イン
ストール更新パネルで IRLM システム待ち時間パラメ
ーターを更新するかしてください。また、このバージョ
ンの CSECT に含まれている他のすべてのパラメーター
も、指定しなければなりません。 そのうえで、-START
DB2 の' PARM='パラメーターと一致するリンク・エデ
ィット SYSIN ファイルの NAME パラメーターを指定
して、インストール・ジョブ DSNTIJUZ を出し直して
ください。詳細については、DB2 インストレーション・
ガイド の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、9、 36。
00E30082

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 は異常終了
します。

説明: IRLM が、不良の要求パラメーター・リスト
(RLPL) を検出しました。これは、エージェントがサス
ペンドされているとき RLPL ストレージが重ね書きさ
れた場合に、起こることがあります。

オペレーターの応答:
てください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLSUS

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SVC 戻りコードを調
べて、これがシステムの問題であるのか、 DB2 内部の
問題であるのかを判別してください。 SYS1.LOGREC
および SVC ダンプのコピーを入手してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別:
います。

レジスター 2 に SVC 戻りコードが入って

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、36。
00E30081
説明: 内部リソース・ロック・マネージャー (IRLM)
を始動しようとしました。 DB2 に対して指定された制
限時間内に IRLM が始動しませんでした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLIDE
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 DB2 が異常終了
します。
オペレーターの応答:
てください。

システムの処置: この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコ
ピーを入手してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: IRLM が即座に受諾できない IRLM 要求が
出されました。 IRLM は、DSNTLSUS を呼び出して、
要求をサスペンドしました。待機中に要求パラメータ
ー・リスト (RLPL) が変更され、無効になりました。だ
れかが RLPL を再使用しているか、あるいは、ストレ
ージが重ね書きされている可能性があります。
レジスター 2 に、RLPL に対するポインターが入って
います。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

システム・プログラマーに通知し

第 45 章 DB2 コード

1257

00E30083
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。

00E30083
説明: このエージェントは、選択されたため、デッドロ
ックまたはタイムアウトの被害者となりました。

問題判別: 表示コマンド連絡域内のエラー戻りコード・
アドレスは、レジスター 8 で見つかります。

この理由コードは異常終了には使用されません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。

00E30086

DSNTAAL
DSNTBRB

説明: データ管理プログラム (DM) サブコンポーネン
トが、エラーを通知しました。これはおそらく DB2 の
内部エラーです。

DSNTBAB

DSNTBCM1

DSNTBFR

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTDMI、DSNTDCST

00E30084
説明: RC=8 で REASON=E'00E30084' のメッセージ
DSNT305I が、要求側のコンソールに表示されます。こ
のメッセージは、データベース・コマンド表示を作成し
ているときにエラーが検出されたことを、要求側に知ら
せるものです。 SYS1.LOGREC の他の項目が、エラー
のソースを知るのに役立ちます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTDMSG、DSNTDMUL
システムの処置: これは DB2 サブシステムのエラーで
す。前に、障害のあるサブコンポーネントについてのダ
ンプがとられたと思われるので、 SVC ダンプは要求さ
れません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプのコピーを入手してください。問題の識
別および報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
00E30085
説明: RDS 許可機能によって、エラーが示されまし
た。これは内部 DB2 エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTDMI
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 RC パラメーター
が 12 で、REASON パラメーターが X'00E30089' の、
DSNT305I メッセージが表示された後で、このコマンド
は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは内部 DB2 エラ
ーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピー
を入手してください。問題の識別および報告について
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システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。 RC パラメーター
が 12 で、REASON パラメーターが X'00E30089' の、
DSNT305I メッセージが表示された後で、このコマンド
は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらく内部エ
ラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダンプのコピ
ーを入手してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: データ管理プログラムのエラー戻りコード
は、カーソル表 (CT) から見つけることができます。
CT のアドレスはレジスター 7 で見つかります。
00E30089
説明: このコードは、DSNT305I データベース・コマン
ド・メッセージの REASON パラメーターに使用され、
データベース・コマンド処理プログラムをサポートする
実行単位が終了したことを要求側に通知します。
SYS1.LOGREC の他の項目で、エラーの原因が判別でき
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTDMSG
システムの処置: 要求側のコンソールに、RC パラメー
ターが 12 で REASON パラメーターが X'00E30089' の
DSNT305I メッセージが表示されます。おそらく、DB2
サブシステムのエラーです。障害のあるサブコンポーネ
ントに関して前にダンプがとられたものと予想されるの
で、SVC ダンプは要求されません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 前の障害については
SYS1.LOGREC を参照してください。
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00E30090 • 00E30096
DB2 サブシステムのエラーです。

00E30090
説明: メッセージを生成した際に、サービス制御プログ
ラムの内部的な不整合が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTDMSG、DSNTDMUL
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。この実行単位は異
常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 異常終了が発生した時点で、レジスター 2
には生成されるはずであったメッセージ番号が入りま
す。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプのコピーを入手してください。 DB2 に
エラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関す
る情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: サービス制御プログラムが、内部の不整合を
検出しました。問題を判別するには、異常終了に関係し
ていた CSECT を分析しなければなりません。この
CSECT の名前は SYS1.LOGREC および SVC ダンプの
両方で見つかります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E30095

00E30091

説明: DB2 は修正ロックを獲得することができません
でした。これは、DB2 データ共用グループにある 1 つ
または複数の他の DB2 サブシステムが保持している保
存ロックに互換性がないためです。保存ロックは、DB2
異常終了があっても持続されるロックです。

説明: DB2 リカバリーの再試行処理中に、障害が検出
されました。

システムの処置: SQLCODE -904 がユーザーに戻され
ます。この理由コードとリソース名も戻されます。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求された後で、DB2 が異常終了
します。

システム・プログラマーの応答: 保存ロックを保持して
いる DB2 メンバー名を表示するには DISPLAY
DATABASE コマンドを使用してください。これらのサ
ブシステムを再始動し、'リソース利用不能' 状態を除去
する必要があります。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これはおそらく DB2
の内部エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC ダン
プのコピーを入手してください。問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。
DSNTAAL
DSNTBCM3
DSNXEAAL

DSNTBAB
DSNTBFR

DSNTBAS2
DSNTBIAB

DSNTBCM1
DSNTBRB

問題判別: この異常終了は、サービス制御プログラム
(SC) サブコンポーネントの DSNTFRCV が出します。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E30092
説明: リカバリー再試行の障害が検出されました。これ
は重大なエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTFRCV
システムの処置:

DB2 は異常終了します。おそらく、

00E30096
説明: DB2 が、修正ロックを獲得することができませ
ん。 DB2 データ共用グループの別の DB2 サブシステ
ムが異常終了したため、ロックの処理が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTBFR
システムの処置: 「リソース利用不能」状態がユーザー
に戻されます。この理由コード、リソース・タイプ、お
よびリソース名も戻されます。
ユーザーの処置: 要求を再実行依頼してください。
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00E3009E • 00E30301
システム・プログラマーの応答: 他の DB2 メンバーが
異常終了した理由を判別します。その DB2 メンバーが
完全に終了すると、「リソース利用不能」状態は取り消
されます。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTAC1
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれます。 SVC ダンプが要求されます。

00E3009E

システム・プログラマーの応答: これは、おそらく
DB2 の内部エラーです。 SYS1.LOGREC および SVC
ダンプのコピーを入手してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。

説明: プランは、フォールバックが行われる前のリリー
スの新規機能に依存しています。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、 5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTAAL

00E30104

システムの処置:

ユーザーの割り振りは失敗しました。

ユーザーの処置: DB2 サブシステムが新しいリリース
に再マイグレーションされるまで、このプランを使用し
ないでください。
システム・プログラマーの応答: 新しいリリースへの再
マイグレーションが行われるまでこのプランを実行しな
いように、ユーザーに通知してください。
00E30100
説明: この理由コードは、次の場合に戻されます。
v DB2 上で実行されている並列タスクが異常終了し
た。
v 支援していた DB2 が異常終了した。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNTTTC、DSNTTREB
システムの処置: 障害が起こったメンバー名が、
SQLCODE -904 のリソース名としてアプリケーション
に戻されます。データ共用でない環境では、メンバー名
はブランクであり、障害はローカル DB2 で起こりま
す。
オペレーターの応答: アクティブな DB2 から
DISPLAY GROUP を入力して、DB2 サブシステムが停
止したかどうかを確認します。失敗した DB2 サブシス
テムを再始動します。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00E30101
説明: SETFRR マクロを出した結果、この FRR が先
頭の FRR でないことが示されました。
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説明: サービス制御プログラム (SC) サブコンポーネン
トが、この理由コードを使用して、コミット準備通知に
NO と応答します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTAC1
システムの処置: サービス制御プログラムは、最後のコ
ミット・ポイント以降にアプリケーションが要求した作
業の実行を DB2 がコミットできないと判別すると、コ
ミット準備通知 (COMMIT1) に NO と応答します。こ
れにより、コミットは打ち切りに変更され、最後のコミ
ット・ポイント以降にアプリケーションが実行した作業
はバックアウトされます。
00E30105
説明: このデータ共用グループが頻繁に使用するロッ
ク・テーブルを含む結合機構でリンク障害が生じたこと
が、IRLM に通知されました。
システムの処置: この DB2 サブシステムは、この理由
コードで終了します。
システム・プログラマーの応答: IRLM メッセージ
DXRxxxE を参照し、障害の根本原因とその適切な処置
を判別してください。
問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。 DSNTLSTA
00E30301
説明: 存在していないプランを実行しようとしました。
自動 BIND 機能がこの理由コードを使用して、実行し
ようとしているプラン ID についてのレコードが
SYSIBM.SYSPLAN 内に存在しないため、プランの割り
振りが失敗したことを示します。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNTBAB
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00E30302 • 00E30407
システムの処置:

プランは実行されません。

ユーザーの処置: オブジェクト名が正しく指定されてい
るか判別してください。オブジェクト名が正しく指定さ
れている場合には、 (SYSIBM.SYSPLAN から選択する
ことによって) プランが存在することを確認してくださ
い。

システムの処置: エージェント割り振りが失敗するか、
またはパッケージの DROP が失敗します。
システム・プログラマーの応答: パッケージが操作不能
になった原因を判別してください。パッケージに対して
REBIND サブコマンドを出してください。
00E30306

00E30302
説明: 自動 BIND 機能が、この理由コードを使用し
て、現在割り振られているプランが操作不能であること
を示します。プランが依存しているオブジェクトが、変
更または除去されたために、プランの自動 BIND が失
敗しました。データベースが使用不能なことが原因で、
この問題が起こることもあります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNTBAB
システムの処置: 自動バインドは失敗に終わり、プラン
は割り振られません。

説明: プランの自動バインドが使用禁止にされている
と、この理由コードが戻されます。自動バインドは、イ
ンストール・プロセスを通して使用不可にされます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTAAL、DSNXAAB、DSNXEAAL
システムの処置: プランは自動的にバインドされませ
ん。
システム・プログラマーの応答: 実行に先立ってプラン
をバインドし直してください。
00E30402

システム・プログラマーの応答: プランが使用不能とな
った原因を判別してください。必要なデータベースが使
用可能であることを確かめてください。プランに対して
REBIND サブコマンドを出してください。
00E30303
説明: 存在していないパッケージを実行しようとしまし
た。自動パッケージ BIND 機能が、この理由コードを
使用して、実行しようとしているパッケージ ID に関す
るレコードが SYSIBM.SYSPACKAGE 内に存在せず、
したがってパッケージ割り振りが失敗したことを示しま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTBAB2
システムの処置:

パッケージ割り振りは失敗します。

ユーザーの処置: オブジェクト名が正しく指定されてい
るか判別してください。オブジェクト名が正しく指定さ
れている場合には、 (SYSIBM.SYSPACKAGE から選択
することによって) パッケージが存在することを確認し
てください。
00E30305
説明: 自動 BIND 機能が、この理由コードを使用し
て、現在割り振られているパッケージが操作不能である
ことを示します。パッケージが依存していたものが、変
更または除去され、それが原因でパッケージの自動
BIND が失敗します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTBAB2

説明: レジスター 2 で見つかるこのサブコードは、異
常終了理由コード X'00E30077' の意味をよりはっきりさ
せるためのものです。詳細については、X'00E30077' を
参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNTDINQ
00E30405
説明: レジスター 2 で見つかるこのサブコードは、異
常終了理由コード X'00E30077' の意味をよりはっきりさ
せるためのものです。詳細については、X'00E30077' を
参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNTDINQ
00E30406
説明: レジスター 2 で見つかるこのサブコードは、異
常終了理由コード X'00E30077' の意味をよりはっきりさ
せるためのものです。詳細については、X'00E30077' を
参照してください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNTDMST
00E30407
説明: レジスター 2 で見つかるこのサブコードは、異
常終了理由コード X'00E30077' の意味をよりはっきりさ
せるためのものです。詳細については、X'00E30077' を
参照してください。
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00E30700
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNTDDIS

00E30802

00E30700

説明: 別のサブシステムがすでに IRLM に対して識別
したため、DB2 が識別できませんでした。この異常終
了理由は、メッセージ DSNT811E と一緒に出されま
す。

説明: アクティブなリソース制限表で決められているリ
ソースの限界を超過しました。 SQL ステートメント
は、SQLCODE -905 で終了しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNB1GET、DSNXSRID
システムの処置: 現行の SQL ステートメントに、
SQLCODE -905 が入れられます。
ユーザーの処置: SQLCODE -905 のテキストを参照し
てください。このテキストは超過したリソースの限界を
示します。 SQLCODE -905 のテキストには、限界値を
得るために使用したリソース限定表の名前も含まれてい
ます。限界を超過した理由を判別してください。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SQL ステートメント
で使用しているリソース・スペースが多すぎます。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00E30800
説明: DB2 が必要とする機能のレベルをサポートして
いない IRLM を識別しようとしました。この異常終了
理由コードは、メッセージ DSNT803I と一緒に出され
ます。
システムの処置: メッセージ DSNT803I がコンソール
に出され、DB2 は異常終了され、理由コードが出され
ます。 SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれます。
SVC ダンプは取られません。
システム・プログラマーの応答: DB2 第 6 版には、
APAR PQ15290 を含む IRLM 第 2.1 版のメインテナン
ス・レベルが必要です。それより前のリリースの
IRLM、あるいは IRLM 第 2.2 版であってもメインテナ
ンス・レベルが低い場合は、DB2 第 6 版は稼働しませ
ん。 IRLM 始動プロシージャーの STEPLIB ステート
メントが、正しい IRLM コード・ライブラリーを参照
し、適切なレベルのメインテナンスが採用されているこ
とを確認してください。
問題判別:

システムの処置: メッセージ DSNT811E がコンソール
に出されます。 DB2 は異常終了し、理由コードが出さ
れます。 SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれま
す。 SVC ダンプは取られません。
システム・プログラマーの応答: IRLM バージョン 2.1
は、IRLM と DB2 との間の 1 対 1 のマッピングを実
行します。複数の DBMS サブシステムは、同じ IRLM
を使用できません。以下を確認してください。
v 各 DB2 サブシステムが、それぞれの IRLM サブシ
ステムと関連している。
v 正しい IRLM プロシージャー名およびサブシステム
名が、DB2 システム・パラメーターで指定されてい
る。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNTLIDE
00E30803
説明: IRLM に DB2 が提供している出口のどれかにエ
ラーが発生しました。この異常終了理由コードは、DB2
共用データ環境にのみ出され、 DB2 または IRLM に
内部エラーがあることを示します。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが開始されます。 DB2 は異常終了
します。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNTLPNE
00E30805
説明: DB2 は、データ共用のために IRLM が使用して
いる出口のどれかを活動化させることができませんでし
た。これは、DB2 の内部エラーです。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが開始されます。 DB2 は異常終了
します。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
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00E30806
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNTRSTE

00E30807

00E30806

説明: ロック構造名が指定されていなかったため、DB2
は IRLM 識別要求に失敗しました。この異常終了理由
コードは、メッセージ DSNT810E と一緒に出されま
す。

説明: IRLM は IRLM データ共用グループの結合に失
敗しました。この異常終了理由コードは、メッセージ
DSNT800I と一緒に出されます。
システムの処置: メッセージ DSNT800I がコンソール
に出され、DB2 は異常終了し、理由コードが出されま
す。 SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれます。
SVC ダンプは取られません。
システム・プログラマーの応答: IRLM がそのデータ共
用グループを結合できない理由として、いくつか考えら
れます。
v アクティブな MVS CFRM 管理ポリシーで、ロック
構造が正しく定義されていない。ロック構造名は、
DB2 データ共用グループ名とストリング ’LOCK1’
を結合したもので、下線 (_) によって結合されていま
す。たとえば、DB2 データ共用グループ名が
DSNCAT である場合、ロック構造名は
DSNCAT_LOCK1 になります。
アクティブな MVS CFRM ポリシーにロック構造が
正しく定義されていることを確認してください。
IRLM がアクセスしようとしているロック構造の名前
が、メッセージ DSNT800I に示されています。
IRLM はメッセージ DXR138E を出し、ロック構造定
義がアクティブな MVS CFRM ポリシーにアクセス
できないことを示します。

システムの処置: メッセージ DSNT810E がコンソール
に出され、DB2 は異常終了し、理由コードが出されま
す。 SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれます。
SVC ダンプは取られません。
システム・プログラマーの応答: この状態が生じるの
は、DB2 をデータ共用モードで実行していないとき
に、関連する IRLM がグローバル効力範囲 (IRLM 始動
プロシージャーの SCOPE=GLOBAL) を使用して実行さ
れている場合です。データ共用モードで DB2 を実行し
ていない場合、関連する IRLM 始動プロシージャーで
SCOPE=LOCAL を指定するようにしてください。逆
に、データ共用モードで DB2 を実行している場合、関
連する IRLM 始動プロシージャーで SCOPE=GLOBAL
と指定するようにしてください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNTLIDE
00E30808
説明: DB2 は保持しているロックを除去するために
IRLM PURGE 要求を出しましたが、 PURGE 要求が成
功しませんでした。この異常終了理由コードとともに、
メッセージ DSNT807I が出されます。

v IRLM が、ロック構造に接続できなかった。接続でき
なかった理由は、IRLM メッセージ DXR135E で示さ
れます。

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが開始されます。 DB2 再始動処理
が終了します。

v IRLM が、そのデータ共用グループを結合できなかっ
た。結合できなかった理由は、IRLM メッセージ
DXR134E で示されます。

システム・プログラマーの応答: IRLM 戻りコードと理
由コードが SYS1.LOGREC レコードにあります。

v IRLM は間違ったグループを結合しました。指定した
ロック構造に接続される IRLM のセットはすべて同
一のグループのメンバーでなくてはなりません。
IRLM 始動プロシージャーで、GROUP パラメーター
が正しく指定されるようにしてください。正しくない
グループ名を指定すると、IRLM はロック構造に接続
し、他の接続からの応答を待機してタイムアウトにな
ります。 IRLM は、タイムアウトに対してメッセー
ジ DXR133I を出します。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNTLIDE

問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。 DSNTRSTE
00E30809
説明: IRLM がロック構造のバージョン ID を戻さな
かったため、DB2 は IRLM 識別要求に失敗しました。
この異常終了理由コードは、メッセージ DSNT809I と
一緒に出されます。
システムの処置: メッセージ DSNT809I がコンソール
に出され、DB2 は異常終了し、理由コードが出されま
す。 SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれます。
SVC ダンプは取られません。
システム・プログラマーの応答: この状態が生じるの
は、DB2 をデータ共用モードで実行していないとき
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に、関連する IRLM がローカル効力範囲 (IRLM 始動プ
ロシージャーの SCOPE=LOCAL) を使用して実行され
ている場合です。データ共用モードで DB2 を実行して
いる場合、関連する IRLM 始動プロシージャーで
SCOPE=GLOBAL を指定するようにしてください。逆
に、データ共用モードで DB2 を実行していない場合、
関連する IRLM 始動プロシージャーで SCOPE=LOCAL
と指定するようにしてください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNTLIDE
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第 46 章 X’E4......’ コード
多くのユーティリティー・コードでは、障害の発生した環境を判別するようにユーザーに要求しています。
これは、次の事柄を判断する必要があることを意味しています。
v 障害が発生したアドレス・スペース
v 実行されていたユーティリティー
v これが、以前に失敗したユーティリティーの再始動であるのかどうか
v ジョブ・ステップが DSNUTILB プログラムを介して呼び出されたのかどうか
v -DISPLAY または -TERM UTILITY コマンドが関連しているのかどうか
問題判別を補助するために、レジスター 2 に 2 次理由コードが含まれていることがあります。この 2 次
理由コードは、IBM の内部の理由コードです。このため、この 2 次理由コードは本書では記載していませ
ん。
ユーティリティーが DB2 リソースを利用できない場合には、ユーティリティー理由コードとともに、メッ
セージ DSNT500I が出ます。 正しい処置についてはメッセージ DSNT500I を参照してください。
00E40000
説明: DB2 の機能を呼び出して機能リカバリー環境を
確立しようとしました。作成した機能リカバリー・エレ
メント (FRE) が、FRE のチェーンの最初の FRE では
ありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGCKW DSNUGCUR
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。この実行単位は異
常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: これは、DB2 の内部エラーです。問題の識
別および報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E40001
説明: ユーティリティーのデータベース・サービス部分
に入ったときに、カーソル表が存在していません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGRAR
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティーの処理は開始されません。
システム・プログラマーの応答: これは内部エラーで
す。障害が起こっている環境を判別してください。DB2
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60、61。
00E40002
説明: ユーティリティーのデータベース・サービス部分
の呼び出し側が、誤った保護キーに入っていました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGBAC、DSNUGRAR
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。
バッチ・ユーティリティー・ジョブで JOBLIB または
STEPLIB を使用している場合には、連結に含まれてい
るすべてのアプリケーション・プログラム・ライブラリ
ーが許可を得ていることを確認してください。
DB2 のインストールの際、MVS プログラムの特性表
に、バッチ・ユーティリティー・プログラム
DSNUTILB が入っていたか確認してください。 MVS
プログラム特性表の DSNUTILB に関する項目は、MVS
が提供します。 DB2 にエラーがあると思われる場合、
問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
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00E40003
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60、61。
00E40003
説明: アプリケーション・ストレージから FRBPARM
を獲得していたときに、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGRAR
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
システム・プログラマーの応答: 障害の発生した環境、
なかでも特に呼び出しがプログラム DSNUTILB を介し
て行われたのかどうかを判別してください。 DB2 にエ
ラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する
情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部 を参照してください。
問題判別: DSNUTILB 環境だった場合には、内部的な
問題の可能性があります。

00E40005
説明: MVS ソートからゼロ以外の理由コードが戻され
ました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSOR
システムの処置: ソートによって生成されたエラー・メ
ッセージとゼロ以外の理由コードは、ユーティリティ
ー・ジョブ・ステップの UTPRINT DD ステートメント
が示す装置 / データ・セットに送られます。
ゼロ以外の理由コードを含むエラー・メッセージ
DSNU044I が、ユーティリティー・ジョブ・ステップの
SYSPRINT DD ステートメントによって識別された装置
/ データ・セットに送られます。
ユーザーの処置: エラーの原因を判別してください。エ
ラーを訂正できる場合は、'RESTART (PHASE)' パラメ
ーターを使用すると、ソート・フェーズの初めからユー
ティリティーを再始動させることができます。エラーの
ためにユーティリティーを完了できない場合には、
-TERM コマンドを出して、停止したユーティリティー
をシステムから除去してください。 -TERM UTILITY
は、停止したユーティリティーが REORG であるとき
は、めったに使用ないでください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、-TERM UTILITYコマンドを出して、停止してい
るユーティリティーが要求したリソースを解放すること
ができます (これは、必要でないこともあります)。

00E40004

問題判別: この異常終了とともにユーティリティー・メ
ッセージ DSNU044I が出されます。このメッセージに
は、ソート理由コードおよび SVC ダンプが含まれてい
ます。 ほとんどの場合は、UTPRINT DD ステートメン
トで指定された装置 / データ・セットに送信される
SORT からのエラー・メッセージにより、問題が識別さ
れます。ダンプは不要かもしれません。 SORT が
UTPRINT データ・セットをオープンできない場合に
は、メッセージと異常終了だけしか提供されません。こ
の場合は、UTPRINT DD ステートメントの問題を訂正
した上で、 RESTART(PHASE) オプションを指定してジ
ョブを再始動してください。

説明: アプリケーション・ストレージから FRB を取得
しているときに、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGRAR
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
システム・プログラマーの応答: 障害が発生した環境を
判別してください。 特に、呼び出しプログラム
DSNUTILB を介して行われたのかどうかを判別してく
ださい。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の
識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部 を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

問題判別: DSNUTILB 環境だった場合には、内部的な
問題の可能性があります。

00E40006

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

説明: DBA 表の「ユーティリティー進行中ビット」を
操作しているときに、エラーが検出されました。
SYSIBM.SYSUTIL 表と DBA 表との同期が取れていな
い場合、前のユーティリティーを実行した後で「ユーテ
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00E40007
ィリティー進行中」の状態が正しくリセットされていな
い場合、またはリソース使用不能状態が存在する場合に
このエラーが発生することがあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGUIP
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP が要求されることもあ
ります。
ユーザーの処置: 可能であれば、DSNT500I メッセージ
が示すリソース利用不能状態を訂正してください。リソ
ース・タイプの説明については、 1527 ページの『リソ
ース・タイプ』を参照してください。最後のコミット・
ポイントからユーティリティーを再始動するか、あるい
はユーティリティーを終了させて最初からもう一度実行
を依頼してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。
問題の診断についてシステム・プログラマーに相談して
ください。
システム・プログラマーの応答: -DISPLAY UTILITY
コマンドを使用して、進行中のユーティリティーの状況
を表示させてください。同じ表スペースで別のユーティ
リティーがアクティブになっていないかどうかを、判別
してください。表スペースでユーティリティー進行中の
状態がオンにななっているかどうかを判別するために
は、 -DISPLAY DATABASE コマンドを使用してくだ
さい。
ユーティリティー進行中のビットは、表スペースに対し
てだけ、オンになります。索引に対してユーティリティ
ーを実行している場合には、ユーティリティー進行中ビ
ットは、対応する表スペースに対してオンになります。

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61、 72。
00E40007
説明: COPY ユーティリティー機能が、指示どおりに
表スペースをオープンできません。この障害は、表スペ
ースが現在使用可能でないことが原因となっていること
にあります。また障害が内部エラーの場合もあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBAID DSNUBASI
システムの処置: 表スペースが現在使用可能でない場合
は、DSNT500I RESOURCE UNAVAILABLE メッセージ
が、 SYSPRINT DD ステートメントに指定した装置ま
たはデータ・セットに送られます。ユーティリティー・
ジョブ・ステップは停止状態になります。
ユーザーの処置: この異常終了とともに DSNT500I メ
ッセージが出た場合には、 453 ページの『第 17 章
DSNT... メッセージ』の DSNT500I の記述を参照して、
リソース利用不能の原因を判別してください。このユー
ティリティーは、リソースが使用可能になったとき、ま
たはユーティリティー・ジョブ・ステップを終了した後
でジョブを再実行したときに、再始動させることができ
ます。
DSNT500I メッセージが出ない場合には、内部処理エラ
ーが起こっています。障害分析のためのダンプとメッセ
ージをシステム・プログラマーに提供してください。
オペレーターの応答: 環境情報を判別した後で、
SYSOPR 権限をもつオペレーターが、ユーティリティ
ー・ジョブ・ステップを終了させると、リソースを解放
することができます (これは、必要でない場合がありま
す)。

ユーティリティー進行中状態がセットされていて、
SYSUTIL 表に対応するアクティブまたは停止状態ユー
ティリティーについての項目がない場合は、前のエラー
で不整合状態が発生することになります。これは
ACCESS(FORCE) パラメーターを用いて適切な表スペー
スを指定して -START DATABASE コマンドを出すと、
解決が可能です。このようにして、ユーティリティー進
行中の状況をクリアします。

システム・プログラマーの応答: 異常終了の前に
DSNT500I メッセージが出される場合には、 453 ペー
ジの『第 17 章 DSNT... メッセージ』 のメッセージ番
号の問題判別に述べられている手順にしたがってくださ
い。それ以外の場合には、障害の発生した環境を判別し
てください。

問題が訂正できない場合には、障害の発生した環境を判
別してください。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。

問題判別:

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
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00E40009
00E40009

00E4000C

説明: 宛先オブジェクト (表スペースまたは索引スペー
ス) をアクセスしているときに、エラーが検出されまし
た。

説明: これは内部制御エラーです。 DB2 データベー
ス・サービスに関連する機能制御の流れを管理するユー
ティリティー・サブコンポーネントが、認識できない機
能の実施を要求されました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUGACC、DSNUGAGS、DSNUGUTC、DSNURLOG
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 また、DSNT500I メッセージに
先立って、他の関連メッセージがコンソールに出されて
いることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。 DSNT500I が出ていない場合
は、レジスター 2 に DB2 の 2 次理由コードが含まれ
ていて、問題のさらに詳しい情報が示されています。本
書に記載されていない 2 次理由コードは、IBM の内部
コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUBCOP

DSNUBFFR

DSNUCBFW DSNUGRAR

システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: ジョブ・ステップ内で要求された機能
がどれだけ完了したのかを判別するために、 SYSPRINT
で指定されたデータ・セット / 装置を調べてください。
問題の診断についてシステム・プログラマーに相談して
ください。リソースを解放するためにユーティリティ
ー・ジョブ・ステップを終了させる必要があるかどうか
を、判別してください。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、-TERM UTILITY コマンドを出してリソースを解
放することができます (これは必要でない場合もありま
す)。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60、61。

00E4000A
説明: ページ・セットを強制的にクローズしようとした
ときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCLVE、DSNUGACC
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: これは内部エラーで
す。障害が起こっている環境を判別してください。問題
の識別および報告については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60、61。

1268

00E4000D
説明: 表 SYSIBM.SYSUTIL を走査または更新中に、
エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUGSRI

DSNUGDIS

DSNUGSRI

DSNUGTER

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
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00E4000E • 00E40010
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 SDUMP が要求されることもあります。

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。

ユーザーの処置: メッセージ DSNT500I が示す「リソ
ース利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度再始動してください。リソース・タイプ・コードの
説明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E4000E

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。
この状態を訂正できない場合は、障害のある環境を判別
してください。

説明: カーソル・ブロック (CUB) を作成しようとした
ときに、エラーが検出されました。

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGACC、DSNUKINE

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

DSNUGCKP
DSNURBXC
DSNUBARI

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E4000F
説明: データベース例外表 (DBET) の状態を検査して
いるとき、または設定しているときにエラーが検出され
ました。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I
が出ることがあります。

DSNUGDTC
DSNURICP

DSNUGSRX
DSNUBAFI

DSNUGTER
DSNUBAID

00E40010
説明: ページまたは表スペース全体をロックする目的で
DB2 ユーティリティーのために IRLM に対して出され
た要求が失敗しました。これは DB2 内部または IRLM
の問題です。このエラーは、データベース・サービス・
アドレス・スペースで発生しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCDA1、DSNUCRVL
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 SVC ダンプが要求されます (レジスター 4 に
入っている IRLM パラメーター・リスト RLPL のアド
レスが使用されます)。ユーティリティーは停止状態にな
ります。
ユーザーの処置: 問題の診断についてシステム・プログ
ラマーに相談してください。ユーティリティーを終了さ
せる必要があるかどうかを、判別してください。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、-TERM UTILITY コマンドを出してリソースを解
放することができます (これは必要でない場合もありま
す)。
システム・プログラマーの応答: RLPL 内の IRLM 戻
りコードおよび理由コードを調べてください。 DB2 に
エラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関す
第 46 章 DB2 コード
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00E40011
る情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の 第 2 部 を参照してください。

出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60、61。

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。

00E40011
説明: データベース割り振り表 (DBAT) のエラーの範
囲を拡張しようとする試みが、失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCDA1
システムの処置: DBAT 表に記録されなかった入出力
エラーが、エラー・メッセージ DSNU086E で報告され
ています。このメッセージは、SYSPRINT DD ステート
メントで指定された装置 / データ・セットに送られま
す。ユーティリティー・ジョブ・ステップは停止状態に
なります。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知して、
関連の環境情報を提供してください。停止したユーティ
リティーは、環境を訂正した後で、RESTART オプショ
ンを使用して再始動させることも、また終了させた上
で、後から実行し直すこともできます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、60、
61、46。
00E40013
説明: -STOP DB2 のための ECB 出口を作成している
ときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGBAC
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別:

00E40012

これは内部エラーです。

説明: データベース記述子ブロック (DBD) アドレスを
見つけようとしたときに、エラーが検出されました。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

00E40014

DSNUGACC DSNUGCKP
DSNUSINI

説明:
た。

DSNUGMAP DSNUQUIA

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
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スレッド終了機能から、エラーが検出されまし

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGBAC
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00E40015
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40015
説明: ERROR RANGE オプションが指定された、
RECOVER ユーティリティーが開始されました。エラー
範囲内のページをリカバリーするには代替トラック数が
不十分であることが判明し、要求は拒否されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCRVT
システムの処置: この異常終了は、データベース・サー
ビスのアドレス・スペース内で出されました。要求され
たダンプは、ユーティリティー・ジョブ・ステップの
JCL に依存しています。ユーティリティー・ジョブ・ス
テップは、異常終了します。ユーティリティーは「停
止」状態に置かれます。
ユーザーの処置: ERROR RANGE オプションを指定せ
ずに RECOVER ユーティリティーを再実行することに
より、リカバリーを行うことができます。このリカバリ
ーは、データ・セットごとでも、表スペース全体につい
てでも行うことができます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、-TERM UTILITY コマンドを出してリソースを解
放することができます (これは必要でない場合もありま
す)。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。1、5、
32、46、60、61。
00E40016
説明: ERROR RANGE オプションが指定された、
RECOVER ユーティリティーが開始されました。
MMCNVT マクロ呼び出しの処理中に、メディア管理プ
ログラムがエラーを検出しました。これは、DB2 また
はメディア管理プログラムの内部エラーです。

システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、リソースを解放する必要に応じて、-TERM
UTILITY コマンドを出すことができます (これは必要で
ない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: MMCNVT マクロは、
VSAM RBA を物理トラック・アドレス (CCHHR) に変
換します。異常終了が発生した時点で、以下のレジスタ
ーに関連情報が入れられます。
R2
メディア管理プログラム・インターフェース・
ブロック (MMIB) のアドレス
R3
変換すべき VSAM RBA を含むフィールドの
アドレス
R4
CCHHR を受け取る区域のアドレス
R5
MMCNVT が UCB アドレスをここに収めま
す。
R8
メディア管理プログラムからの戻りコード。メ
ディア・マネージャーにエラーがあると考えら
れる場合は、DFSMS/MVS: Diagnosis Reference
for DFSMSdfp を参照してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60、61。
00E40017
説明: 終了識別から、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGBAC
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCRVT
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00E40018
00E40018
説明: 再始動されたユーティリティーの実行中にエラー
を検出したか、あるいはユーティリティーの再始動を必
要とする可能性のある状態が検出されました。この異常
終了コードに先立って、エラーのタイプを表すメッセー
ジが出ています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGBAC
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

トが JCL にあり、DFSPARM データ・セットが SYSIN
に割り振られており、ユーティリティー制御ステートメ
ントに SORTDEVT の指定がなかったため、動的割り振
りをしようとしました。
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: 障害の起きたユーティリティーが
REORG で、UNLOAD フェーズが完了していた場合
は、以下のいずれかを行った後、ユーティリティーを再
始動させてください。
v DFSPARM データ・セットを JCL から削除する。

システム・プログラマーの応答: この異常終了コードの
前に出たメッセージを調べて、エラーの原因を判別して
ください。エラーを訂正し、ジョブを再始動させてくだ
さい。
問題判別: 作業データ・セットが使用されていて後処理
が (MOD、DELETE、CATLG) である場合に、ユーティ
リティーの再始動が行えるように、この異常終了が強制
されます。
00E4001A

v 使用したい DFSORT 制御ステートメントが入った
DASD データ・セットを作成し、 SYSIN ではなくそ
のデータ・セットを指すように、JCL を変更する。
障害が起きたユーティリティーが REORG でないか、
REORG であって UNLOAD フェーズが完了していなか
った場合は、-TERM コマンドを使ってユーティリティ
ーを終了させます。そして、以下のいずれかを行った
後、ジョブを再実行依頼してください。
v DFSPARM データ・セットを JCL から削除する。
v 使用したい DFSORT 制御ステートメントが入った
DASD データ・セットを作成し、 SYSIN ではなくそ
のデータ・セットを指すように、JCL を変更する。

説明: 指定された DD ステートメントの情報を、SVC
99 を使用して、取り出しているときに、エラーが検出
されました。

v SORTDEVT キーワードをユーティリティー制御ステ
ートメントに指定して、動的割り振りに使用する総称
装置名 (たとえば、SYSDA) を指定する。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGCDD

00E4001C

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答:
境を判別してください。

障害が起こっている環

問題判別: これは、DB2 の内部エラーです。問題の識
別および報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E4001B
説明: DB2 ユーティリティーで、総称装置名
SYSALLDA にデータ・セットを割り当てようとしまし
たが、失敗しました。平行してソートを行うようユーテ
ィリティーに要求が出され、 DFSPARM データ・セッ
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説明: 特定のファイル・オブジェクト記述子 (OBD) に
とって、外部の情報をマップしようとしたときに、エラ
ーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGMAP
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
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00E4001D
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E4001D
説明: SYSIBM.SYSSYNONYMS 表から行を読み取ろう
としたときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGMAP

出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 4、5、
32、46。

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。

00E4001F

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E4001E
説明: SYSIBM.SYSTABLES 表から行を読み取ろうと
したときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUGMAP DSNUGTBN

DSNUKINP

DSNUCBRK

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が

説明: SYSIBM.SYSINDEXES 表から行を読み取ろうと
したときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGMAP
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
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00E40020
00E40020

00E40022

説明: データベース・ストレージに対して RARQ を試
みたときに、エラーが検出されました。

説明: SYSIBM.SYSUTIL 表から行を読み取ろうとした
ときに、エラーが検出されました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGPRE

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSUU

システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

システム・プログラマーの応答: 障害が起きている環境
を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。

00E40021

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。

説明: ユーティリティー処理がユーティリティーのユー
ザーと指定のオブジェクトについて、AUTHORIZATION
CHECK をしていたときに、エラーが検出されました。
検査のために必要なリソースが使用できません。

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGMAP、DSNUKINE

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: リソースを使用可能に
した上で、ユーティリティーを -TERM してから再実行
するか、あるいは、RESTART パラメーターを指定して
ユーティリティーを再実行してください。 453 ページ
の『第 17 章 DSNT... メッセージ』のメッセージ
DSNT500I を参照してください。 DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部
を参照してください。
問題判別: この異常終了とともにメッセージ DSNT500I
が出され、使用不能なリソースが示されます。このメッ
セージは、SYSPRINT データ・セットに書き込まれま
す。
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00E40023
説明: ユーティリティーが SYSIBM.SYSUTIL 表を更
新するために必要となる内部プロトコルが、違反してい
ます。 SYSIBM.SYSUTIL に行われたユーティリティー
変更は、コミットされません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSRI、DSNUGSRX
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
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00E40024
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 47。
00E40024
説明: ユーティリティー逐次化に必要な内部プロトコル
に違反しています。特に、ユーティリティー処理の完了
時に、ユーティリティー逐次化終結処置が呼び出されま
せんでした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGUCA
システムの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
は終了し、ユーティリティーは停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 47。
00E40025
説明: ユーティリティー処理が、このユーティリティ
ー・ジョブ・ステップのためのリソースを割り振ろうと
しました。割り振りプロトコルにより、ゼロ以外の戻り
コードが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGUCA
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。

オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、-TERM UTILITY コマンドを出して、停止したユ
ーティリティーが要求したリソースを解放することがで
きますが、この処置は必要でない場合もあります。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40027
説明: SYSIBM.SYSUTIL 表の行を更新しようとしたと
きに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSUU
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40028
説明: COMMIT を行おうとしたときに、エラーが検出
されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGUCA、DSNUGAGS
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま
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00E40029
システム・プログラマーに通知してく

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。

オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、-TERM UTILITY コマンドを出して、停止したユ
ーティリティーが要求したリソースを解放することがで
きます。

問題判別:

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

ユーザーの処置:
ださい。

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40029
説明: SYSIBM.SYSUTIL 表から行を読み取ろうとして
いたときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGUCA、DSNUGAGS
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

問題判別: これは内部エラーです。付録 B 「問題判別
のための診断項目」にリストされている次の診断項目を
集めてください。 1、2、4、30、31、46、49。
00E4002B
説明: ユーティリティー検査保留プロトコルが、検査保
留状態のセットまたはリセットに関して無効なパラメー
ターを検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGCKP
システムの処置:
します。

ユーティリティー・ジョブは異常終了

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、60、
61。
00E4002D

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

説明: この異常終了は、「リソース利用不能」状態以外
のエラーの結果として出されます。この場合、検査保留
状態のセットまたはリセットに関して DB2 カタログを
更新しようとして、エラーが検出されました。

00E4002A

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGCKP

説明: ユーティリティー再始動処理において、
SYSUTILX チェックポイント / 再始動域内のレコード
が認識できません。ユーティリティーは再始動可能でな
いかもしれません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSUG
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システムの処置: SVC ダンプが要求され、検査保留状
態をセットまたはリセットしようとしている表スペース
に関して、DBA 表内のエラー・フラグがオンにセット
され、処理が続行されます。
ユーザーの処置:
ださい。
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システム・プログラマーに通知してく

00E4002E
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: このカタログ・アクセス・エラーの原因を判
別してください。この異常終了とともにコンソールにメ
ッセージ DSNU972I が出されます。このエラーが処理
に及ぼす影響については、このメッセージの問題判別の
項を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、60、
61。

リティー・コマンド・サブシステムの障害が示されま
す。本書のメッセージ / コードに関する記述を参照し
て、さらに問題を判別してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40033
説明: SYSIBM.SYSUTIL 表を示す内部 ID を探すため
に、内部制御ブロックを走査しました。対応する ID が
見つかりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

| 00E4002E

DSNUGAGS

| 説明: ユーティリティーの逐次化またはユーティリティ
| ーの再始動中に、 SYSUTIL または SYSUTILX からの
| 読み取りまたは検索が試行され、失敗しました。

システムの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
は終了し、ユーティリティーは停止状態に置かれます。

| システムの処置: DB2 はユーティリティー・ジョブを
| 異常終了します。
| ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
| ださい。
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

| 問題判別: これは内部エラーです。
| 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
| る次の診断項目を集めてください。1、5、 32、46、
| 69。

DSNUGDIS

DSNUGSRI

DSNUGTER

オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが要求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 47。
00E40034

00E40030
説明: コマンド・サブシステムで、-DISPLAY UTILITY
または -TERM UTILITY コマンドが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGCCC
システムの処置: コマンド処理は終了します。 -TERM
UTILITY の場合は、このコマンドによってそれまでに
とられた処置はすべてバックアウトされます。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: このエラーとともに、追加メッセージまたは
SVC ダンプ、あるいはその両方が提供され、ユーティ

説明: ユーティリティー・メッセージ生成プログラム
が、要求されたストレージを獲得することができませ
ん。データベース・メモリーによって出力されたメッセ
ージのバッファー用に使用できるストレージがフルにな
り、サブプール 229 からさらにストレージを獲得しよ
うとする要求が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGMSG
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 SYSABEND ダンプまたは SVC ダンプは要求され
ません。
ユーザーの処置: この異常終了は、システム・リソース
限界が原因で発生します。ユーティリティー制御ステー
トメントを修正する必要があるかもしれません。
LOAD ユーティリティーを実行したことが原因で異常終
了が発生した場合は、ジョブを再始動してください。再
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00E40035
始動しても障害が繰り返し発生する場合は、廃棄限界を
変更するか、またはエラー・メッセージが出る原因とな
った状態を訂正する必要があるかもしれません。
REPAIR ユーティリティーが原因で異常終了が発生した
場合は、開始ページ番号を出力済みの最後のページ番号
に 1 を加えたものに変更するか、またはダンプするペ
ージ数をもっと小さい数に変更してください。 ジョブ
を再実行依頼してください。
REBUILD INDEX ユーティリティーを実行した結果、
この異常終了が起こった場合は、固有の索引を除去し、
固有でない索引に作成し直してください。固有索引が必
須であり、かつ多数の重複がデータに含まれている場合
には、索引を再作成する前に重複の数を減らしておく必
要があります。
問題判別: 前のエラー・メッセージを参照して、問題の
訂正方法を判別してください。

ユーティリティーは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。その後で、最後
のコミット・ポイントからユーティリティーを再始動さ
せるか、ユーティリティーを終了させて最初から再始動
させるかしてください。
システム・プログラマーの応答: DSNT500I メッセージ
が示すリソース利用不能状態を訂正できない場合には、
障害の発生した環境を判別してください。 DB2 にエラ
ーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する情
報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の
第 2 部 を参照してください。
問題判別:
ださい。

メッセージ DSNT500I の説明を参照してく

リソース・タイプ・コードの説明については、 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』 の表 3 を参照してくださ
い。

00E40035
説明: DSNDB01.SYSUTILX が、保留状態で、それ以上
の処理が禁止されているときに、 -START ACCESS
FORCE コマンドが出されました。この保留状態は、コ
ピー保留またはリカバリー保留のいずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGTER
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知して、
保留条件を解決するようにしてください。
システム・プログラマーの応答: -DISPLAY
DATABASE コマンドを出して、DSNDB01.SYSUTILX
の状態を判別してください。この状態がコピー保留の場
合は、全イメージ・コピーを行ってください。この状態
がリカバリー保留の場合は、RECOVER ユーティリティ
ーを用いて、 DSNDB01.SYSUTILX をリカバリーして
ください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
00E40040
説明: ページ・レベルのロック中に、DSNILREQ プロ
トコルからエラーが戻されました。この異常終了コード
とともに、「リソース利用不能」状態を説明するメッセ
ージ DSNT500I が出されます。

00E40045
説明: ストレージの解放を試みていたときに、障害が発
生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSTB、DSNUGSTA
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、ユーティリティー・ジョブ・ステップを終了さ
せ、リソースを解放することができます (これは必要な
い場合もあります)。ただし、診断環境が確立されるまで
は、これを行わないようにしてください。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40051
説明:
た。

無効な OTYPE が DSNUGMAP に渡されまし

この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNUCBFW、DSNUCBRP。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGMAP

システムの処置:

システムの処置:
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ユーティリティー処理は異常終了し、

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

この機能要求を出したユーティリティ

00E40053
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、ユーティリティー・ジョブ・ステップを終了さ
せ、リソースを解放することができます (これは必要な
い場合もあります)。ただし、診断環境が確立されるまで
は、これを行わないようにしてください。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40053
説明: 外部オブジェクト名を OBID にマップするモジ
ュールが、ゼロの OBID を検出しました。これは、無
効です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGMAP
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、ユーティリティー・ジョブ・ステップを終了さ
せ、リソースを解放することができます (これは必要な
い場合もあります)。ただし、診断環境が確立されるまで
は、これを行わないようにしてください。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: OBID は DB2 カタログから抽出されます。
表スペースの OBID は、SYSIBM.SYSTABLESPACE 表
に入っています。表の OBID は、SYSIBM.SYSTABLES
表に入っています。索引の OBID は、
SYSIBM.SYSINDEXES 表に入っています。オブジェク
トが存在している場合には、OBID がゼロであってはな
りません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

00E40070
説明: ユーティリティー・データ・セットをオープンで
きません。この異常終了は、ユーティリティーを停止状
態にして、見直しおよび訂正ができるようにするための
ものです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSDA
システムの処置: ユーティリティー・エラー・メッセー
ジ DSNU036I または DSNU037I が出され、 オープン
できなかった DCB に関連する DD ステートメントが
示されます。メッセージが出なかった場合は、
SYSPRINT DD ステートメントが抜けています。ユーテ
ィリティー・ジョブ・ステップは停止状態になります。
ユーザーの処置: この DD 名がユーザーの出した名前
であれば、それを検討して訂正してください。それか
ら、ジョブを再実行依頼してください。 この DD 名が
システムが提供したものである場合は、システム・プロ
グラマーに相談してください。メッセージが出なかった
場合は、 SYSPRINT DD ステートメントが存在するか
どうかを確かめてください。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、ユーティリティーを終了させ、保持されているリ
ソースを解放することができますが、この処置は必要な
い場合もあります。
システム・プログラマーの応答: JCL を訂正して、ジ
ョブを再実行してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60、61。
00E40071
説明: 必須 OS/VS データ・セットで入出力エラーが検
出されました。異常終了が出され、ユーティリティーが
停止状態にされ、見直しと訂正ができるようになりま
す。ユーティリティーを再実行してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSDA
システムの処置: 2 つのユーティリティー・エラー・メ
ッセージ (DSNU032E または DSNU040I) の 1 つが、
ユーティリティー・ジョブ・ステップの SYSPRINT DD
ステートメントに関連するデータ・セット / 装置に送ら
れます。このエラー・メッセージは、エラーおよびエラ
ーの起こったデータ・セットを示しています。
このユーティリティーは、OS/VS データ・セットを用い
たフェーズの先頭で停止します。
ユーザーの処置:

ユーティリティー・メッセージが
第 46 章 DB2 コード
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00E40072
DSNU032E である場合、損傷を受けていない出力デー
タ・セットが提供されれば、ジョブを再始動させること
ができます。損傷を受けていない出力データ・セットを
入手し、RESTART (PHASE) オプションを指定してユー
ティリティー・ジョブ・ステップを再始動させてくださ
い。 LOAD または REORG の RELOAD フェーズで、
アンロード・データ・セットを出力ではなく入力として
使用している場合には、ジョブを再始動させることはで
きません。
ユーティリティー・メッセージが DSNU040I である場
合には、問題判別の項の記述に従って問題を判別してく
ださい。その後で、RESTART オプションを指定してユ
ーティリティー・ジョブを再始動させるか、ユーティリ
ティー・ジョブ・ステップを -TERM させるかしてくだ
さい。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、ユーティリティーを終了させ、保持しているリソ
ースを解放することができます (これは必要ない場合も
あります)。
問題判別: SYSPRINT DD ステートメントで指定され
たデータ・セット / 装置に送信されたエラー・メッセー
ジに応じて、問題判別を行ってください。
DSNU032E が出された場合には、必要なユーティリティ
ー作業データ・セットで入出力エラーが起こっていま
す。そのメッセージに、エラーおよびエラーの起こった
データ・セットが示されています。
DSNU040I が出された場合は、メッセージに示された
DD ステートメントで定義されたデータ・セットへの
BSAM アクセス時に、エラーが発生しています。 16
進数ストリングで提供された DECB の最初の 4 バイト
に、ECB が入っています。 ECB の最初のバイトに
は、エラーの原因を示す状況ビットが含まれています。
発生した入出力エラーのタイプを示す IOS メッセージ
が、 MVS コンソールの SYSLOG に出ている場合があ
ります。 IOS メッセージが出された場合は、そのメッ
セージについての問題判別の指示に従ってください。状
況ビットの意味については、該当の MVS 資料を参照し
てください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

説明: BSAM データ・セットの処理中にエラーが起こ
りました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSDA
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ユーザーの処置: エラーを示すメッセージが出た場合、
そのメッセージの説明を参照して適切な処置をとってく
ださい。メッセージがない場合には、システム・プログ
ラマーに通知してください。
オペレーターの応答: ユーザーまたはシステム・プログ
ラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: ジョブ出力および障害
の発生した環境を見直してください。エラーを知らせる
メッセージが出ている場合には、エラーを訂正し、ジョ
ブを再実行または再始動させてください。メッセージが
出ていない場合には、ダンプが要求されているはずで
す。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 問題判別は、SYSPRINT DD ステートメン
トで指定されたデータ・セット / 装置にエラー・メッセ
ージが送信されているかどうかによって異なります。メ
ッセージが出された場合、そのメッセージはエラーのタ
イプおよび関連するデータ・セットを説明します。どの
ような処置をとるべきかについては、メッセージの説明
を参照してください。メッセージが作成されていない場
合は、内部エラーである可能性があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40073
説明: BSAM データ・セットの処理中に内部エラーが
起こりました。データ・セットのファイルの終わり
(EOF) が戻された後で、進行中のユーティリティーが
BSAM データ・セットに内部読み取りを出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSDA
システムの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
は終了し、ユーティリティーは停止状態に置かれます。

00E40072

システムの処置:

リティー・ジョブ・ステップの SYSPRINT DD ステー
トメントに関連するデータ・セット / 装置に送られてい
る可能性があります。前にメッセージが出ていない場合
に、ダンプが要求されています。この機能要求を出した
ユーティリティー・ジョブ・ステップは、異常終了しま
す。ユーティリティー・ジョブは停止状態に置かれま
す。

エラーを示すメッセージが、ユーティ

オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
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00E40074
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 4、5、
32、46。
00E40074
説明: BSAM データ・セットの処理中に内部エラーが
起こりました。進行中のユーティリティーが、書き込み
用にオープンされている BSAM データ・セットに対し
て内部ポイントを出しました。ポイントが有効なのは、
読み取りにオープンされたデータ・セットに対してだけ
です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSDA
システムの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
は終了し、ユーティリティーは停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 17、32。

00E40079
説明: ユーティリティー作業データ・セットのブロッ
ク・サイズが小さすぎて、書き出されるデータを収める
ことができません。ユーティリティー・ジョブ・ステッ
プを停止状態にするために、異常終了が出されます。こ
れにより、エラーの見直しと訂正を行って、ジョブ・ス
テップを再入力することができます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSDA
システムの処置: ユーティリティー・エラー・メッセー
ジ DSNU038I が、 SYSPRINT DD ステートメントで指
定された装置 / データ・セットに送られます。ユーティ
リティー・ジョブ・ステップは停止状態になります。
ユーザーの処置: エラーのデータ・セットを削除してく
ださい。 JCL を変更して、エラー・メッセージ
DSNU038I で示された DD 名をもつデータ・セットの
ブロック・サイズが、少なくとも、表示されたブロッ
ク・サイズと同じになるようにしてください。
RESTART (PHASE) オプションを指定して、ユーティリ
ティー・ジョブ・ステップを再実行してください。
問題判別: ユーティリティー・エラー・メッセージ
DSNU038I が、 SYSPRINT DD ステートメントで指定
された装置 / データ・セットに送られます。このメッセ
ージは、ブロック・サイズが不十分であるデータ・セッ
トを定義している DD ステートメントの名前、および
最小ブロック・サイズ (バイト数) を示しています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40080

00E40075
説明: ユーティリティーの再始動の際に入力データ・セ
ットを元の位置に戻そうとしているときに、データの終
わり (EOD) が生じました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSDA
システムの処置: 処理は異常終了します。システム・ダ
ンプが要求されます。
ユーザーの処置: JCL を検討して、入力データ・セッ
トが正しいことを確認してください。さらに詳しい分析
が必要になるかもしれません。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、61、
32。

説明: ユーティリティー終了の終結処置の際に、エラー
が検出されました。 DSNXKACC CLOSEALL プロトコ
ルがエラーを戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGUCA
システムの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
は停止状態になります。
問題判別: この異常終了コードに伴って、DSNT500I エ
ラー・メッセージが出て、訂正可能な問題であることが
示される場合があります。
DSNT500I メッセージが出されていなかったり、または
問題を訂正できない場合は、 1525 ページの『付録 B.
問題判別』にリストされている次の診断項目を集めてく
ださい。 1、5、 32、46、 60、61。
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00E40081
00E40081

00E40083

説明: 共用モードでの処理中に、REORG ユーティリテ
ィーが、UNLOAD フェーズを完了し、 RELOAD およ
びその後のフェーズのために排他モードに変更しようと
しました。ユーティリティー処理が内部エラーを検出し
ました。

説明: ユーティリティー逐次化プロトコルによってエラ
ーが検出されました。必須パラメーターが抜けている
か、無効な値を含んでいます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSRX
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 47。
00E40082
説明: ユーティリティー逐次化プロトコルによってエラ
ーが検出されました。プロトコルが、誤った順序で出さ
れています。
これは内部エラーであり、ユーザーが訂正することはで
きません。

これは内部エラーであり、ユーザーが訂正することはで
きません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGASO
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了し、
ユーティリティーは停止状態に置かれます。 SDUMP
が要求されます。
ユーザーの処置: -TERM UTIL コマンドを出して、障
害のあるユーティリティーが保持しているリソースを解
放してください。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
00E40085
説明: ユーティリティー逐次化 LOCK または
UNLOCK 要求が、IRLM からエラーを受け取りまし
た。この異常終了に先立ってメッセージ DSNU099I が
出されて、エラーに関する情報が提供されるか、または
START DATABASE ACCESS(FORCE) コマンドの実行
中に問題が起こった場合にはメッセージ DSNI002I が出
されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGSRX

DSNUGDIS

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了し、
ユーティリティーは停止状態に置かれます。 SDUMP
が要求されます。

システムの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
が終了してユーティリティーが停止状態になるか、
START DATABASE コマンドが異常終了します。

ユーザーの処置: -TERM UTIL コマンドを出して、障
害のあるユーティリティーが保持しているリソースを解
放することができます。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。ユーティリティーの再始動を試みるか、
START DATABASE コマンドを再実行することができ
ます。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

DSNUGSRI

DSNUGSRX

DSNILSTS

オペレーターの応答: ユーザーがユーティリティーの再
始動を希望しない場合は、 SYSOPR 権限をもつオペレ
ーターは -TERM UTILITY コマンドを出すことができ
ます。 START DATABASE コマンドの場合は、このコ
マンドを再実行してください。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を

1282

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00E40090
参照してください。 START DATABASE コマンドの場
合は、応答は不要です。

る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

00E40090

00E40096

説明: 内部エラーが発生したために、ユーティリティー
処理が指定のユーティリティーを呼び出すことができま
せん。指定されたユーティリティーを、ユーティリティ
ー・ジョブ制御プログラムが認識しません。

説明: ユーティリティー・アクセス・パス作成が、無効
な OBID を検出しました。指定された値が小さすぎる
か、大きすぎるか、サブシステム内に存在しないかの、
いずれかです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGACC

DSNUGUTC

システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。

DSNUGDFL

DSNUGSRI

システムの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
は終了し、ユーティリティーは停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E400A0

00E40091
説明: 誤った OBID を指定して、ユーティリティー・
アクセス・パス作成が呼び出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGACC
システムの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
は終了し、ユーティリティーは停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい

説明: 表スペースの表にアクセスするための内部構造を
作成しているときに、エラーが検出されました。表スペ
ースに表が入っていません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGACC
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
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00E400AF • 00E400C2
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E400AF
説明: DSNGDALT マクロ呼び出しから、ゼロ以外の戻
りコードが戻されました。 OBDIFIB ビットをオンにセ
ットして DBD を変更しようとしましたが、失敗しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGFIB、DSNURFIB
システムの処置:

処理は異常終了します。

ユーザーの処置: リソースが利用不能なために、この異
常終了が起こった可能性があります。この異常終了の前
に出された DSNT500I メッセージを調べてください。
この場合には、ダンプは抑止されます。「リソース利用
不能」状態が示されていない場合には、システム・プロ
グラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60、61。
00E400B0
説明: ユーティリティーによる CREATE THREAD の
呼び出しが異常終了しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGBAC、DSNUGUTC
システムの処置: このユーティリティー・ジョブ・ステ
ップは異常終了します。ユーティリティー・ジョブ・ス
テップのレコードはシステムに残されません。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
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00E400C0
説明: ユーティリティーの実行中に -STOP DB2
MODE(FORCE) コマンドが入力されたか、あるいは、複
数の入力ステートメントをもつユーティリティーの実行
中に、 -STOP DB2 MODE(QUIESCE) コマンドが入力
され、現在の入力ステートメントの実行が完了したか
の、いずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGPRE、DSNUGUTC
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: -STOP DB2 コマンド
が出された原因を判別してください。 DB2 を再始動す
ると、ユーティリティー・ジョブを再始動することがで
きます。
00E400C1
説明: 索引ページをラッチ、またはアンラッチしようと
しているときに DB2 が障害を起こしました。これは内
部エラーです。
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUSIDX
DSNUKIFK
DSNURBXE

DSNURFBI
DSNUCBRL
DSNURBXA DSNURBXC

DSNUKGET
DSNURBXZ

00E400C2
説明: DB2 が、予期しない戻りコードを MVS から受
け取りました。これは内部エラーです。
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
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00E400C3
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答:
境を判別してください。

障害が起こっている環

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

| 00E400C3
|
|
|
|
|

説明: 動的にデータ・セットを割り振るために
TEMPLATE 名の指定を使用するユーティリティーの再
始動中に、エラーが検出されました。再始動のために再
使用する必要のあるデータ・セットが見つかりませんで
した。

| システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
| す。
|
|
|
|

ユーザーの処置: JCL を調べて、TEMPLATE 制御ステ
ートメントがこのデータ・セットにとって正しい後処理
を指定していることを確認してください。さらに詳しい
分析が必要になるかもしれません。

|
|
|
|

問題判別: 作業データ・セットが使用されていて、後処
理が MOD、DELETE および CATLG でない (次のよう
に指定されていない) 場合に、ユーティリティーの再始
動を可能にするために、この異常終了が強制されます。

00E40100
説明: DSNBGETP マクロの実行中に、DB2 が失敗し
ました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUCRVA DSNUBAFI
DSNUBASM DSNUBASP

システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

00E40101
説明: DSNBSETW マクロの実行中に、DB2 が失敗し
ました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBASP
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40102
説明: DSNICCOB マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。

| DISP=(MOD,DELETE,CATLG)

DSNUCBFW DSNUBCL5
DSNUBAID DSNUBASI

る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUAHR2
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40103
説明: DSNICCUB マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
第 46 章 DB2 コード

1285

00E40104
れます。 DSNUADP1、DSNUADP2
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40104
説明: DSNIDISP マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。

DSNUADP1

DSNUADP2

DSNURLAP

DSNURRRI

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40106

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGDTC、DSNULOG1
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40105
説明: DSNIDLET マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。こ
の異常終了理由コードは、次の CSECT によって出され
ます。
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説明: DSNILRDO マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCLVL、DSNUCRVL
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。 DSNT500I が出ていない場合
は、レジスター 2 に DB2 の 2 次理由コードが含まれ
ていて、問題のさらに詳しい情報が示されています。本
書に記載されていない 2 次理由コードは、IBM の内部
コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
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00E40107
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40107
説明: DSNIISRT マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUAHR2、DSNURLAP
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40108
説明: DSNINEXH マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUADP1

DSNUADP2

DSNUAHR2

DSNUPLGR

明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40109
説明: DSNIPGER マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCRVT、DSNUCRVA
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説

00E4010A
説明: DSNIPSCB マクロの実行中に、DB2 が失敗しま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
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00E4010B
DSNUCLVL
DSNUSINI

DSNUCLVS
DSNUBACI

DSNUCRVI
DSNUBAII

DSNUGUIP
DSNURLOG

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E4010B
説明: DSNIPZOP マクロの実行中に、DB2 が失敗しま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUCBFW DSNUCLVE
DSNUCRVA DSNUKINT
DSNUCLRS
DSNUCRVT

DSNUCLVS
DSNURBXC

次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E4010C
説明: DSNIREPL マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUAHR2、DSNURLAP
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

00E4010D

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が

1288

説明: DSNISETH マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。

DSNUADP1
DSNUPLGR

DSNUADP2
DSNURRRI

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSNUAHR2

DSNUBCL5

00E4010E
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

00E4010F
説明: DSNIURBA マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNULOG1
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。

00E4010E

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

説明: DSNISRCF マクロの実行中に、DB2 のデータ管
理プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCRVT
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40110
説明: 索引スペースまたは表スペースのページ・セット
をリセット中に、 DB2 のデータ・スペース管理プログ
ラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUCLRS

DSNUCRVA

DSNUCTER

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I
が出ることがあります。 SDUMP がとられることもあ
ります。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。ユーティリティ
ーを再始動させるか、あるいはユーティリティーを終了
させてもう一度実行してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。
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00E40111
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、32、
46、61。

00E40113
説明: 索引スペースまたは表スペースのページ・セット
をリセット中に、 DB2 のデータ・スペース管理プログ
ラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUCLRS

DSNUCRVA

DSNUCTER

00E40111
説明: DSNPXTND マクロの実行中に、DB2 のデー
タ・スペース管理プログラム・サブコンポーネントが失
敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCBFW
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 DSM が診断情報を提供します。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40112
説明: ユーティリティー・プログラムの DSNUGMAP
が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCBFW
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I
が出ることがあります。 SDUMP がとられることもあ
ります。
ユーザーの処置: DSNT500I が示す「リソース利用不
能」状態を訂正し、ユーティリティーを再始動するか、
あるいはユーティリティーを終了して入力し直すかのい
ずれかを行なってください。 DSNT500I が出ていない
場合には、レジスター 2 に入っている 2 次 DB2 理由
コードにより、問題に関する詳しい情報が提供されま
す。 システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 示された状態を訂正で
きない場合は、障害の起こった環境を判別してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合は、問題の識
別および報告についてDB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 「リソース利用不能」状態については、本書
のメッセージ DSNT500I を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、32、
46、61。
00E40114
説明:

DSNICLPS の実行中に、DB2 が失敗しました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUCLRS

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
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DSNUCRVA

DSNUGUIP

システム・プログラマーに通知してく
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
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00E40115
問題判別:

これは内部エラーです。

る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

00E40117

00E40115

説明: ユーティリティー・モジュール DSNURBXB が
失敗しました。

説明: DSNIUSTP の実行中に、DB2 のデータ管理プロ
グラム・サブコンポーネントが失敗しました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCRVI

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。

DSNUCLVE

DSNUCRVA DSNURBXA DSNURBXC

システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40116
説明: DSN3SYNC または DSN3ABRT のいずれかが失
敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUBCL0

DSNUCRVA

DSNUCRV0

システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

00E40118
説明: DSNPGNPO マクロの実行中に、DB2 のデー
タ・スペース管理プログラム・サブコンポーネントが失
敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCRVA
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 DSM は、メッセージ、ダンプ、またはログ・
レコードなどの必要な診断情報があればそれを提供しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

00E40119
説明: この異常終了理由コードは、以下の場合に出され
ます。

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
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00E4011A
v リカバリー中に、DB2 ディレクトリーまたは DB2
カタログ表スペースのための全イメージ・コピーが見
つからなかった。
v MERGECOPY ユーティリティーが
SYSIBM.SYSCOPY カタログ表からのレコードを識別
しなかった。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBCL0
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。

00E4011B
説明: DSNIHDFM の実行中に、DB2 のデータ管理プ
ログラム・サブコンポーネントが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCRVA, DSNUCLVE
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP が要求されることもあ
ります。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。ユーティリティ
ーを再始動させるか、あるいはユーティリティーを終了
させて最初から実行してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。

問題判別: DB2 カタログまたはディレクトリー表スペ
ースのリカバリーが要求する場合、最初に全イメージ・
コピーをとっているかどうかを確認してください。
MERGECOPY ユーティリティーが異常終了した場合、
選択ステートメントを出すか、または REPORT ユーテ
ィリティーを実行して、 SYSIBM.SYSCOPY 表に無効
な行がないかどうか検査してください。

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

00E4011A

00E4011C

説明: ログ RBA=0 を指定してログを適用していると
きに、RECOVER ユーティリティーでエラーが発生しま
した。

説明: DSNJLGR マクロの実行中に、DB2 のログ管理
プログラム・サブコンポーネントが失敗しました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCLVL、DSNUCRVL
システムの処置:
します。

ユーティリティー・ジョブは異常終了

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: ログを適用する前に、SYSLGRNX 表スペー
スが空でないことを確認してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNULOG1、DSNUGLGR
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
システム・プログラマーの応答: レジスター 2 に 2 次
理由コードが入っています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 6、16、
32、33、 53、60、 61。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、53、
60。
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00E4011D
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。

00E4011D
説明: DSNIDDRN マクロの実行中に、DB2 がエラー
を検出しました。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCBRP
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
4、31、 32、47、 50。
00E4011F
説明: RECOVER ユーティリティーはグループ・バッ
ファー・プール保留状況を消去することができません。
システムの処置: RECOVER ユーティリティーは異常
終了し、このコードを出します。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCARS
00E40120
説明: RELOAD フェーズで、REORG ユーティリティ
ーの -TERM UTILITY コマンド処理中に、 SYSLGRNX
情報の削除が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBCOP
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40121
説明: RDJFCB マクロ呼び出しから、ゼロ以外の戻り
コードが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBCKB
システムの処置: 処理は異常終了します。
ユーザーの処置: おそらく、ユーザー・エラーです。
DD ステートメントが抜けているか、または正しく指定
されていません。 DD ステートメントが正しいと思わ
れる場合は、ほかにエラーの原因がある可能性があるの
で、システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: COPYDDN ユーティリティー・キーワード
で参照されている DD ステートメントが、抜けている
か、正しく指定されていない可能性があります。
COPYDDN が指定されていない場合は、SYSCOPY に等
しいデフォルト名をもつ DD ステートメントがジョ
ブ・ステップ内に存在していなければなりませせん。
00E40122
説明: IEFAB4UV 呼び出しから、ゼロ以外の戻りコー
ドが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBCKB
システムの処置: 処理は異常終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
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00E40123 • 00E40126
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 4、5、
32、46。
00E40123
説明: RECOVER TABLESPACE ユーティリティーは
SYSIBM.SYSVOLUMES カタログ表にアクセスできず、
DFDSS DUMP コマンドが生成した並行コピーを処理で
きませんでした。
システムの処置: RECOVER TABLESPACE ユーティリ
ティーは異常終了します。
システム・プログラマーの応答: SYSVOLUMES カタ
ログ表へのアクセス問題を解決してください。その後、
RECOVER TABLESPACE ユーティリティーを再始動し
てください。
問題判別: 付加的な診断メッセージについては、コンソ
ールを参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCADF。
00E40124
説明:
た。

下位レベルの内部制御ブロックが検出されまし

システムの処置: この機能を要求したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップが異常終了しました。異常終了
し、メッセージ DSNU424I が出されます。
ユーザーの処置: メッセージ DSNU424I に示されてい
る APAR を参照してください。
システム・プログラマーの応答: メッセージ
DSNU424I に示されている APAR を参照してくださ
い。
問題判別: メッセージ DSNU424I に示されている
APAR を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBARR
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00E40125
説明: RECOVER ユーティリティーが、索引バージョ
ン管理がアクティブの状態で索引スペースのリカバリー
を行っていました。このユーティリティーが、索引管理
プログラムのサブコンポーネントを呼び出す
DSNDBIXD マクロを出しました。エラーは、索引管理
プログラムが内部制御ブロックを作成しているときに起
こりました。
システムの処置: RECOVER INDEX/INDEXSPACE ユ
ーティリティーは異常終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、Diagnosis Guide and Reference のセクション 3 を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCALA、DSNUCAWR、DSNUCAWT
00E40126
説明: RECOVER ユーティリティーが、索引バージョ
ン管理がアクティブの状態で索引スペースのリカバリー
を行っていました。 このユーティリティーが、索引管
理プログラムのサブコンポーネントを呼び出す
DSNDIDPB マクロを出しました。 エラーは、索引管理
プログラムが索引記述子ページを作成しているときに起
こりました。
システムの処置: RECOVER INDEX/INDEXSPACE ユ
ーティリティーは異常終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、Diagnosis Guide and Reference のセクション 3 を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCATM
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00E40163 • 00E40167
00E40163
説明: SYSIBM.SYSLGRNG または SYSLGRNX のヒ
ストリーの挿入中に、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUAHR2
システムの処置:

処理は異常終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40166
説明: DROP 処理中に、SYSIBM.SYSLGRNX 情報の削
除が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUADP2

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

00E40164

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。

説明: SYSIBM.SYSLGRNG または SYSLGRNX のヒ
ストリーの更新中に、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUAHR2
システムの処置:

処理は異常終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

問題判別:

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

00E40167
00E40165
説明: アプリケーション・ヒストリーの記録処理または
除去処理を実行中に、実行単位切り替えでエラーが検出
されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUAHR1、DSNUADP1
システムの処置:

処理は異常終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

説明: DROP 処理中に、SYSIBM.SYSCOPY 情報の削
除が失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUADP1
システムの処置: 処理は異常終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
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00E40168
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。

る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

問題判別:

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBBOP、DSNUCAWT

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

説明: SYSIBM.SYSCOPY からレコードを挿入している
ときに、エラーが検出されました。

00E40168
説明: DSNBPFPP マクロの実行中に、DB2 のバッファ
ー・マネージャー (BM) サブコンポーネントが失敗しま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCRVA
システムの処置: この機能要求を出したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップは、異常終了します。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:
す。

00E40189

これは DB2 サブシステムの内部エラーで

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBINS
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP が要求されることもあ
ります。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
00E40190

00E40170
説明: COPY あるいは RECOVER ユーティリティーが
PARALLEL モードで実行していました。データがバッ
チとオンラインの DB2 アドレス・スペースの間で転送
されているときに、データ・トランスポート・メカニズ
ムでエラーが起こりました。
システムの処置: COPY または RECOVER ユーティリ
ティーは異常終了します。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、Diagnosis Guide and Reference のセクション 3 を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
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説明: SYSIBM.SYSCOPY カタログ表を走査していると
きに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUMDEL、DSNUBAUS
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP が要求されることもあ
ります。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
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00E40191
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
00E40191

00E40193
説明: ユーティリティーがカタログ表情報を検索すると
きにエラーが検出されました。これは内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

説明: SYSIBM.SYSCOPY からレコードを削除している
ときに、エラーが検出されました。

DSNUKINT

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUMDEL

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプお
よびデータベース・サービス・ストレージの SVC ダン
プが要求されます。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP が要求されることもあ
ります。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。

ユーザーの処置:
ださい。

DSNUGTBN

DSNUGPAR

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、60、
61。

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

00E40194

00E40192
説明: DSNULOG1 の部分リカバリー機能が呼び出され
たときに、DSNULOG1 の呼び出しが無効であることが
検出されました。渡されたパラメーターが、
SYSCOPY、 SYSUTILX、あるいは DSNDB01 に対する
TOCOPY または TORBA ではありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNULOG1、DSNUBAUS
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

説明: これは内部エラーです。 SHRLEVEL CHANGE
オプションを指定して COPY ユーティリティーを実行
しているときにエラーが検出されました。
システムの処置: この機能を要求したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップが異常終了しました。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答:
境を判別してください。

障害が起こっている環

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 4、5、
32。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBAID

これは内部エラーです。
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00E40195 • 00E40202
00E40195

# 00E40197

説明: これは内部エラーです。 SHRLEVEL CHANGE
オプションを指定して COPY ユーティリティーを実行
しているときにエラーが検出されました。

# 説明: DB2 はカタログ・ヒストリー表から行を削除し
# ているときにエラーを検出しました。

システムの処置: この機能を要求したユーティリティ
ー・ジョブ・ステップが異常終了しました。ユーティリ
ティー・ジョブは停止状態に置かれます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答:
境を判別してください。

障害が起こっている環

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 4、5、
32。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUBAID

# 00E40196
# 説明: DB2 はカタログ・ヒストリー表の読み取り中に
# エラーを検出しました。
#
#
#
#

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

# ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
# ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
# て最初から始動してください。
#
#
#
#

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。

#
#
#
#

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

# 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
# る次の診断項目を集めてください。 1、3、 4、5、
# 32、46。

#
#
#
#

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

# ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
# ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
# て最初から始動してください。
#
#
#
#

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。

#
#
#
#

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

# 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
# る次の診断項目を集めてください。 1、3、 4、5、
# 32、46。
00E40201
説明: RUNSTATS が、COMMIT の後に処理を元に戻
して継続することができませんでした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUSIDX、DSNUSTBL
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: これは内部エラーです。 1525 ページの『付
録 B. 問題判別』 にリストされている次の診断項目を
集めてください。 1、5、 32、46、 60、61。
00E40202
説明: RUNSTATS 処理中に表スペースまたは索引を走
査しているときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUSIDX、DSNUSTBL
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00E40203
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置: メッセージ DSNT500I が出された場
合には、示されたリソースが使用可能であることを確認
した上でジョブを再実行してください。それ以外の場合
には、システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: メッセージ DSNT500I
が出された場合には、 453 ページの『第 17 章 DSNT...
メッセージ』のメッセージの説明を参照してください。
それ以外の場合には、これは内部エラーです。 問題の
識別および報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40205
説明: RUNSTATS 時の COMMIT または ABORT 処
理から、エラーが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUSDRB

DSNUSIDX

DSNUSTBL

00E40203

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。

説明: RUNSTATS メッセージ形式設定ルーチンに渡さ
れたパラメーター・リストに、エラーを検出しました。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUSMSG

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40204
説明: 表スペース区画の PB0 制御ブロックを見つけよ
うとしたときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUSTBL
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答:

障害が起こっている環

問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40206

# 説明: DB2 は、SYSIBM.SYSCOLUMNS または
# SYSIBM.SYSCOLUMNS_HIST カタログ表の統計を更新
# しているときに、エラーを検出しました。
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
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00E40207
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 4、5、
32、46。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 4、5、
32、46。

00E40207

00E40209

# 説明: DB2 は、SYSIBM.SYSINDEXES または
# SYSIBM.SYSINDEXES_HIST カタログ表の統計を更新し
# ているときに、エラーを検出しました。

# 説明: DB2 は、SYSIBM.SYSTABLEPART または
# SYSIBM.SYSTABLEPART_HIST カタログ表の統計を更
# 新しているときに、エラーを検出しました。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 4、5、
32、46。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 4、5、
32、46。

00E40208

00E40210

# 説明: DB2 は、SYSIBM.SYSINDEXPART または
# SYSIBM.SYSINDEXPART_HIST カタログ表の統計を更
# 新しているときに、エラーを検出しました。

# 説明: DB2 は、SYSIBM.SYSTABLES または
# SYSIBM.SYSTABLES_HIST カタログ表の統計を更新し
# ているときに、エラーを検出しました。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。

DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい

問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
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00E40211
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

オペレーターの応答:
てください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 4、5、
32、46。

システム・プログラマーの応答: 示された状態を訂正で
きない場合には、障害の発生した環境を判別し、 DB2
にエラーがあると思われる場合には、問題の判別および
報告に関するについては、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

00E40211
説明: SYSIBM.SYSTABLESPACE カタログ表の統計を
更新しているときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUSCT6、DSNUSUTS
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 4、5、
32、46。
00E40212
説明: RUNSTATS 処理中にカタログ表にアクセスしよ
うとしたときに、「リソース利用不能」状態が検出され
ました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUSVAL
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了とともにメッセージ DSNT500I が出
されます。 SDUMP がとられることもあります。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを再始動
させてください。 DSNT500I が出ていない場合には、
レジスター 2 に入っている 2 次 DB2 理由コードによ
り、問題に関する詳しい情報が提供されます。 システ
ム・プログラマーに通知してください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: 本書のメッセージ DSNT500I を参照してく
ださい。また、レジスター 2 で提供された 2 次の理由
コードについて、本書の記述を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40213

# 説明: DB2 は、SYSIBM.SYSCOLDIST または
# SYSIBM.SYSCOLDIST_HIST カタログ表の統計を更新し
# ているときに、エラーを検出しました。
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。
システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 示された状態を訂正で
きない場合には、障害の発生した環境を判別してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、3、
4、5、 32、46。
00E40214

# 説明: DB2 は、SYSIBM.SYSTABSTATS または
# SYSIBM.SYSTABSTATS_HIST カタログ表の統計を更新
# しているときに、エラーを検出しました。
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
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00E40215
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。
システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 示された状態を訂正で
きない場合には、障害の発生した環境を判別してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、3、
4、5、 32、46。
00E40215

# 説明: DB2 は、SYSIBM.SYSINDEXSTATS または
# SYSIBM.SYSINDEXSTATS_HIST カタログ表の統計を更
# 新しているときに、エラーを検出しました。
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。この 2 次理由コードが本書
に記載されていない場合は、IBM の内部コードです。
システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 示された状態を訂正で
きない場合には、障害の発生した環境を判別してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、3、
4、5、 32、46。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。 DSNT500I が出ていな
い場合は、レジスター 2 に DB2 の 2 次理由コードが
含まれていて、問題のさらに詳しい情報が示されていま
す。この 2 次理由コードが本書に記載されていない場
合は、IBM の内部コードです。 システム・プログラマ
ーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 示された状態を訂正で
きない場合には、障害の発生した環境を判別してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、3、
4、5、 32、46。
00E40217
説明: SYSIBM.SYSCOLDISTSTATS カタログ表の統計
を更新しているときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUSUPD、DSNUSACD
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。 DSNT500I が出ていな
い場合は、レジスター 2 に DB2 の 2 次理由コードが
含まれていて、問題のさらに詳しい情報が示されていま
す。この 2 次理由コードが本書に記載されていない場
合は、IBM の内部コードです。 システム・プログラマ
ーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 示された状態を訂正で
きない場合には、障害の発生した環境を判別してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。

00E40216
説明: SYSIBM.SYSCOLSTATS カタログ表の統計を更
新しているときに、エラーが検出されました。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、3、
4、5、 32、46。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUSUPC、DSNUSACO
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00E40218
00E40218

# 説明: DB2 は、SYSIBM.SYSLOBSTATS または
# SYSIBM.SYSLOBSTATS_HIST カタログ表の統計を更新
# しているときに、エラーを検出しました。
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正し、ユーティリティーを終了し
て最初から始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 4、5、
32、46。
00E40220
説明: STOSPACE 処理中に、SYSIBM.SYSSTOGROUP
カタログ表にアクセスしているときに、エラーが検出さ
れました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUTSSA
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40221
説明: SYSIBM.SYSTABLEPART カタログ表にアクセ
スしているときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUTSSA、DSNUKINP
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40222
説明: STOSPACE 処理中に、SYSIBM.SYSINDEXPART
カタログ表にアクセスしているときに、エラーが検出さ
れました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUTSSA
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
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00E40223
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40223
説明: SYSIBM.SYSTABLESPACE カタログ表にアクセ
スしているときに、エラーが検出されました。

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUTSSA、DSNUKINP

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

00E40225

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40224
説明: STOSPACE の処理中、SYSIBM.SYSINDEXES
カタログ表にアクセスしているときに、エラーが検出さ
れました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUTSSA
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。
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説明: STOSPACE 処理中に DSNPSCAT によってエラ
ーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUTSSA
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40300
説明: 一連の索引項目ロードの後の END INDEX
LOAD 処理中に、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXA、DSNURBXC
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。
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システム・プログラマーに通知してく

00E40301
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40301
説明: 再編成中の表スペースに関連するデータ・セット
について、使用頻度の高い RBA を入手しようとしてい
たときに、エラーを検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURFIT
システムの処置:

処理は異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 使用頻度の高い RBA
を入手できなかった理由を判別し、状況を訂正し、ユー
ティリティーを再始動させてください。
問題判別: 使用頻度の高い RBA を入手するために
は、再編成中の表スペースに関連するデータ・セットを
オープンしなければなりません。データ・セットが利用
可能であり、ユーティリティーによってオープンできる
ことを確認してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

00E40303
説明: NAME、 CREATOR、 TBNAME、および
TBCREATOR 列を取り出すために、
SYSIBM.SYSINDEXES カタログ表にアクセスしようと
試みました。 SYSIBM.SYSINDEXES にアクセスするの
に使用された DSNXKACC プロトコルからエラーが戻
されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGIXN、DSNUKINT
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 「リソース利用不能」状態が表示されたので
ない限り、バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置: 「リソース利用不能」メッセージが出
された場合には、そのメッセージに関する記述を参照し
てください。使用不能なリソースが使用可能になれば、
ユーティリティー・ステップを再始動させることができ
ます。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーかもしれません。

00E40302

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

説明: ページ・セットを強制的にクローズしようとして
いたときに、エラーが起こりました。

00E40304

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

説明: 非クラスター索引のためのキー /RID の対の削除
処理中に、エラーが起こりました。

DSNURBXA DSNURBXB

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXA

DSNURCLP

DSNURBXC

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
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00E40305
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 60、 32、
46、 61、 5。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

00E40305
説明: 索引スペースまたは表スペースのページ・セット
またはページ・セット区画のリセット中に、エラーが起
こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXC、DSNUGRST
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 この異常終了とともにメッセージ DSNT500I
が出ることがあります。 DSNT500I の前にコンソール
上に他の関連するメッセージが出ることがあります。
SDUMP がとられることもあります。
ユーザーの処置: DSNT500I が示す「リソース利用不
能」状態を訂正し、ユーティリティーを再始動するか、
あるいはユーティリティーを終了して入力し直すかのい
ずれかを行なってください。 DSNT500I が出ていない
場合には、レジスター 2 に入っている 2 次 DB2 理由
コードにより、問題に関する詳しい情報が提供されま
す。 システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 示された状態を訂正で
きない場合は、障害の起こった環境を判別してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合は、問題の識
別および報告についてDB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40307
説明: 表スペースまたは索引スペースのページ・セット
のための動的カーソル・ブロック (CUB) を作成してい
るときに、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXB
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

問題判別: 本書のメッセージ DSNT500I を参照してく
ださい。レジスター 2 から 2 次の理由コードを参照し
てください。

00E40308

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

説明: 表スペース・レコード・バッファーのストレージ
の割り振りまたは割り振り解除中に、エラーが起こりま
した。

00E40306

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXB

説明: 表スペースまたは索引スペースのページ・セット
のための PSCB を検索または作成しているときに、エ
ラーが起こりました。

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXB、DSNURBXC

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

ユーザーの処置:
ださい。
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00E40309
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40309

DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: 再始動処理時に、ユーザーが作業データ・セ
ットを操作した場合には、操作を正しく行ったことを確
認してください。

説明: 索引項目の構成中にエラーが起こりました。この
エラーは、表スペース・レコードの読み取り中、表スペ
ース・レコードからのキーの抽出中、または索引への項
目の接続中に起こっています。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 4、5、
32、46。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXB

00E4030B

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

説明: 現行のフェーズ中に処理されたレコードの総数
と、このフェーズで処理されると予期されたレコードの
総数が一致しないことが判明しました。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
し、ターゲット・オブジェクトはすべてリカバリー保留
状態に置かれます。処理されたレコードと予期されたレ
コードの両方を報告するために、メッセージ DSNU254I
が以前に出されています。ダンプが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。表スペースは REBUILD ユーティリティーによ
って再作成することができます。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照し
てください。

00E4030A
説明: 現行のフェーズで処理したキーの総数と、処理を
予定していたキーの総数が一致しないことが判明しまし
た。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
し、ターゲット・オブジェクトはすべてリカバリー保留
状態に置かれます。処理されたキーと予期されたキーの
両方を報告するために、メッセージ DSNU255I が以前
に出されています。ダンプが要求されます。
ユーザーの処置: ユーティリティーを TERM し、索引
のリカバリー保留状態をリセットするために REPAIR
ユーティリティーを実行することによって索引にアクセ
スし直してください。 CHECK INDEX ユーティリティ
ーを実行して、影響を受けた索引の中に矛盾しているも
のが存在しないかどうか判別してください。 矛盾して
いる索引は、REBUILD INDEX または RECOVER
INDEX ユーティリティーによってリカバリーすること
ができます。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、

問題判別: アンロード・データ・セットが正しく処理さ
れたか確認してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E4030C
説明: ディクショナリーの作成中に、内部エラーが発生
しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUDCTI DSNUDCTB DSNUDCTC
DSNUDCTV DSNURBDC DSNURPDC DSNURWBF
システムの処置: ユーティリティーは停止します。
オペレーターの応答: 必要に応じて、SYSOPR 権限を
もつオペレーターは、-TERM UTILITY コマンドを出し
て、停止したユーティリティーが要求したリソースを解
放することができます。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
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00E4030D • 00E4030F
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、 2、
4、 5、 32、 46。
00E4030D
説明: LOAD または REORG ユーティリティーが、物
理的に矛盾している可能性のある索引を検出しました。
このため、LOAD または REORG ユーティリティーが
索引の処理を完了できませんでした。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 SYSABEND ダンプまたは SVC ダンプは要求
されません。
ユーザーの処置: この異常終了が REORG ユーティリ
ティー処理中に起こった場合は、 DB2 索引再作成ユー
ティリティーを使用して、作成されなかったすべての索
引を再作成する必要があります。 どの索引の処理が完
了されなかったかを判別するには、 SPACENAM およ
び RESTRICT オプションを指定した DB2 -DISPLAY
DATABASE コマンドを使用してください。処理が完了
していない索引は、’RBDP’ (再作成保留) または
’PSRBD’ (ページ・セット再作成保留) 状態になってい
ます。 DB2 -TERM UTIL コマンドを使用して、失敗し
た REORG ユーティリティーを終了させてください。
また、DB2 索引再作成ユーティリティーを使用して、
矛盾した索引を再作成するためのジョブを実行してくだ
さい。

00E4030E
説明: SHRLEVEL CHANGE を指定した REORG で、
ログを処理中に、古い RID と新しい RID の間をマッ
プする表と、ログ・レコードが、矛盾していました。以
下のいずれか 1 つです。
v ログ・レコードは、更新前にデータ・レコードがポイ
ンター・データ・レコードであったことを示している
が、マッピング表は、データ・レコードが通常のデー
タ・レコードまたはオーバーフロー・データ・レコー
ドであったことを示している。
v ログ・レコードは、更新前にデータ・レコードが通常
のデータ・レコードまたはオーバーフロー・データ・
レコードであったことを示しているが、マッピング表
はデータ・レコードがポインター・データ・レコード
であったことを示している。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURLXL
システムの処置: この機能を要求する原因となったユー
ティリティー・ジョブ・ステップが異常終了します。ユ
ーティリティー・ジョブは停止状態に置かれます。
システム・プログラマーの応答: これは内部エラーで
す。障害が起こっている環境を判別してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

この異常終了が LOAD ユーティリティー処理中に起こ
った場合は、作成されていない索引の 1 つまたは複数
が固有の索引であれば、データを再作成する必要がある
かもしれません。この場合に、最初にデータを再作成せ
ずに索引の再作成を行うと、索引再作成ユーティリティ
ー処理中に、重複キーに関するエラー・メッセージが出
される可能性があります。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2 ま
たは 4 のいずれか (DSNUTILA または DSNUTILB の
いずれが ABEND を出したかによる)、
5、32、37、47、50、64、66、72、86、87。

問題判別: この異常終了に先立ってメッセージ
DSNU548I が出され、 ’PSRDB’ (ページ・セット再作成
保留) 状態にある索引が示されます。 LOAD または
REORG ユーティリティーは、このような状態にある索
引を処理できず、したがって異常終了しました。
’PSRDB’ は、区分表スペースの 2 次索引に対してセッ
トされ、索引が物理的に矛盾している可能性があること
を示します。 DB2 ユーティリティーが、ユーティリテ
ィー処理 (つまり、索引の作成処理) 中に、索引を物理
的に変更すると、これが起こります。ユーティリティー
が処理を完了できない場合、索引は ’PSRDB’ 状態のま
まになり。索引を再作成しなければ、DB2 はその索引
を使用できません。

説明: ログ処理の最後の反復の後、シャドー・コピー内
の 1 つまたは複数の索引キーが固有でありません。

00E4030F

SHRLEVEL CHANGE を指定した REORG は次のよう
に動作します。
1. 再編成されている区域 (表スペースまたは区画) の元
のコピーからデータをアンロードする。
2. その区域のシャドー・コピーに再ロードする。
3. ログ (アプリケーションによる元のコピーへの書き込
みを記録する) をシャドー・コピーに反復して適用
し、シャドー・コピーと元のコピーが同じデータを
含むようにする。
表スペースに固有の索引がある場合は、それらの索引に
おいて、元のコピーの中の関連する索引キーは固有でな
ければなりません。これらの索引キーは、シャドー・コ
ピー内でも固有でなければなりません。
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00E40310 • 00E40313
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURLOG

ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

システムの処置: この機能を要求する原因となったユー
ティリティー・ジョブ・ステップが異常終了します。ユ
ーティリティー・ジョブは停止状態に置かれます。

問題判別:

システム・プログラマーの応答: これは内部エラーで
す。障害が起こっている環境を判別してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40312
説明: 打ち切り処理中にエラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURELD、DSNURULD

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2 ま
たは 4 のいずれか (DSNUTILA または DSNUTILB の
いずれが ABEND を出したかによる)、
5、32、37、47、50、64、66、72、86、87。

システムの処置: ユーティリティーは異常終了します。
バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが要求されま
す。

00E40310

ユーザーの処置:
ださい。

説明: LOAD または REORG ユーティリティーを再始
動中にエラーが起こりました。対応するエラー・メッセ
ージが出されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURELD、DSNURULD
システムの処置:

ユーティリティーは異常終了します。

ユーザーの処置: 異常終了以前に出されたエラー・メッ
セージに応答して、エラー・メッセージに示されたよう
に、入力を訂正してください。そのうえで LOAD また
は REORG のユーティリティー実行を再始動してくだ
さい。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60、61。
00E40311
説明:

コミット処理中に、エラーが起こりました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUK001
DSNURENF

DSNUPREC
DSNURULD

DSNUPTSS DSNURELD
DSNURWBF

システムの処置: ユーティリティーは異常終了します。
バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが要求されま
す。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40313
説明: 最初または次のキー項目を索引で検索していると
きに、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUKGET
DSNURLAP

DSNURBXC
DSNURLXL

DSNURCRI

DSNURFBI

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
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00E40314
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

説明: 最初または次のレコード項目を表スペースから検
索していたときに、エラーが起こりました。

00E40314
説明: 検索した最後の索引項目へとカーソル・ブロック
(CUB) を位置づけているときに、エラーが起こりまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURFBI
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

00E40316

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNURFBR

DSNURWES DSNUKICK

DSNUCRUL

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40317

00E40315
説明: 主カーソル・ブロック (CUB) を位置変更してい
るときに、エラーが起こりました。エラーが起こったロ
ケーションは、検索された最後の表スペース・レコード
のレコード ID (RID) によって定義されているロケーシ
ョンです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURFBR
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
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説明: オブジェクト記述子に対応する OBID のオブジ
ェクト記述子ブロック (ODB) が見つかりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURLXL、DSNUnnnn
ここで、'nnnn' は SDWA 内の VRA の VRARRK5 で
与えられる CSECT 名 ID です。 DSNUnnnn はダン
プ・タイトルで与えられる完全な CSECT 名です。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
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00E40318 • 00E4031B
この異常終了理由コードは、次の CSECTS によって出
されます。 DSNURCCP

00E40318
説明: 一連のデータ・レコード・ロードの準備または終
了中、あるいはデータ・レコードをロードしようとして
いたときに、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURWBF、DSNUGTER
システムの処置:
します。

ユーティリティー・ジョブは異常終了

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 ssnDBM1 アドレス・スペースの SDUMP が
必要です。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、Diagnosis Guide and Reference のセクション 3
を参照してください。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。

問題判別: これは内部エラーです。付録 B の X-5 ペ
ージにある「問題判別」にリストされている次の診断項
目を集めてください。
1、2、5、32、37、47、50、64、66、72、86、87

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60、61。

00E4031B

00E40319
説明: SYSIBM.SYSTABLES カタログ表からの情報を
検索中に、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 DSNURWIR
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E4031A
説明: REORG TABLESPACE SHRLEVEL(CHANGE)
の処理中にインライン・コピーのページをコピーしてい
る際に、シャドー・データ・セット内で 1 つまたは複
数の破壊されたページが検出されました。ジョブ出力内
のメッセージ DSNU518I は、破壊されたページを示し
ます。

説明: 再編成中の区域 (表スペースまたは区画) につい
て、 SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE を指
定した REORG は、元のデータ・セットからデータを
アンロードし、シャドー・データ・セットにデータを再
ロードします。 その後、REORG は、名前変更の過程
で一時名を使用して、元のデータ・セットおよびシャド
ー・データ・セットの名前を交換します。データ・セッ
トの元の名前は、
『catname.DSNDBx.dbname.psname.I0001.Annn』 形式に
なっています。データ・セットのシャドー名は、
『catname.DSNDBx.dbname.psname.S0001.Annn』 の形式
になっています。データ・セットの一時名は、
『catname.DSNDBx.dbname.psname.T0001.Annn』 の形式
になっています。 REORG は、データに対してだけで
なく、索引に対してもこれらのデータ・セットを使用し
ます。
元のデータ・セットおよびシャドー・データ・セットの
名前を交換するために、 REORG は以下のように名前
を変更します。
1

切り替えフェーズで、元のデータ・セットの元
の名前から一時名に名前が変更されます。

2

切り替えフェーズで、シャドー名から元の名前
にシャドー・データ・セットの名前を変更しま
す。

3

utilterm フェーズで、元のデータ・セットを一
時名からシャドー名に変更します (ユーザー管
理のデータ・セットの場合)。 DB2 管理のデー
タ・セットの場合、一時名は削除されます。
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00E4031C
この異常終了コードは、REORG の切り替えフェーズ中
に、これらのエラーのいずれかが検出されたことを示し
ます。
1

名前変更 1 で、一時名をもつデータ・セット
がすでに存在している。

2

名前変更 2 で、元の名前をもつデータ・セッ
トがすでに存在している。

2

切り替えフェーズで、シャドー名から元の名前
にシャドー・データ・セットの名前を変更しま
す。

3

utilterm フェーズで、元のデータ・セットを一
時名からシャドー名に変更します (ユーザー管
理のデータ・セットの場合)。 DB2 管理のデー
タ・セットの場合、一時名は削除されます。

これらのエラー状態は、DB2 管理またはユーザー管理
のデータ・セットの場合に起こります。

名前変更後に -TERM UTILITY が出された場合は、
-TERM UTILITY は、REORG が変更した名前を以下の
ように変更し直します。

データ・セット名、および文脈コード 1 または 2 とと
もに、メッセージ DSNU360I も表示されます。

4

元のデータ・セットをシャドー名から一時名に
変更します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURRNM

5

シャドー・データ・セットを元の名前からシャ
ドー名に変更します。

システムの処置: この機能を要求する原因となったユー
ティリティー・ジョブ・ステップが異常終了します。ユ
ーティリティー・ジョブは停止状態に置かれます。

6

元のデータ・セットを一時名から元の名前に変
更します。

ユーザーの処置:
い。

次のいずれかの処置をとってくださ

v データ・セットを削除してからユーティリティーを再
始動する。
v ユーティリティーを TERM する。 データ・セット
を削除してから、SHRLEVEL REFERENCE または
CHANGE を指定して REORG を再実行する。
00E4031C
説明: 再編成中の区域 (表スペースまたは区画) につい
て、 SHRLEVEL REFERENCE または CHANGE を指
定した REORG は、元のデータ・セットからデータを
アンロードし、シャドー・データ・セットにデータを再
ロードします。 その後、REORG は、名前変更の過程
で一時名を使用して、元のデータ・セットおよびシャド
ー・データ・セットの名前を交換します。データ・セッ
トの元の名前は、
『catname.DSNDBx.dbname.psname.I0001.Annn』 形式に
なっています。データ・セットのシャドー名は、
『catname.DSNDBx.dbname.psname.S0001.Annn』 の形式
になっています。データ・セットの一時名は、
『catname.DSNDBx.dbname.psname.T0001.Annn』 の形式
になっています。 REORG は、データに対してだけで
なく、索引に対してもこれらのデータ・セットを使用し
ます。
元のデータ・セットおよびシャドー・データ・セットの
名前を交換するために、 REORG は以下のように名前
を変更します。

REORG の処理中または -TERM UTILITY の処理中
に、システムの問題のために、データ・セットの名前変
更が失敗しました。このエラー状態は、 DB2 管理のデ
ータ・セットまたはユーザー管理のデータ・セットに対
して出されます。
データ・セットの古い名前と新しい名前などの情報を含
むメッセージ DSNP027I も表示されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURRNM
システムの処置: この機能を要求する原因となったジョ
ブ・ステップが異常終了します。ユーティリティー・ジ
ョブまたは -TERM UTILITY コマンドは停止状態にな
ります。
ユーザーの処置: このエラーが名前変更 1、2、または
3 の処理中に起こった場合は、訂正することができま
す。次の処置から選択してください。
v 問題を訂正し、ユーティリティーを RESTART す
る。
v ユーティリティーを TERM する。
この状態が名前変更 1、2、または 3 の処理中に起こっ
た場合は、問題を訂正し、ユーティリティーを TERM
してシステム・プログラマーに通知してください。
名前変更 4、5、または 6 の処理中にこの状態が起こっ
た場合は、システム・プログラマーに通知してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: これは内部エラーで
す。障害が起こっている環境を判別してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報

1

切り替えフェーズで、元のデータ・セットの元
の名前から一時名に名前が変更されます。
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00E40320
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。
1、3、4、5、10、12、32。メッセージ DSNP027I とと
もに表示される情報も集めてください。

説明: LOAD または REORG ユーティリティーの
RELOAD フェーズを再始動させようとしていたとき
に、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURWUC
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
これは内部エラーです。

説明: 索引に項目を追加しようとしていたときに、エラ
ーが起こりました。

システムの処置: エラーが起こった索引の処理は終了し
ます。この索引は、内部的には利用不能リソースとして
示されます。エラーが起こった索引は、ユーティリティ
ー・エラー・メッセージによって示されます。データベ
ース・サービス・ストレージの SVC ダンプが要求され
ますが、この状態を記述する'リソース利用不能'メッセ
ージがすでに出ている場合には、ダンプは要求されませ
ん。他の索引については、索引項目の処理が続けられま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別: これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40321

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40323

説明: SYSIBM.SYSCOLUMNS カタログ表からの情報
を検索中に、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUKINE

DSNUROFL

DSNUCBRK

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプが
要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

00E40322

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXA

00E40320

問題判別:

る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい

説明: LOAD または REORG ユーティリティーの実行
中に、エラーが起こりました。この異常終了の前に、問
題を特定するエラー・メッセージが出ています。この異
常終了は、ユーティリティーを再始動するときに必要と
なる作業データ・セットを保管して保護する目的で出さ
れます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNURELD
DSNURENF

DSNURWBF DSNURBXD DSNURVIX

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 SYSABEND ダンプまたは SVC ダンプは要求され
ません。
ユーザーの処置: 異常終了の前に出たエラー・メッセー
ジに応答してください。入力を訂正し、ユーティリティ
ーを -TERM してから再実行するか、あるいは
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00E40324
RESTART パラメーターを指定してユーティリティーを
再実行してください。 DB2 にエラーがあると思われる
場合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 作業データ・セットが使われていて、後処理
が MOD、DELETE、および CATLG (DISP=
(MOD、DELETE、CATLG)) である場合には、この異常
終了が出てもユーティリティーを再始動させることがで
きます。前のエラー・メッセージを参照して、問題の訂
正方法を判別してください。
00E40324
説明: 索引項目の構成中にエラーが起こりました。表ス
ペースからキーを抜き出す際に、エラーが起こりまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXB
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプお
よびデータベース・サービス・ストレージの SVC ダン
プが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、60、
61。
00E40326
説明: 索引の構成中にエラーが起こりました。ソートの
際にエラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXB
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプお
よびデータベース・サービス・ストレージの SVC ダン
プが要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、60、
61。

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、60、
61。

00E40333

00E40325

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURFIS

説明: 索引の構成中にエラーが起こりました。索引項目
を索引ページ・セットにロードしているときに、このエ
ラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURBXB
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 バッチ・ストレージの SYSABEND ダンプお
よびデータベース・サービス・ストレージの SVC ダン
プが要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システムの処置: RELOAD フェーズの処理は終了しま
す。 ssnmDBM1 アドレス・スペースの SDUMP が要求
されます。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答:
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説明: RELOAD フェーズのデータ・バッファーへの強
制的な書き出しを試みていたときに、エラーが起こりま
した。

障害が起こっている環
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00E40334
00E40334

00E40336

説明: LOAD または REORG ユーティリティー処理で
SYSIBM.SYSFIELDS カタログ表から COLUMN 情報を
取り出そうとしていたときに、エラーが検出されまし
た。

説明: LOAD または REORG ユーティリティーがエン
コードまたはデコードのフィールド手順を呼び出すため
に使用した DSNXIFPS プロトコルから、DB2 の内部エ
ラーを示すエラー・コードが戻されました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNURFIT、DSNURWIS、DSNUBACI、DSNUBAFI

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURFBR、DSNURWBG

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 この異常終了とともに DSNT500I メッセージが
SYSPRINT データ・セットに書き込まれない限り、
SDUMP が要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 可能であれば、示され
たエラーを訂正し、 RESTART パラメーターを指定し
て、終了したユーティリティー・ジョブを再実行してく
ださい。問題を訂正できないで、DB2 にエラーがある
と思われる場合は、問題の識別および報告に関する詳細
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: リソース利用不能が原因でこの異常終了が起
こった場合には、DSNT500I メッセージにより、問題判
別および訂正に関する十分な情報が提供されます。レジ
スター 2 に入っている 2 次の理由コードによって、追
加情報が得られるかもしれません。
00E40335

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 SDUMP が要求されます。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
問題判別: これは内部エラーです。問題の識別および報
告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の
第 2 部を参照してください。
00E40340
説明: LOAD または REPAIR ユーティリティーが、日
付 / 時刻データ・タイプの変換ルーチンを呼び出すため
に、 DSNXVCCR プロトコルを使用しました。 DB2 内
部エラーを表すエラー・コードが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNURWBG

DSNURWUT

DSNUCBRK

システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 ssnmDBM1 アドレス・スペースの SDUMP が
要求されます。

説明: SYSIBM.SYSRELS 表から行を読み取ろうとして
いたときに、エラーを検出しました。

ユーザーの処置:
ださい。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGRLN

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

システムの処置:
します。

ユーティリティー・ジョブは異常終了

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、32、 60、61。

問題判別:

システム・プログラマーに通知してく

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40341
説明: LOAD REPLACE または LOAD PART
REPLACE ユーティリティー のリセット処理中に障害
が起こりました。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 ssnmDBM1 アドレス・スペースの SDUMP が
要求されます。
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00E40343
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40343
説明: LOAD あるいは REORG ユーティリティーが、
現在のログ RBA を入手するために DSNJCKLO プロト
コルを使用しました。DB2 内部エラーを表すエラー・
コードが戻されました。
システムの処置: ユーティリティー・ジョブは異常終了
します。 ssnmDBM1 アドレス・スペースの SDUMP が
要求されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40345
説明: MVS ソートを実行していたサブタスクが異常終
了しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUREKY、DSNURELD、DSNURBXD
システムの処置: 異常終了に関連するソートが生成した
エラー・メッセージがある場合は、ユーティリティー・
ジョブ・ステップの UTPRINT DD ステートメントが示
す装置 / データ・セットに送られます。
ユーザーの処置: エラーの原因を判別してください。エ
ラーを訂正できる場合は、'RESTART(PHASE)' パラメー
ターを使用すると、再ロード・フェーズの初めからユー
ティリティーを再始動することができます。エラーのた
めにユーティリティーを完了できない場合には、
-TERM コマンドを出して、停止したユーティリティー
をシステムから除去してください。
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オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
問題判別: このエラーは、異常終了 00E40005 が原因
で起こる可能性があり、エラー・メッセージ DSNU044I
は、サブタスクから出ました。この場合は、サブタスク
が異常終了する原因となったエラーを訂正してくださ
い。 ほとんどの場合は、UTPRINT DD ステートメント
で指定された装置 / データ・セットに送信される SORT
からのエラー・メッセージにより、問題が識別されま
す。ダンプが不要な場合もあります。 SORT が
UTPRINT データ・セットをオープンできない場合に
は、メッセージと異常終了だけしか提供されません。こ
の場合は、UTPRINT DD ステートメントの問題を訂正
した上で、 RESTART(PHASE) オプションを指定してジ
ョブを再始動してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40346
説明: COPY データ・セットを作成する LOAD または
REORG サブタスクが異常終了しました。
システムの処置: 異常終了に関連するサブタスクが生成
したエラー・メッセージがある場合は、ユーティリティ
ー・ジョブ・ステップの SYSPRINT DD ステートメン
トが示す装置とデータ・セットに送られます。
ユーザーの処置: エラーの原因を判別してください。エ
ラーを訂正できる場合は、'RESTART(PHASE)' パラメー
ターを使用して、再ロード・フェーズの始めからユーテ
ィリティーを再始動してください。エラーが原因でユー
ティリティーが完了できない場合は、 -TERM コマンド
を出して、停止したユーティリティーをシステムから除
去してください。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーが、-TERM UTILITY コマンドを出すと、停止したユ
ーティリティーが請求したリソースを解放することがで
きます (これは必要でない場合もあります)。
問題判別: COPYDDN および RECOVERYDDN キーワ
ードが示すデータ・セットのスペース不足状況が原因で
このエラーが起こる場合があります。この場合は、デー
タ・セットの割り振りを訂正し、 RESTART(PHASE) オ
プションを指定してジョブを再始動してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60。
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00E40347
説明: サブタスクの 1 つが異常終了したため、このユ
ーティリティーのメインタスクが異常終了します。この
メッセージの前に、サブタスク自体がアベンドを出しま
す。
システムの処置: 異常終了に関連するサブタスクが生成
したエラー・メッセージがある場合は、ユーティリティ
ー・ジョブ・ステップの SYSPRINT DD ステートメン
トが示す装置とデータ・セットに送られます。
ユーザーの処置: サブタスクでのエラーの原因を判別し
てください。エラーを訂正できる場合は、
'RESTART(PHASE)' パラメーターを使用して、フェーズ
の始めからユーティリティーを再始動してください。エ
ラーが原因でユーティリティーが完了できない場合は、
TERM コマンドを出して、停止したユーティリティーを
システムから除去してください。
オペレーターの応答: SYSOPR 権限をもつオペレータ
ーは、停止状態のユーティリティーによって請求された
リソースを解放するために TERM UTILITY コマンドを
出すことができます (これは必要でない場合もありま
す)。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
32、46、 60。

ユーザーの処置: ユーティリティーを再始動または終了
させることができます。
v ユーティリティーを再始動には、 ″RESTART″ パラ
メーターを指定して最後のコミット・ポイントで再始
動してください。
v 終了させるには、-TERM コマンドを使用してユーテ
ィリティーを終了させ、次に、 CHECK LOB ユーテ
ィリティーを実行して基礎表内の行に関連付けられて
いない LOB 表スペース内のすべての LOB を確認し
ます。
00E40353
説明: LOB 表スペースを再編成中に、エラーが検出さ
れました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNURLOB
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: レジスター 2 に入っている 2 次
DB2 理由コードにより、問題に関する詳しい情報が提
供されます。システム・プログラマーに通知してくださ
い。
問題判別: これは内部エラーです。
リストされている次の診断項目を集めてください。 1、
2、 4、5、 32、46。

00E40350
説明:
た。

エラーが LOB MANAGER 挿入から戻されまし

システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置: レジスター 2 に入っている 2 次
DB2 理由コードにより、問題に関する詳しい情報が提
供されます。システム・プログラマーに通知してくださ
い。
問題判別:

これは内部エラーです。

00E40401
説明: KEY 処理で、REPAIR において指定のキーを走
査していたときに、エラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCBRP
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 4、 5、
32、 46。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。

00E40351

問題判別: これは内部エラーです。

説明: CLOB、BLOB、あるいは DBCLOB 列のある表
が入った表スペースに対して、LOAD RESUME YES を
出す場合、 ″RESTART(PHASE)″ パラメーターを指定し
ても RELOAD フェーズでは、再始動できません。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま
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00E40403
ユーザーの処置:
ださい。

00E40403
説明: レコード処理による REPAIR 時に要求された
RECORD を走査していたときに、エラーが検出されま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCBRP
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40406
説明: ページ置き換え機能 DSNBRELP からエラーが
戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCBRP
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

00E40404
説明: ページ獲得機能 DSNBGETP からエラーが戻さ
れました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCBRP
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

システム・プログラマーに通知してく

これは内部エラーです。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E40410
説明: データ管理プログラムの DSNISETR プロトコル
がエラーを戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCDEL、DSNURLAP

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。

システムの処置:
す。

00E40405

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

説明: 部分オープン機能 DSNBOPPP からエラーが戻
されました。

問題判別:

これは内部エラーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCBRP
システムの処置:
す。
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00E40411
00E40411

00E40415

説明: REPAIR DELETE 処理中に、DSNIDLET プロト
コルからエラーが戻されました。

説明: データ共用メンバー ID のメンバー名を判別す
るときにエラーが検出されました。これは内部エラーで
す。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUCDEL
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUPREC、DSNUPLGR、DSNUCALA
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

これは内部エラーです。
00E40500

00E40413
説明: REPAIR ユーティリティーによってエラーが検
出されました。特に、DSNINOTC プロトコルによって
エラーが戻されています。

説明: リセット機能 DSNPRSPS または DSNPREST に
よってエラーが戻されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGTER

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

DSNUCBRP

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

DSNUCBRR

DSNUCDEL

システムの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
は停止状態になります。
問題判別: この異常終了コードとともに、訂正可能な問
題を示す DSNT500 エラー・メッセージが出ることがあ
ります。 DSNT500 メッセージが出されていない場合、
または問題を訂正できない場合には、 1525 ページの
『付録 B. 問題判別』 にリストされている次の診断項
目を集めてください。 1、5、 32、46、 60、61。
00E40414
説明: データ共用環境で一番大きいメンバー ID を判
別しようとしているときにエラーを検出しました。これ
は内部エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUPREC、DSNUCALA、DSNUAHR2
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照
してください。
問題判別: この異常終了とともに、1 つまたは複数の
DSN メッセージがオペレーターのコンソールに表示さ
れることがあります。この DSN メッセージにより、訂
正可能なユーザー・エラーが示されるかもしれません。
このメッセージとともに、DSN メッセージが出ていな
い場合は、おそらく、この異常終了の原因は内部エラー
です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。1、5、32、46、60、
61。
00E40600
説明: バッチ側の DB2 でユーティリティーの異常終了
が起こりました。この異常終了は CATMAINT または
REPAIR DBD ユーティリティーのいずれかが出す可能
性があります。ユーティリティーは終了し、異常終了時
点までのすべての作業がバックアウトされます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
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00E40601
DSNUECML DSNUECMU DSNUECM0
DSNUEXDB DSNUEXDL DSNUEXLO
DSNUEXUP

DSNUECM1
DSNUEXUN

システムの処置: この機能を実行している実行単位は、
正常に続行されます。ユーザー・ダンプが要求されま
す。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、ユーザー・ダンプを要求し、 SYS1.LOGREC およ
び BSDS を印刷してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 異常終了の時点で処理されていたレコードが
SYSOUT に入っている可能性があります。
次の汎用レジスター (GPR) に、示された診断情報が入
っています。
GPR
2
5

内容
エラー・メッセージのアドレス
ロード表のアドレス

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 61。

問題判別: 次の汎用レジスター (GPR) に、示された診
断情報が入っています。
GPR
2
7

内容
エラー・メッセージのアドレス
CT のアドレス

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00E40609
説明: EDM プールで、以前の操作が原因で不連続とな
っている DBD が検出され、その DBD に現在ユーザー
がアクセスしています。このユーティリティーには、
EDM プールの DBD は連続である必要があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUECMI
システムの処置: この状態を検出したユーティリティー
は、呼び出し側に対して 『RESOURCE NOT
AVAILABLE』 を戻します。
ユーザーの処置: このデータベースへのすべての SQL
アクセスを中止してください。そうすれば、DBD が
EDM プールから除かれます。すべてのユーザーがデー
タベースのアクセスを終了した後に、ユーティリティー
を再度呼び出してください。連続した DBD が EDM プ
ールに取り込まれます。

00E40601
説明: DB2 データベース・サービスのアドレス・スペ
ース (ssnmDBM1) で、ユーティリティーの異常終了が
起こりました。
この異常終了は CATMAINT または REPAIR DBD ユ
ーティリティーのいずれかが出す可能性があります。ユ
ーティリティーは終了し、異常終了時点までのすべての
作業がバックアウトされます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUECMI

DSNUECM2

DSNUEXDL

システムの処置: この機能を実行している実行単位は、
正常に続行されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、SVC ダンプを要求し、 SYS1.LOGREC および
BSDS を印刷してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
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00E40702
説明: 表の走査処理中に、CHECK DATA ユーティリ
ティーがエラーを検出しました。データ管理プログラム
のプロトコル DSNISRCF がエラーを戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUKSCT
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
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00E40703
00E40703

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。

説明: 表の走査処理中に、CHECK DATA ユーティリ
ティーがエラーを検出しました。データ管理プログラム
の DSNINXTR プロトコルが、エラーを戻しました。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNUKSCT
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

問題判別: これは内部エラーです。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E40704
説明: 表の走査処理または削除処理時に、CHECK
DATA ユーティリティーがエラーを検出しました。デー
タ管理プログラムの DSNISETR プロトコルがエラーを
戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNUKSCT

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

DSNUKRDN

DSNUKRDY

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E40706
説明: 1 次キー突き合わせ処理時に、CHECK DATA
ユーティリティーがエラーを検出しました。データ管理
プログラムの DSNKSET プロトコルがエラーを戻しま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUKIFK、DSNUKNFK
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。

システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E40707

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

説明: 1 次キー突き合わせ処理時に、CHECK DATA
ユーティリティーがエラーを検出しました。データ管理
プログラムの DSNKNEX プロトコルがエラーを戻しま
した。

問題判別:

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUKIFK

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E40705
説明: データ管理プログラムの DSNIEXTK プロトコル
がエラーを戻しました。
この異常終了理由コードは、CSECT によって出されま
す。 DSNUKSCT、DSNUKICK、DSNURLXL

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
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00E40708
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

る次の診断項目を集めてください。 1、5。

問題判別:

00E4070A

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

説明: レコード挿入処理中に、CHECK DATA ユーテ
ィリティーがエラーを検出しました。データ管理プログ
ラムの DSNISRT プロトコルがエラーを戻しました。

00E40708

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUKRDN DSNUKRDY

説明: カスケード削除処理のためにレコードの位置を決
めているときに、 CHECK DATA ユーティリティーが
エラーを検出しました。データ管理プログラムの
DSNISETD プロトコルがエラーを戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUKRDY

システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置: 関連する例外表の定義を検討して、以
下の状態がエラーの原因となっていないかを判別してく
ださい。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。

v 例外表に参照制約がある。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

v 例外表の ″table-name2″ が、FOR EXCEPTION キー
ワード内の ″table-name1″ と同じである。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

これらが原因でない場合は、システム・プログラマーに
通知してください。

問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E40709
説明: カスケード削除処理用のレコードの位置を決めて
いたときに、 CHECK DATA ユーティリティーによっ
てエラーが検出されました。データ管理プログラムの
DSNINEXD プロトコルがエラーを戻しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUKRDY

v 例外表が固有の索引をもつ。

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 「ユーザーの応答」にリストされたエラーが
原因でない場合、これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E4070D
説明: SYSIBM.SYSTABLEPART 表の EPOCH 列を更
新しようとしたときに、エラーが検出されました。

ユーティリティー処理は異常終了しま

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGUEN

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージで示されたエラ
ー状態を訂正した上で、ユーティリティーを終了させて
最初から再始動させてください。

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了に伴って、メッセージ DSNT500I が
出ることがあります。 SDUMP がとられることもあり
ます。

システムの処置:
す。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 示された状態を訂正で
きない場合には、障害の発生した環境を判別してくださ
い。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

ユーザーの処置: DSNT500I メッセージが示す「リソー
ス利用不能」状態を訂正してください。最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいはユーティリティーを終了させて、最初からもう
一度始動してください。リソース・タイプ・コードの説
明については、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
の表 3 を参照してください。
DSNT500I が出ていない場合は、レジスター 2 に DB2

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
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00E4070F
の 2 次理由コードが含まれていて、問題のさらに詳し
い情報が示されています。本書に記載されていない 2
次理由コードは、IBM の内部コードです。
問題判別: この状態を訂正できない場合は、障害のある
環境を判別してください。問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60、61。
00E4070F
説明: 再始動したユーティリティーの実行中にエラーが
検出されました。この異常終了コードに先立って、エラ
ーのタイプを表すメッセージが出ています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUK001
システムの処置:
す。

ユーティリティー処理は異常終了しま

ユーザーの処置: この異常終了コードの前に出たメッセ
ージを調べて、エラーの原因を判別してください。エラ
ーを訂正し、ジョブを再始動させてください。

して異常終了を強制しました。 DIAGNOSE モードがア
クティブで、ユーティリティー処理中に、この
TRACEID またはメッセージのインスタンスが検出さ
れ、その時点で異常終了が強制されました。
00E40901
説明: DIAGNOSE ユーティリティーがバッチ・ユーテ
ィリティーのアドレス・スペースをスワップ不能にセッ
トしようとしましたが、失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUDIAG
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。
ユーザーの処置: ユーティリティーを終了させて、最初
から再始動させてください。問題が続く場合には、シス
テムで実行しているアプリケーションが少なくなるまで
待ってから、ジョブを再実行してください。
システム・プログラマーの応答: SYSEVENT
TRANSWAP 障害の発生した環境を判別してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

問題判別: 作業データ・セットが使用されていて後処理
が (MOD、DELETE、CATLG) である場合に、ユーティ
リティーの再始動が行えるように、この異常終了が強制
されます。

問題判別: DIAGNOSE ユーティリティーが、
SYSEVENT TRANSWAP 操作を出して、バッチ・ユー
ティリティーのアドレス・スペースをスワップ不能にセ
ットしようとしました。この操作が失敗し、アドレス・
スペースをスワップ不能にセットできません。

00E40900

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、61。

説明: DIAGNOSE ユーティリティーが ABEND を強
制しました。示されたユーティリティー TRACEID の示
されたインスタンスまたは DIAGNOSE ABEND ユーテ
ィリティー入力ステートメントからのメッセージを、
DIAGNOSE モードでユーティリティーを処理中に、検
出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGABN

00E40902
説明: DIAGNOSE WAIT 機能について、誤ったパラメ
ーターが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUDWTC

システムの処置:
終了されます。

ユーティリティーは要求どおりに異常

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 SVC ダンプが要求されます。

ユーザーの処置:
い。

進行中の診断手順を続行してくださ

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: DIAGNOSE ユーティリティーの ABEND
オプションが呼び出され、指定されたユーティリティー
TRACEID またはメッセージの特定のインスタンスに対

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
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00E40903
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60,

システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 SVC ダンプが要求されます。

00E40903

オペレーターの応答:
てください。

説明: DIAGNOSE WAIT 機能用のサービス・タスクを
作成中していたときに、エラーを検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUDWTC
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60,

説明: DIAGNOSE WAIT 機能の処理中にエラーが検出
されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUDWTC
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60,
00E40905
説明: DIAGNOSE WAIT 機能用のサービス・タスクの
削除中にエラーが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUDWTC
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システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: これは内部エラーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60,
00E40906
説明: WTOR メッセージを出す過程で、エラーを検出
しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUDWTC
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

00E40904

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 障害が起こっている環
境を判別してください。 問題の識別および報告につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60,
00E40907
説明: 特定のデータベース記述子 (DBD) に外部情報を
マップしようとしていたときに、エラーが検出されまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNUGMAP
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。この異常終了とともにメッセージ DSNT500I が出
ることがあります。 SDUMP がとられることもありま
す。
ユーザーの処置: DSNT500I メッセージに示された「リ
ソース利用不能」状態を訂正した上で、最後のコミッ
ト・ポイントからユーティリティーを再始動させるか、
あるいは、ユーティリティーを終了させて最初から再始
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00E41000
動させるかしてください。 DSNT500I が出ていない場
合には、レジスター 2 に入っている 2 次 DB2 理由コ
ードにより、問題に関する詳しい情報が提供されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

の起きている位置が分かります。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 示された状態を訂正で
きない場合には、障害の発生した環境を判別してくださ
い。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: 本書のメッセージ DSNT500I を参照してく
ださい。リソース・タイプ・コードの説明については、
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 の表 3 を参照して
ください。また、レジスター 2 で提供された 2 次の理
由コードについて、本書の記述を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
60。

| 00E41000
| 説明: 内部エラーが発生しました。ユーティリティー汎
| 用サービスが誤って呼び出されました。
| この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
| れます。 DSNUGDYN、DSNUGTDS
| システムの処置: ユーティリティー・ジョブ・ステップ
| は停止状態になります。
| ユーザーの処置: この汎用サービス DSNUGDYN と
| DSNUGTDS は TEMPLATE 動的割り振りを使用しない
| ことによりバイパスすることができます。
| オペレーターの応答: 不要。
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: この異常終了は起きて
はならないエラーです。問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。

| 問題判別: これは内部エラーです。
| 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
| る次の診断項目を集めてください。 1、5、 32、46、
| 60、61。
00E4D5D2
説明: プログラミング・エラーでのみ発生する論理ポイ
ントに、この異常終了が、発生します。
システムの処置: ユーティリティー処理は異常終了しま
す。 SYSABEND ダンプまたは SVC ダンプは要求され
ません。
ユーザーの処置: 00E4D5D2 はすべて APAR の対象で
す。アベンド・モジュールとオフセットにより、エラー
第 46 章 DB2 コード
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第 47 章 X’E5......’ コード
00E50001

00E50002

説明: ラッチ獲得要求がラッチ・デッドロック予防プロ
トコルに違反しています。無条件要求であった場合に
は、実行単位のラッチのレベルが、要求されたラッチの
レベルと等しいか大きくなっています。要求が条件付き
であった場合には、要求されたレベルのラッチを実行単
位がすでに所有しています。これは DB2 サブシステム
のエラーです。

説明: 要求側の実行単位が保持していないラッチに対し
て、ラッチ解放要求が出されました。これは DB2 サブ
システムのエラーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。問題判別の項を参照してください。
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: 異常終了について、システム・プ
ログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: この異常終了は、ラッチ獲得マクロの
DSNVLTHS および DSNVLTHX のインライン拡張によ
って出されます。
異常終了の時点で、診断情報が汎用レジスター 2 から
5 までに入っています。
レジスター
内容
2
ラッチ・クラス番号 (1〜32)
3
ラッチのアドレス
4、5
ラッチのクラス名 (1 〜 8 文字で、左寄せで
す)
呼び出し側モジュールのレジスター 2〜12 は、エラー
検出時点にレジスター 13 で指示された保管域に保管さ
れました。
要求側のリソース・マネージャーは、ラッチを要求する
前に機能リカバリーを正しく行う必要があります。
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、DB2 SVC ダ
ンプが要求されることが予想されます。
SYS1.LOGREC、および (入手可能であれば) SVC ダン
プを調べて、ラッチを要求しているサブコンポーネント
およびモジュールを判別してください。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。問題判別の項を参照してください。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
オペレーターの応答: 異常終了について、システム・プ
ログラマーに通知してください。
問題判別: この異常終了は、ラッチ解放マクロ
DSNVUNLS および DSNVUNLX のインライン拡張内か
ら、ならびにモジュール DSNVXUL0 から出されます。
異常終了が発生した時点で、診断情報が汎用レジスター
2 から 5 に入れられます。
この異常終了がインライン拡張マクロから出された場
合、レジスターは次のようにセットされます。
レジスター
内容
2
ラッチ・クラス番号 (1〜32)
3
ラッチのアドレス
4、5
ラッチのクラス名 (1〜8 文字で、左寄せです)
この異常終了が DSNVXUL0 から出された場合、レジス
ターは次のようにセットされます。
レジスター
内容
2
ラッチ・クラス番号 (1〜32)
3
ラッチのアドレス
4
ラッチ・ホルダーのアドレス
5
ラッチの最初のウェイター
異常終了しているモジュールのレジスター 2〜12 は、
エラーが検出された時点で、レジスター 13 がポイント
した保管域に保管されました。
要求側のリソース・マネージャーは、ラッチの保持中に
機能リカバリーを正しく行う必要があります。
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、DB2 SVC ダ
ンプが要求されます。 SYS1.LOGREC、および (入手可
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00E50003
能であれば) SVC ダンプを調べて、ラッチを要求してい
るサブコンポーネントおよびモジュールを判別してくだ
さい。

# 00E50003
# 説明: ラッチを要求している実行単位は、すでにそのラ
# ッチを所有していることが示されています。これは
# DB2 サブシステムのエラーです。
# システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
# 了します。
# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。問題の識別および報告については、「DB2
Diagnosis Guide and Reference」の第 3 部を参照してく
ださい。

# 問題判別: 異常終了の時点で、汎用レジスター・ゼロに
# は、実行単位が要求しているラッチのアドレスが入りま
# す。
# SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、DB2 SVC ダ
# ンプが要求されます。
# 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
# る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: ラッチが解放された後、ウェイターを再開しよう
として、エラーが見つかりました。この異常終了は、再
開されることになっている次のリソース・オプション・
ブロック (ROB) がすぐ前の ROB と同じ場合に出され
ます。つまり、ROB の ROBCHNA がそれ自体を指定
している場合です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVXUL0
現行の実行単位は異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、
DB2 SVC ダンプが要求されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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説明: ラッチ・ウェイター・チェーンに追加することに
なっていたリソース・オプション・ブロック (ROB) が
すでにチェーン上にありました。同一の ROB が同一の
ラッチ・ウェイター・チェーン上に 2 度来ることはで
きません。おそらく、DB2 サブシステムのエラーで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNVSLT0
システムの処置:
了します。

DSNVSUL0

DSNVXLT0

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: 異常終了の時点で、汎用レジスター 3 に
は、ラッチ・ウェイター・チェーンに追加されるはずの
ROB のアドレスが入っています。
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、DB2 SVC ダ
ンプが要求されます。

00E50004

システムの処置:

00E50005

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50006
説明: トラック情報によると、現在ラッチ・ウェイタ
ー・チェーンで延期されている実行単位が、ラッチを獲
得するための要求を出しました。単一の実行単位で同時
に両方を行うことはできません。おそらく、DB2 サブ
システムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVSLT0、DSNVXLT0、ならびに
DSNVLTHS または DSNVLTHX のラッチ獲得マクロを
出すすべての CSECT
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
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00E50007
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

問題判別: 異常終了の時点で、汎用レジスター 0 には
実行単位が待機していると予想されるラッチのアドレス
が収められ、汎用レジスター 2 にはラッチ・ウェイタ
ー・チェーンの上のリソース・オプション・ブロック
(ROB) のアドレスが収められています。

DSNVLTT0
DSNVXUL0

SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、DB2 SVC ダ
ンプが要求されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50007
説明: トラック情報によると現在ラッチ・ウェイター・
チェーン上で延期されている実行単位が、ラッチをテス
トまたは解放する要求を出しました。単一の実行単位で
同時に両方を行うことはできません。おそらく、DB2
サブシステムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVLTT0、DSNVSUL0、DSNVXUL0、およ
び DSNVUNLS または DSNVUNLX のラッチ解放マク
ロを出すあらゆる CSECT
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: 異常終了の時点で、汎用レジスター 0 には
実行単位が待機していると予想されるラッチのアドレス
が収められ、汎用レジスター 2 にはラッチ・ウェイタ
ー・チェーンの上のリソース・オプション・ブロック
(ROB) のアドレスが収められています。

DSNVSLT0

システムの処置:
了します。

DSNVSUL0

DSNVXLT0

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、
DB2 SVC ダンプが要求されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50009
説明: ラッチ管理プログラム・モジュールが、サービス
の要求の処理中に、無効なリソース・オプション・ブロ
ック (ROB) を検出しました。おそらく、DB2 サブシス
テムのエラーです。
これは、異常終了理由コードまたは DB2 サブシステム
終了コードのいずれかです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVLFRR
DSNVXLT0

DSNVLTT0
DSNVXUL0

DSNVSLT0

DSNVSUL0

システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。

00E50008

問題判別: SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、
DB2 SVC ダンプが要求されます。

SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、DB2 SVC ダ
ンプが要求されます。

説明: ラッチ管理プログラム・サービスを要求する実行
単位がポイントしている実行ブロック (EB) が無効であ
ることを、ラッチ管理プログラム・モジュールが、検出
しました。おそらく、DB2 サブシステムのエラーで
す。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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00E50012
00E50012
説明: TCB モードの呼び出し側が SRB 再ディスパッ
チ機能を要求しました。 SRB 再ディスパッチを要求で
きるのは、SRB モードの呼び出し側に限られます。お
そらく、DB2 サブシステムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVSDC0
システムの処置:

要求側のタスクは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: DSNVSDC0 内のリカバリー・ルーチンが診
断資料、 SYS1.LOGREC 内の項目を作成し、DB2 SVC
ダンプが要求されます。これらを調べると、違法な要求
を行ったタスクとリソース・マネージャーを判別できま
す。

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: DB2 が異常終了する場合には、 SVC ダン
プを調べて延期されたリソース・マネージャーおよび失
敗したサブコンポーネントの状態を判別してください。
たとえば、ACEMC (完了必須) ビットはオフになってい
なければなりません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50014
説明: 実行ブロック (EB) またはエージェント・サービ
ス・グローバル連絡域 (VGCA) が無効でした。このエ
ラーは、エージェント・サービス再開機能が、再開要求
側の 1 次アドレス・スペース以外のアドレス・スペー
スの TCB を再開しようとしたときに、検出されまし
た。これはサブシステムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVRSRB

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システムの処置: 再開されていたはずの TCB に関する
リカバリー・ルーチンに、このエラーは、リカバリー機
能委任 (引き渡) されます。

00E50013

オペレーターの応答:
てください。

説明: DB2 実行単位が異常終了しました。この異常終
了コードは、延期要求の結果として CANCEL 出口が実
行された場合に、最終的にはリソース・マネージャーに
よって出されるはずです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNVEUS1
DSNVDST0
DSNVXLT0

DSNVEUS3
DSNVFEB

システムの処置:
ます。

DSNVASTM DSNVCST0
DSNVSLT0 DSNVSUL0

エージェント取り消し処理が続行され

オペレーターの応答: 異常終了が原因で DB2 サブシス
テムが終了した場合に限り、システム・プログラマーに
通知してください。
システム・プログラマーの応答: この理由コードは、接
続 TCB の異常終了、またはオペレーターの -STOP
DB2 MODE(FORCE) コマンドの結果として出ることが
あります。それ以上の処置は不要です。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
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システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: この理由コードを出し
ている CSECT のリカバリー・ルーチンは、可変記録域
(VRA) に情報を記録します。 DB2 にエラーがあると思
われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。
問題判別: FRR DSNVSRR が SYS1.LOGREC に項目
を書き込み、DB2 ダンプが要求されます。 SVC ダン
プを調べて、再開操作を要求しているリソース・マネー
ジャー・モジュールを判別してください。レジスター 3
には SRB アドレスが入っています。レジスター 5 に
は EB アドレスが入っています。 VGCA が無効な場
合、そのアドレスはレジスター 8 に入っています。問
題となっている EB は、ターゲット TCB の EB で
す。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50015
説明: 再開要求のオブジェクトであった MVS 制御ブ
ロック (RB または STSV (SRB 状況保管域)) が無効で
した。 RB または STSV のアドレスは、 DB2 EB (実
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00E5001A
行ブロック) のオフセット X'1C' から獲得されたもので
す。これはサブシステムのエラーです。

手してください。障害のある環境 (DB2、IMS、CICS、
または TSO) を判別してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

DSNVSR

DSNVRSRB

DSNVSDC0

システムの処置: 異常終了した CSECT が DSNVRSRB
である場合には、このエラーは、再開されるはずであっ
た TCB に関するリカバリー・ルーチンにリカバリー機
能委任 (引き渡し) されます。異常終了した CSECT が
DSNVSR である場合には、このエラーは、 DB2 SRB
リカバリー・タスク DSNVRCT にリカバリー機能委任
(引き渡し) されます。最終的には、サブシステムが異常
終了する可能性があります。異常終了した CSECT が
DSNVSDC0 である場合には、エラーは一度再試行さ
れ、それが失敗すると、DB2 サブシステムは 00E50054
理由コードで終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: この理由コードを出し
ている CSECT のリカバリー・ルーチンは、可変記録域
(VRA) に情報を記録します。 DB2 にエラーがあると思
われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目および DB2 SVC ダン
プが、 FRR DSNVSRR ならびに DSNVSDC0 内のリカ
バリー・ルーチンによって要求されます。レジスター 6
にはターゲット EB アドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E5001A
説明: CANCEL THREAD コマンドによってスレッド
が終了しました。 CANCEL コマンドの DUMP キーワ
ードの結果、診断のためのダンプが提供されます。
システムの処置: DB2 は SYS1.LOGREC レコードを書
き込んで、SVC ダンプを要求します。この実行単位は
異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5。
処置が行われるのを待って、延期されていたモジュール
が、異常終了を出したモジュールです。
00E50029
説明: 31 ビット・アドレッシング機能なしでロードさ
れたロード・モジュールを検出すると、 DB2 タスキン
グ構造を確立するエージェント・サービス機能は、この
理由コードで、異常終了します。この異常終了の前にメ
ッセージ DSNV029 が出されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVASIM
システムの処置: サブシステムの始動は終了します。
システム・プログラマーの応答: メッセージ
DSNV029I を参照してください。
00E50030
説明: すでに初期設定されている DB2 アドレス・スペ
ースを初期設定する要求が行われました。これはサブシ
ステムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVASIM
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SVC ダンプを調べ
て、DSNVASIM を呼び出したリソース・マネージャ
ー・モジュール (レジスター 13 により指定された保管
域におけるレジスター 14 の内容) を判別してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の 第 2 部 を参照してください。

システム・プログラマーの応答: 処理が行われておらず
スレッドを続行することができない状態になっていたス
レッドを終了させるために、このコマンドが使われてい
た可能性があります。

問題判別: SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、
SVC ダンプが要求されます。レジスター 6 には、EB
のアドレスが入っています。フィールド EBPASCE に
は、初期設定されるアドレス・スペースの ASCE アド
レスが入っています。

DB2 の内部エラーであると思われる場合は、
SYS1.LOGREC リストのコピーおよび SVC ダンプを入

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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00E50031
00E50031
説明: APLOPT=1 で作成したエージェントに、2 次実
行単位から、エージェント終了要求が出されました。こ
れは、接続エージェント終了機能の使用方法としては正
しくありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVTRTH
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DSNVTRTH を呼び出
したリソース・マネージャー・モジュールを判別してく
ださい。レジスター 13 がポイントした保管域のレジス
ター 14 に、呼び出し側モジュールの戻りアドレスが入
っています。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。

ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、
SVC ダンプが要求されます。モジュールに入った時点
のレジスター 1 には、通常、ACE アドレスが入ってい
ます。ただし、DSNVTRTH に入った時点のレジスター
1 がゼロである場合には、レジスター 6 のアドレス
が、終了する ACE アドレスとなります。このアドレス
は EBROB をポイントし、EBROB は ROBACE をポイ
ントします。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50035
説明: システム・エージェント割り振りを実行する要求
を処理していたときに、リソース・マネージャーが割り
振り通知からゼロ以外の戻りコードを戻しました。これ
はサブシステムのエラーです。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVIALC

問題判別: SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、
DB2 SVC ダンプが要求されます。

システムの処置:
了します。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00E50032
説明: 無効な ACE オペランドが指定されたエージェン
ト・サービス管理プログラムの機能要求が出されまし
た。これは、要求されたサービスの使用方法としては、
正しくありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNVTRTH
システムの処置:
了します。

DSNVDISC

DSNVCONN

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ACE 制御ブロック
が、有効な接続エージェントであることを確認してくだ
さい。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識
別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
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この要求を出した実行単位は、異常終

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC にエラーが記録され、SVC
ダンプが要求されます。レジスター 7 にゼロ以外の割
り振り戻りコードが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50036
説明: すでに割り振られているエージェントに関してシ
ステム・エージェント割り振りを実行する要求が出され
ました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVIALC
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
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00E50040
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC にエラーが記録され、SVC
ダンプが要求されます。 EBROB をポイントするレジ
スター 6 のフルワード・アドレスはゼロになっている
はずです。このアドレスは ROBACE をポイントし、
ROBACE は ACERAL をポイントします。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50040
説明: スレッド、サインオン、またはレベル識別で、接
続エージェント終了要求を処理していたときにリカバリ
ー不能なエラーが起こり、続いて DB2 サブシステム終
了が呼び出されました。モジュール DSNVTRTH を扱っ
ていた FRR (DSNVTFRR) がリカバリーできません。こ
れは、サブシステム終了理由コードです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVTFRR
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: MVS システム・ログおよび SYS1.LOGREC
の内容を走査して、システム終了メッセージ DSNV086E
の直前に起こった DB2 異常終了を調べてください。そ
して、その異常終了の障害分析手順に従ってください。
X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終
了 / ダンプ・コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E50041
説明: エージェント構造終了要求を処理してしたときに
リカバリー不能なエラーが起こったのに続いて、 DB2
サブシステム終了が呼び出されました。モジュール
DSNVFACE を扱っていた FRR (DSNVTFRR) がリカバ
リーできません。これは、サブシステム終了理由コード
です。

システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: MVS システム・ログおよび SYS1.LOGREC
の内容を走査して、システム終了メッセージ DSNV086E
の直前に起こった DB2 異常終了を調べてください。そ
して、その異常終了の障害分析手順に従ってください。
X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終
了 / ダンプ・コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E50042
説明: トラック情報によると、現在ラッチ・ウェイタ
ー・チェーン上で延期されている実行単位は、エージェ
ント終了処理の最中です。これは、ラッチ管理プログラ
ム要求がまだ不完全であるか、あるいは正しくサービス
されていないことを示す可能性があります。おそらく、
DB2 サブシステムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVFACE、DSNVTEB
システムの処置:

現行の実行単位は異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 異常終了の時点で、汎用レジスター 0 には
実行単位が待機していると予想されるラッチのアドレス
が収められ、汎用レジスター 2 にはラッチ・ウェイタ
ー・チェーンの上のリソース・オプション・ブロック
(ROB) のアドレスが収められています。
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれ、DB2 SVC ダ
ンプが要求されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVTFRR
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00E50044
00E50044
説明: アクティブなリカバリー単位 (URE) をもつエー
ジェントに、エージェント終了要求が出されました。こ
れは接続エージェント終了サービスの使用方法としては
無効で、サブシステム・エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVTRTH
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: SYS1.LOGREC にエラーが記録され、SVC
ダンプが要求されます。モジュールに入った時点のレジ
スター 1 には、終了するエージェントの ACE アドレ
スが入っています。 ACEURE フィールドはゼロになっ
ているはずです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50045
説明: スレッド、サインオン、またはレベル識別で、接
続エージェント・サービス作成要求を処理していたとき
にリカバリー不能なエラーが起こり、続いて DB2 サブ
システム終了が呼び出されました。モジュール
DSNVCRTH を扱っていた FRR (DSNVCFRR) がリカバ
リーできません。これは、サブシステム終了理由コード
です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVCFRR
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: MVS システム・ログおよび SYS1.LOGREC
の内容を走査して、システム終了メッセージ DSNV086E
の直前に起こった DB2 異常終了を調べてください。そ
して、その異常終了の障害分析手順に従ってください。
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X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終
了 / ダンプ・コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E50046
説明: エージェント構造作成要求を処理していたときに
リカバリー不能なエラーが起こり、その後、DB2 サブ
システム終了が呼び出されました。モジュール
DSNVGACE を扱っていた FRR (DSNVCFRR) がリカバ
リーできません。これは、サブシステム終了理由コード
です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVCFRR
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: MVS システム・ログおよび SYS1.LOGREC
の内容を走査して、システム終了メッセージ DSNV086E
の直前に起こった DB2 異常終了を調べてください。そ
して、その異常終了の障害分析手順に従ってください。
X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終
了 / ダンプ・コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E50047
説明: EB RMRQ 形式設定要求を処理していたときに
リカバリー不能なエラーが起こったのに続いて、 DB2
サブシステム終了が呼び出されました。モジュール
DSNVFEB を扱っていた FRR (DSNVCFRR) がリカバ
リーできません。これは、サブシステム終了理由コード
です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVCFRR
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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00E50050
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

問題判別: MVS システム・ログおよび SYS1.LOGREC
の内容を走査して、システム終了メッセージ DSNV086E
の直前に起こった DB2 異常終了を調べてください。そ
して、その異常終了の障害分析手順に従ってください。
X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終
了 / ダンプ・コード』を参照してください。

00E50051

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E50050
説明: 取り消し、延期、再開、または SRB 再ディスパ
ッチ機能の呼び出し時に、システム・サービス・アドレ
ス・スペースの MVS 仮想記憶間ロック (CML) を、呼
び出し側のリソース・マネージャー実行単位が保持して
いました。これは、これらの機能の入り口プロトコルに
違反しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVSR、DSNVSDC0
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
このロックを使用しなければリソース・マネージャーの
逐次化が維持できないので、この異常終了については通
常のリカバリーは不可能です。リカバリー・ルーチン
は、エージェント・サービス・サブシステム終了プロト
コルの呼び出しを介して、 DB2 サブシステムを終了さ
せます。
SDWA の SDWACOMU フィールドに '00E50054' リカ
バリー理由コードが入り、同期サービスが DB2 サブシ
ステム終了の原因となったことが示されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 内部プロトコルでは、DSNVSR または
DSNVSDC0 呼び出し時には MVS ロックを保持できな
いことが指定されています。エラー発生時の呼び出し側
リソース・マネージャー、要求された機能、および
CML ロックの現在の所有者 (ASCB) を判別してくださ
い。このエラーの診断情報は、提供される
SYS1.LOGREC および DB2 SVC ダンプの資料から得
られるかもしれません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい

説明: TCB モードで実行されているにもかかわらず、
再開機能を要求しているリソース・マネージャーで、
TCTL=YES オプションが指定されていました。これ
は、この機能の入り口プロトコルに違反しています。こ
れはサブシステムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVSR
システムの処置: 主部 (メインライン) 処理は '04E' 異
常終了コードおよびこの理由コードで異常終了します。
このエラーはリソース・マネージャーの内部プロトコル
の違反であるので、この異常終了については通常のリカ
バリーは不可能です。リカバリー・ルーチンは、エージ
ェント・サービス・サブシステム終了プロトコルの呼び
出しを介して、 DB2 サブシステムを終了させます。
SDWA の SDWACOMU フィールドに '00E50054' リカ
バリー理由コードが入れられ、同期サービスが DB2 サ
ブシステム終了の原因となったことが示されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 内部プロトコルの資料では、TCTL=YES オ
プションは呼び出し時に SRB モードで実行されている
リソース・マネージャーにしか有効ではないと指定され
ています。エラー発生時における呼び出し側リソース・
マネージャーを判別してください。このエラーの診断情
報は、提供される SYS1.LOGREC および DB2 SVC ダ
ンプの資料から得られるかもしれません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50052
説明: 取り消し、延期、再開、または SRB 再ディスパ
ッチ機能の終了処理時に、システム・サービス・アドレ
ス・スペースの MVS 仮想記憶間ロック (CML) を解放
できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVSR、DSNVSDC0
システムの処置: 主部 (メインライン) 処理は '04E' 異
常終了コードおよびこの理由コードで異常終了します。
このロックを用いなければリソース・マネージャーの逐
次化が維持できないので、この異常終了については通常
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00E50054
のリカバリーは不可能です。 リカバリー・ルーチン
は、エージェント・サービス・サブシステム終了機能の
呼び出しを介して、 DB2 サブシステムを終了させま
す。
SDWA の SDWACOMU フィールドに '00E50054' リカ
バリー理由コードが入れられ、同期サービスが DB2 サ
ブシステム終了の原因となったことが示されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: この異常終了が起こった場合は、メインライ
ン処理のいずれかの時点で CML ロックが正常に獲得さ
れているはずです。エラー発生時における呼び出し側の
リソース・マネージャー、要求された機能、および
CML ロックの現在の所有者 (ASCB) を判別してくださ
い。このエラーの診断情報は、提供される
SYS1.LOGREC および DB2 SVC ダンプの資料から得
られるかもしれません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、7。
00E50054
説明: 延期、取り消し、再開、または SRB 再ディスパ
ッチ機能のリカバリー処理中にリカバリー不能なエラー
が起こると、同期サービス・リカバリー・ルーチンによ
って DB2 サブシステムが異常終了されます。これは、
サブシステム終了理由コードです。

ョン異常終了 / ダンプ・コード』を参照してください。
要求された機能のリカバリー処理中に次のいずれかの状
態が発生しました。
v エラー時に延期された SRB モード実行単位の再開処
理を完了させることができない。
v 1 次リカバリー処理中にエラーが起こり、2 次リカバ
リー・ルーチンに入った。
v リカバリーにより開始された延期 / 再開メインライ
ン・コードの再試行の結果として、機能リカバリー・
ルーチンに再帰的に入って再試行されている。
v メインライン処理時または機能リカバリー処理時に、
システム・サービス・アドレス・スペースの仮想記憶
間ロック (CML) を獲得または解放できない (たとえ
ば、理由コード '00E50051' または '00E50052')。
v TCB モードで実行されているにもかかわらず、呼び
出し側リソース・マネージャーが再開機能の
TCTL=YES オプションを要求した (たとえば、理由
コード '00E50051')。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E50055
説明: 同期サービス機能のリカバリー・ルーチンが、延
期された TCB モード実行単位の再開処理を正常に完了
することができませんでした。この再開処理は、取り消
しまたは再開機能によって要求されたものです。この理
由コードは、SDWA の SDWACOMU フィールドに入
れられます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVSRR

システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。こ
の理由コードは、同期サービスが終了の原因であること
を示す '04F' 異常終了コードと関連しています。

システムの処置: 延期された TCB モード実行単位を延
期状態のままにしておくことは許されないので、リカバ
リー・ルーチンは、MVS CALLRTM(TYPE=ABTERM)
サービスを呼び出して、実行単位を '04F' 完了コードで
異常終了させます。終了した実行単位によっては、DB2
サブシステムを異常終了させることがあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、必要に応じて DB2 を再始動させてください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

問題判別: MVS システム・ログおよび SYS1.LOGREC
の内容を走査して、システム終了メッセージ DSNV086E
の直前に起こった DB2 異常終了を調べてください。そ
して、その異常終了の障害分析手順に従ってください。
X'04F' および X'04E' 異常終了コードに関する詳細につ
いては、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザクシ

問題判別: MVS システム・ログおよび SYS1.LOGREC
の内容を走査して、実行単位の異常終了の直前に起こっ
た DB2 異常終了を調べてください。そして、その異常
終了の障害分析手順に従ってください。 X'04F' および
X'04E' 異常終了完了コードについては、 1523 ページの
『付録 A. CICS トランザクション異常終了 / ダンプ・

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVSRR、DSNVSDC0
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コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、7。
00E50059
説明: SRB 再開を準備中に、制御ブロックの最初のハ
ーフワード内の EB (実行ブロック) ID コードを検査し
て、ターゲット EB の妥当性検査を行いました。この
ID コードに誤りがありました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVSR、DSNVSDC0
システムの処置: エラーを検出している CSECT が
DSNVSR である場合、このエラーは DB2 SRB リカバ
リー・タスク DSNVRCT にリカバリー機能委任 (引き
渡し) されます。最終的には、DB2 は異常終了します。
エラーを検出する CSECT が DSNVSDC0 である場合
は、エラーを検出すると、コードが 1 回再試行されま
す。妥当性検査が失敗する場合には、DB2 サブシステ
ムは 00E50054 の理由コードで異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: FRR DSNVSRR および DSNVSDC0 のリカ
バリー・ルーチンが、 LOGREC 項目と DB2 ダンプを
要求します。レジスター 6 に、無効な EB のアドレス
が入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50062
説明: リソース・アクセス・リスト (RAL) に、アプリ
ケーション要求 (RARQ) が出されました。要求が出さ
れた時点で、RAL の RAL 抑止 (RALSUPPR) フラグは
オンになっていましたが、 (FRBFVLE を介して) アク
セスされた機能ベクトル・リスト項目 (FVLE) の
FVLEBIT0 がオンになっていません。これは許されませ
ん。すなわち、RAL の抑止中には FVLE 機能は許され
ません。
このエラーは、IMS/VS または CICS 呼び出し側がコミ
ットのフェーズ 1 を完了しているが、次の要求が、コ
ミット・フェーズ 2、打ち切り、あるいはコミットまた
は打ち切りオプション付きの終了ではなかったことを示

す可能性があります。この異常終了は、内部システムの
問題、おそらく、DB2 接続機能、あるいは要求側の
IMS/VS または CICS サブシステムの問題が原因で起こ
ったものです。
この異常終了理由コードは、次のマクロによって出され
ます。 DSNARARQ
システムの処置: RARQ を要求している接続タスクは
異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DSNARARQ マクロを呼び出しているモジュ
ールのリカバリー・ルーチンが、 SYS1.LOGREC の記
録および SVC またはアプリケーションのダンプ (ある
いはその両方) を要求しているはずです。 FRB には
FRBRALE および FRBFVLE の項目が入っています。
また、RAL および実行ブロック・アドレス (FRBEB) へ
のポインターも入っています。レジスター 3 には、
FRBRAL からの RAL のアドレスが入っています。レ
ジスター 4 には、FRBRAL ポインターが示す (また、
FRBRALE が索引付ける) RALE のアドレスが入ってい
ます。レジスター 6 には、FRBEB からの EB のアド
レスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、22、
23、24、 25、26。
00E50063
説明: 有効ではあるが、この時点ではこの接続ユーザー
には許可されていない機能ベクトル・リスト項目
(FVLE) に対して、リソース・アクセス要求 (RARQ) が
出されました。この異常終了は、要求が誤った順序で出
された場合に起こります。たとえば、2 つの CREATE
THREAD 要求を連続させると、この異常終了が発生し
ます。また、呼び出し側に、許可されない要求が出た場
合にも、この異常終了が発生します。たとえば、
BATCH プロトコルのユーザーが PREPARE 要求を出し
た場合などが、これに当たります。プログラム呼び出し
(PC) をモジュール DSN3ABND に出し、このモジュー
ルがこの理由コードの X'04E' 異常終了を出します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ABND
システムの処置: RARQ を出しているタスクは異常終
了します。ただし、DB2 リカバリーがこの異常終了
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00E50065
を、この理由コードによる戻りコード 256 に変換する
ことがあります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: これはユーザー・エラーです。 RARQ を出
したユーザーは、この時点では要求された機能を使用す
る許可を得ていません。次の診断情報が使用できます。
v モジュール DSN3ABND に入ると、DB2 トレース表
に項目が 1 つ作成されます。トレースされる項目
は、DSNARARQ 要求を出そうとした RALE および
FVLE です。 DSNARARQ 要求の順序を判別するた
めに、先行のトレース表項目を調べて同じ実行ブロッ
ク (EB) を捜してください。
v DB2 提供の制御ブロックを用いてアプリケーショ
ン・ダンプが要求されます。このダンプには、出そう
としていた DSNARARQ 要求に関連する FRB が含
まれています。 FRBRALE および FRBFVLE フィー
ルドには出そうとした要求の索引が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 4、5。
00E50065
説明: 示されたリソース・マネージャーの機能表
(RMFT) に定義されていない機能コードを指定して、
RMRQ リンケージが要求されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVRMEL
システムの処置:
終了します。

RMRQ が要求された実行単位は異常

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 異常終了したリソース・マネージャー・モジ
ュールのリカバリー・ルーチンが、 SYS1.LOGREC 記
録および DB2 SVC ダンプを要求しています。レジス
ター 14 は、未定義の機能とのリンケージを要求したリ
ソース・マネージャー・モジュールを示しています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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00E50069
説明: MVS SRBSTAT (SAVE) サービスが確立したリ
カバリー・ルーチンを SRB モードで実行している時、
延期機能に関するリカバリー処理の過程で、この異常終
了が出されます。エラー発生時に FRR スタック内にあ
ったルーチンは、このサービスが確立したリカバリー・
ルーチンだけなので、呼び出し側のリソース・マネージ
ャー・リカバリー・ルーチンへの通常の RTM リカバリ
ー機能委任はできません。
最初のメインライン・エラーのリカバリー処理が正常に
完了した後で、もとの FRR スタックを復元するルーチ
ンを再試行すると、RTM 環境が終了します。その後
で、このルーチンがこの理由コードと '04E' 異常終了を
出します。この結果、延期初期設定中に確立されたもと
のリカバリー・ルーチンに入ることになります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVSRR、DSNVSDC0
システムの処置: この異常終了をもとの延期リカバリ
ー・ルーチンが代行受信した後で、もとのエラーを記述
する SYS1.LOGREC 項目と DB2 SVC ダンプが要求さ
れます。もとのリカバリー理由コードが SDWA の
SDWACOMU フィールドに収められ、最初のエラーの
リカバリー処理でとった処置が示されます。その後で、
RTM リカバリー機能委任を介して呼び出し側のリソー
ス・マネージャーのリカバリー・ルーチンに制御権が戻
されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: この異常終了は、最初のリカバリー理由コー
ドを呼び出し側のリソース・マネージャーのリカバリ
ー・ルーチンに転送できるようにするだけのために使用
するので、この異常終了について、これ以上のリカバリ
ー処置は不要です。メインライン処理の過程で起こった
最初のエラーの診断情報は、提供される SYS1.LOGREC
と SVC ダンプ資料から入手できます。
00E50070
説明: 除去を指定したサービス・タスク削除要求に対し
て、この異常終了理由コードが出されます。また、サブ
システム・シャットダウン時に所有元のリソース・マネ
ージャーが削除できないサービス・タスクがある場合
は、この理由コードで異常終了します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
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00E50071
れます。
DSNVEUS3

DSNVDST0

DSNVEOT1

システムの処置: この異常終了は、通常は MVS
CALLRTM を介して出され、また、場合によっては、異
常終了している TCB のもとで実行中のサービス・タス
ク・ディスパッチャーが出すことがあります。このサー
ビス・タスクは、異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: サービス・タスクが完了コード X'04F' で異
常終了した場合には、 DB2 SVC ダンプはとられませ
ん。リソース・マネージャーが、わざわざ、除去オプシ
ョンを使用してサービス・タスクを終了させた場合もあ
ります。したがって、この異常終了は、実際のエラーで
ある場合とそうでない場合とがあります。異常終了時の
レジスター 6 は、異常終了発生時にアクティブになっ
ていた実行単位の実行ブロック (EB) をポイントしてい
ます。 EBSQH フィールドには、異常終了しているサー
ビス・タスクに関連するサービス・キュー・ヘッダーを
指示するポインターが入っています。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 異常終了時点のレジスター 6 は、サービ
ス・タスク・ディスパッチャーに割り当てられた実行ブ
ロック (EB) を示しています。 EBSQH フィールドに
は、異常終了しているサービス・タスクに関連するサー
ビス・キュー・ヘッダーを指示するポインターが入って
います。 SQH をもとに、要求側のリソース・マネージ
ャーを判別してください。前の SYS1.LOGREC 項目
で、要求側が終了した原因を示している可能性がありま
す。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50072
説明: この異常終了理由コードは、取り消しが予期され
ていなかった実行単位に関して、 DSNVSR から予期し
ない取り消しが戻された後で出されます。異常終了がモ
ジュール DSNVCST0 によって出された場合には、この
コードは、サブシステム終了理由コードでもあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNVEUS3

DSNVEUS4

DSNVCST0

DSNVEOT1

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システムの処置: DB2 サブシステムは異常終了しま
す。

00E50071

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。

説明: サービス・タスク作成の要求側に通知をしようと
して、再開サービスが取り消し (キャンセル) を戻した
後、この異常終了コードが出されます。要求側が終了し
てしまっているため、新たに作成したサービス・タスク
は終了させなければなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVEUS3
システムの処置:
ます。

このサービス・タスクは、異常終了し

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: 異常終了時点のレジスター 6 は、異常終了
している実行単位に関連する実行ブロック (EB) をポイ
ントしています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
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00E50073
00E50073

00E50075

説明: 実行単位切り替え処理が、無効な実行ブロック
(EB) または無効なリソース・オプション・ブロック
(ROB) を検出しました。おそらく、DB2 サブシステム
のエラーです。

説明: 実行単位切り替え要求で、無効なサービス・キュ
ー・ヘッダー (SQH) またはサービス・タスク ID
(STID)、あるいはその両方が指定されました。あるい
は、指定または暗黙のアドレス・スペースが無効である
場合もあります。これは、内部 DB2 プロトコル・エラ
ーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNVEUS2
システムの処置:

DSNVEUS3

DSNVTEB

現行の実行単位は異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: 異常終了の時点で、有効であるはずの、汎用
レジスター・ゼロがポイントする制御ブロックが、無効
でした。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVEUS1
システムの処置:

要求側は異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目および関連の SVC ダ
ンプを使用して、実行単位の切り替えを要求したリソー
ス・マネージャー・モジュールを判別してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50076

00E50074
説明: この異常終了コードは、サービス・タスクを作成
しようとしていたときに ATTACH から戻されたゼロ以
外の戻りコードへの応答として出されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVEUS4

説明: 現在削除処理中のサービス・タスクへの実行単位
の切り替えが要求されました。これは、内部 DB2 プロ
トコル・エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVEUS1
システムの処置:

要求側は異常終了します。

システムの処置: ATTACH が再試行されます。障害が
再発すると、DB2 は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、必要に応じて DB2 を再始動させてください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SDWA のレジスター 2 には、ATTACH 要
求からの戻りコードが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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システム・プログラマーに通知し

問題判別: SYS1.LOGREC 項目および関連の SVC ダ
ンプを使用して、実行単位の切り替えを要求したリソー
ス・マネージャー・モジュールを判別してください。リ
ソース・マネージャーが、サービス・タスクの削除を要
求した後で同じタスクのもとでの実行を試みることはで
きません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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00E50077
た。サブシステム終了時に新しいサービス・タスクを作
成することはできません。

00E50077
説明: デッドロック状態が発生しました。現在の要求ま
での一連のサービス・タスクのチェーンにすでに入って
いるサービス・タスクを、削除または同期的に実行する
要求されました。これは、内部サブシステムのプロトコ
ル・エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVEUS1、DSNVDST0
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目および関連の SVC ダ
ンプを使用して、この機能を要求したリソース・マネー
ジャー・モジュールを判別してください。記録している
FRR が EUS1FRRE である場合には、このデッドロック
は実行単位切り替えサービスによって検出されたもので
す。それ以外の場合には、このエラーはサービス・タス
ク削除要求時に検出されたものです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50078
説明: サービス・タスク作成の要求は受け取られました
が、サービス・タスク制御プログラムが終了していま
す。異常終了がモジュール DSNVCST0 によって出され
た場合には、このコードは、サブシステム終了理由コー
ドでもあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVCST0
システムの処置: 要求側の実行単位は終了します。サブ
システム全体が終了することもあります。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目および関連の SVC ダ
ンプを使用して、サービス・タスクの作成を要求したリ
ソース・マネージャーを判別してください。おそらく、
このエラーの発生時点ですでに DB2 は終了していまし

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50079
説明: 実行単位切り替え要求のターゲットに、無効なア
ドレス・スペース (ASCE) が指定されました。これは、
ターゲットが接続アドレス・スペースである場合、また
はアドレス・スペースが並列終了していた場合に起こる
ことがあります。
この異常終了コードは、渡されたエージェント・サービ
ス制御ブロックが無効であることが判明したときにも、
出ることがあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNVEUS1
システムの処置:
了します。

DSNVSR

DSNVSDC0

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目および関連の SVC ダ
ンプを使用して、実行単位の切り替え、延期、再開、取
り消し、または SRB ディスパッチング機能を要求した
リソース・マネージャー・モジュールを判別してくださ
い。実行ブロック (EB) のポインターとしてレジスター
6 を使用して、エージェント・サービス制御ブロック
(実行ブロック (EB) およびリソース・オプション・ブロ
ック (ROB)) が有効であることを確認してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50080
説明: 実行単位 (SRB または TCB) 処理プログラム
が、存在してはならない FRR に関する、1 つまたは複
数の項目が、現行の MVS 機能リカバリー・ルーチン
(FRR) スタックに含まれていることを検出しました。こ
の検査は、SRB または TCB のもとで実行されている
リソース・マネージャーが終わるときに行われます。
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00E50081
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVEUS2、DSNVEUS3
システムの処置: 異常終了コード X'04E' およびこの理
由コードを指定して、SVC ダンプが要求されます。無
関係の FRR 項目がスタックから削除されます。実行は
続行されます。アプリケーションには通知されません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに SVC
ダンプを通知してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: MVS コンソール・データが記録され、SVC
ダンプがとられます。 SYS1.LOGREC にレコードは書
き込まれません。
1 つまたは複数のリソース・マネージャー機能が作成し
た FRR が、削除されていません。アクティブ CPU の
PSA 内の現行の FRR スタックを調べてください。有効
なスタック項目は、DB2 および MVS ダンプ・サービ
スによって確立された項目だけであり、 DSNVEUS2 の
場合はそのモジュールによって確立された項目だけで
す。 FRR スタックの形式は、該当する MVS のデバッ
グの手引きでデータ域 FRRS として提供されていま
す。
00E50081
説明: TCB に関連するアクティブ ESTAE 出口のリス
トに、アクティブであってはならない ESTAE に関す
る、1 つまたは複数の項目が、含まれていることを、
TCB 実行単位処理プログラムが検出しました。この検
査は、TCB のもとで実行されているリソース・マネー
ジャーが終わるときに行われます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVEUS3
システムの処置: 異常終了コード X'04E' およびこの理
由コードを指定して、SVC ダンプが要求されます。無
関係の ESTAE 項目が削除されます。実行は続行されま
す。アプリケーションには通知されません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに SVC
ダンプを通知してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: MVS コンソール・データが記録され、SVC
ダンプがとられます。 SYS1.LOGREC にレコードは書
き込まれません。
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1 つまたは複数のリソース・マネージャー機能が作成し
た ESTAE 出口が削除されていません。ダンプを要求し
ている TCB を突き止めてください (ダンプが要求され
た時点でホーム・アドレス・スペースに入っていた
DB2 サービス・タスクです)。フィールド TCBSTABB
は、アクティブ出口に関する STAE 制御ブロック
(SCB) のチェーンをポイントします。 DSNVEUS3 が
(トークンとともに) 確立した ESTAE 出口とタスク作成
時に確立した ESTAI 出口に関する SCB だけが、有効
な SCB です。 SCB は LSQA にあります。 SCB の形
式は、該当する MVS デバッグの手引きでデータ域に提
供されています。
00E50094
説明: ROB キャッシュからとられた ROB が正しく形
式設定されていないことを、リソース・オプション・ブ
ロック (ROB) を獲得するマクロ・サービスが、検出し
ました。 ROB キャッシュを制御するキューがオーバー
レイされた場合、 ROB 自体がオーバーレイされた場
合、または DB2 内にプログラミング・エラーがある場
合にこれが起こります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 ROB サービス獲得を呼び出すどの CSECT も
この異常終了理由コードを使用する可能性があります。
システムの処置: 要求側の実行単位は終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: この異常終了に対して、SYS1.LOGREC 項
目のレジスター・ゼロが、示しているはずの ROB のア
ドレスを含んでいません。
SYS1.LOGREC 項目および関連のダンプを使用して、
ROB であるはずであった区域を調べてください。キャ
ッシュ内の ROB のチェーンを調べることも役に立つ可
能性があります。このチェーンは DB2 DSNDVGCA 制
御ブロックにアンカーされています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50095
説明: リソース・オプション・ブロック (ROB) を解放
するマクロ・サービスが、渡された ROB が正しく形式
設定されていず、実際に ROB の形態を持っていないと
判別しました。これは、ストレージ・オーバーレイの結
果として、または DB2 にプログラミング・エラーがあ

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00E50096
るために発生することがあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 ROB 解放サービスを呼び出すあらゆる
CSECT がこの異常終了理由コードを使用する可能性が
あります。
システムの処置:

要求側の実行単位は終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: この異常終了に対して、SYS1.LOGREC 項
目のレジスター・ゼロが、示しているはずの ROB のア
ドレスを含んでいません。
SYS1.LOGREC 項目および関連のダンプを使用して、
ROB であるはずであった区域を調べてください。

00E50097
説明: 実行単位を再開する要求が出ましたが、この要求
に必要なリソース・オプション・ブロック (ROB) が無
効です。おそらく、DB2 サブシステムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。再開サービスを要求するどの CSECT もこの異
常終了のオブジェクトとなります。これは、この異常終
了は、要求を出すのに使用されるマクロのインライン拡
張によって出されるからです。
システムの処置:
了します。

この要求を出した実行単位は、異常終

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

問題判別: 異常終了の時点で、汎用レジスター・ゼロに
は、有効な ROB を指示していなければならないのに指
示しなかったアドレスが含まれています。

00E50096

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: 実行要求を延期する要求が出されましたが、この
要求に必要なリソース・オプション・ブロック (ROB)
が無効です。おそらく、DB2 サブシステムのエラーで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。延期を要求する CSECT はすべて、この異常終
了の対象となります。それは、要求を出すのに使用した
マクロのインライン拡張が、この異常終了を出すからで
す。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 必要な診断資料を集め
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: 異常終了の時点で、汎用レジスター・ゼロに
は、有効な ROB を指示していなければならないのに指
示しなかったアドレスが含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00E50098
説明: 実行単位を再開する要求が出されましたが、クラ
イアントまたはエンクレーブ SRB をスケジュールしよ
うとする IEAMSCHD サービスが、ゼロ以外の戻りコー
ドを戻しました。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知し、ア
プリケーションを実行し直してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 異常終了の発生時、IEAMSCHD からの戻り
コードが、汎用レジスター ゼロ に入れられます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVSR、DSNVEUS1

第 47 章 DB2 コード

1343

00E50100
00E50100

00E50102

説明: リカバリー・スタック処理中に、ASCE が見つ
かりません。これは、サブシステムの内部エラーです。

説明: -STOP DB2 MODE(FORCE) コマンドの処理中
に、アクティブなすべてのエージェントを取り消してい
たところ、リカバリー不能なエラーが起こりました。こ
れは、サブシステム終了理由コードです。

この異常終了理由コードは、次のマクロによって出され
ます。 DSNVRSTK
システムの処置:
終了します。

要求側のリカバリー・ルーチンが異常

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 実行ブロック (EB) のアドレスにレジスター
6 を使用して、フィールド EBPASCE が持つアドレス
が有効であるかを検査してください。また、
SYS1.LOGREC 項目と関連 SVC ダンプが提供する情報
から、マクロを呼び出すリカバリー・モジュールも判別
してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVAGCL
システムの処置: サブシステムは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目を調べて、サブシステ
ム終了の直前の障害を捜してください。 X'04F' および
X'04E' 異常終了完了コードについては、 1523 ページの
『付録 A. CICS トランザクション異常終了 / ダンプ・
コード』を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

00E50101

00E50105

説明: -STOP DB2 MODE(FORCE) コマンドの処理中に
アクティブなすべての接続エージェントを取り消す準備
をしていましたが、エージェント取り消し機能が
ESTAE を確立できません。

説明:

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVAGCL
システムの処置: サブシステム・サポート・サブコンポ
ーネント (SSS) にこの異常終了が渡されます。おそら
く、DB2 は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: ESTAE を確立できな
いのは、通常は、ローカル・システム・キュー域
(LSQA) 内に ESTAE 制御ブロック (SCB) のための十
分なフリー・ストレージがないからです。必要に応じ
て、システム・サービス・アドレス・スペースのサイズ
を大きくしてください。
問題判別: 関連の SVC ダンプを検討して、システム・
サービス・アドレス・スペースに属する LSQA サブプ
ール内のフリー域および使用法を調べてください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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これは、内部エラーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVAI
システムの処置:
す。

呼び出し側のタスクは異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
84.
00E50106
説明:

これは、内部エラーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVAI
システムの処置:
す。
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呼び出し側のタスクは異常終了しま

00E50107 • 00E50502
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
84.
00E50107
説明:

これは、内部エラーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVAI
システムの処置:
す。

呼び出し側のタスクは異常終了しま

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

00E50501
説明: DB2 サブシステム異常終了処理中に、MVS
LOCAL ロックまたは CML ロックを解除できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVATRM
システムの処置: この実行単位は異常終了します。
SYS1.LOGREC にこのエラーが記録されます。 また、
可能であれば、別の実行単位のもとで DB2 サブシステ
ム終了が完了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目が要求されます。
SDWA の可変記録域 (VRA) に理由コード '00E50504'
が入っています。 VRA データには、エラー時点でのサ
ブシステム終了状況に関する情報が入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
84.

00E50502

00E50500

説明: DB2 サブシステム異常終了処理中に、MVS
LOCAL ロックを獲得できません。

説明: DB2 サブシステム異常終了時に、MVS LOCAL
または CML ロックを確立できません。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVATR4

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVATRM

システムの処置: この実行単位は異常終了します。
SYS1.LOGREC にこのエラーが記録され、可能であれ
ば、別の実行単位のもとで DB2 サブシステムの異常終
了が完了します。

システムの処置: この実行単位は異常終了します。
SYS1.LOGREC にこのエラーが記録され、可能であれ
ば、別の実行単位のもとで DB2 サブシステムの異常終
了が完了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目が要求されます。
SDWA の可変記録域 (VRA) に理由コード '00E50504'
が入っています。 VRA データには、エラー時点でのサ
ブシステム終了状況に関する情報が入っています。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目が要求されます。
SDWA の可変記録域 (VRA) に理由コード '00E50502'
が入っています。 VRA データには、エラー時点でのサ
ブシステム終了状況に関する情報が入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
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00E50503
00E50503
説明: DB2 サブシステム異常終了処理中に、MVS
LOCAL ロックを解除することができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVATR4
システムの処置: この実行単位は異常終了します。
SYS1.LOGREC にこのエラーが記録され、可能であれ
ば、別の実行単位のもとで DB2 サブシステムの異常終
了が完了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目が要求されます。
SDWA の可変記録域 (VRA) に理由コード '00E50503'
が入っています。 VRA データには、エラー時点でのサ
ブシステム終了状況に関する情報が入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E50504
説明: この理由コードを使用して、サブシステム終了処
理プログラムが SDWA 可変記録域 (VRA) に記録した
情報の形式を定義します。このコードは、モジュール
DSNVATRM で発生した異常終了に関して、VRA に追
加の情報を提供します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVATRR
システムの処置: サブシステム終了中に発生したエラー
が引き続き記録されます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SDWA の検出方法については、DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
00E50505
説明: この理由コードを使用して、SDWA 可変記録域
(VRA) に記録された情報の形式を定義します。このコー
ドは、モジュール DSNVATR4 で発生した異常終了に関
して、VRA に追加の情報を提供します。
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この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVATRR
システムの処置: サブシステム終了中に発生したエラー
が引き続き記録されます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
00E50701
説明: コミットのフェーズ 1 で障害が起こりました。
この異常終了の結果、UR 処理の打ち切り、割り振りの
解除、および終了に影響が及びます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVEUS2、DSNVEUS3
システムの処置:
す。

DB2 サブシステムは異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: 異常終了時点に生成された SYS1.LOGREC
および SVC ダンプの資料から、標準の DB2 診断情報
が得られるかもしれません。レジスター 6 には、コミ
ットが失敗した時点でアクティブになっていた EB のア
ドレスが入っています。 DB2 グローバル・トレース表
には、UR コミット機能出口に関する項目が入っていま
す。この項目には、戻りコードと理由コードが含まれて
います。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50702
説明: SRB モードでの実行中にエラーが起こり、リカ
バリーできません。
この終了理由コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNVEUS2
システムの処置: DB2 サブシステムは、この理由コー
ドで異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、DB2 を再始動させてください。
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00E50703
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: DSNVEUS2 のリカバリー・ルーチンが、も
との障害に関する DB2 ダンプを要求し、
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれています。
X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終
了 / ダンプ・コード』を参照してください。
00E50703
説明: このサブシステム終了理由コードは、延期された
実行単位を再開しようとしていたときのエラーの後に使
用されます。再開処理が正常に完了したかどうかは、未
確定です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVCST0

DSNVDST0

システムの処置:
す。

DSNVEUS1

DSNVEUS3

で終了します。また、リカバリー・ルーチンに対して
SDWA が提供されていない場合には、サブシステム終
了ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: SDWA が使用可能であった場合には、もと
の障害に関する DB2 ダンプが要求されていますので、
それを分析してもとのエラーの性質を判別してくださ
い。 SDWA が使用不能の場合には、サブシステム終了
によってとられた標準の MVS SVC ダンプを分析して
ください。サービス・タスク制御プログラムは、障害の
あるホーム・アドレス・スペース内のジョブ・ステップ
TCB の最初の下層 TCB です。 X'04F' および X'04E'
異常終了完了コードについては、 1523 ページの『付録
A. CICS トランザクション異常終了 / ダンプ・コー
ド』を参照してください。

DB2 サブシステムは異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: もとのエラーの発生時に生成された
SYS1.LOGREC および SVC ダンプの資料から、DB2
の診断情報が得られる可能性があります。 X'04F' およ
び X'04E' 異常終了完了コードについては、 1523 ペー
ジの『付録 A. CICS トランザクション異常終了 / ダン
プ・コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E50704
説明: DB2 サービス・タスク制御プログラムでエラー
が起こり、リカバリーできません。
この終了理由コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNVEUS4
システムの処置: このサブシステムは、この理由コード

00E50705
説明: 次のいずれかの理由で、サブシステム終了が要求
されました。
1. エージェントが、「必須完了」モードで実行中とい
うフラグが立った。
2. 実行単位がラッチを保持している。
3. どちらの条件も真であってはならない場合は、エー
ジェントがラッチ・ウェイター・キューにあるもの
として示されている。また、サブシステム終了に先
立って、この理由コードによる異常終了が発生して
いる可能性もあります。
この終了理由コードは、次の CSECT によって出されま
す。
DSNVEOT1

DSNVEUS2

DSNVEUS3

システムの処置: DB2 サブシステムは異常終了しま
す。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
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00E50706
Reference の 第 2 部 を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: もとのエラーの発生時に生成された
SYS1.LOGREC および SVC ダンプの資料から、DB2
の診断情報が得られる可能性があります。一緒に出され
る異常終了コードを参照して、「完了必須」状態にある
ときの障害を判別してください。 X'04F' および X'04E'
異常終了完了コードについては、 5 ページの『DB2 異
常終了コード (X'04E' および X'04F')』を参照してくだ
さい。
サブシステム終了がモジュール DSNVEUS2 によって要
求されている場合には、標準の MVS SVC ダンプが生
成されます。
「完了必須」標識は ACEMC ビットです。ラッチ保持
標識は、EBLTCHLD フィールド内に示されます。 ラッ
チ・ウェイター状況の情報は EBLWSI フィールド内に
示されます。
前の障害で、関連のリカバリー・ルーチンが正しいリソ
ース終結処理を実行しなかった結果、これらの状態が発
生します。また、リソース・マネージャー機能がすべて
のラッチを解放しないか、または制御権を DSNVEUS2
または DSNVEUS3 のいずれかに戻す前に「完了必須」
のビットをリセットしないか、あるいはその両方の場合
に、この条件が発生することがあります。
00E50706
説明: DB2 サービス・タスクのタスクの終わり条件
(End Task) を処理していたとき、リカバリー不能なエラ
ーが発生したか、あるいは、非同期サービス・タスクが
明示的な『サービス・タスク削除』要求以外の理由で終
了しました。後者の状況では、この理由コードによる異
常終了が要求されます。
この終了理由コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNVEOT1
システムの処置: このサブシステムは、この理由コード
で終了します。また、リカバリー・ルーチンに対して
SDWA が提供されていない場合には、サブシステム終
了ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに障害を
通知し、DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
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問題判別: SDWA が使用可能であった場合には、もと
の障害に関する DB2 ダンプが要求されているので、そ
れを分析してもとのエラーの性質を判別してください。
SDWA が使用不能の場合には、サブシステム終了によ
ってとられた標準の MVS SVC ダンプを分析してくだ
さい。 X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについ
ては、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザクショ
ン異常終了 / ダンプ・コード』を参照してください。
00E50707
説明: ESTAE を確立できないため、サービス・タス
ク、サービス・タスク制御プログラム、またはリカバリ
ー制御タスクを保護できません。これは、サブシステム
終了理由コードです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVEUS3

DSNVEUS4

システムの処置:
す。

DSNVEOT1

DSNVRCT

DB2 サブシステムは異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 2 つの DB2 アドレ
ス・スペースの LSQA サブプール内のフリー域および
使用法を見直してください。必要であれば、失敗したア
ドレス・スペースの専用域サイズを増やしてください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: モジュール DSNVRCT によってサブシステ
ム終了が要求された場合には、標準の MVS SVC ダン
プが要求されています。専用ストレージが十分になかっ
たために、この問題が起こった場合には、別の DB2 リ
ソース・マネージャーも異常終了していることがありま
す。 X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについて
は、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション
異常終了 / ダンプ・コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00E50708
説明: 接続エージェントをシステム・サービス・アドレ
ス・スペースに接続しようとして、異常終了が発生しま
した。接続エージェントの終了が行えるように、接続を
完了させなくてはなりません。
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00E50709
この終了理由コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNVCONN
システムの処置: この DB2 サブシステムは、この理由
コードで終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに障害を
通知し、DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: もとのエラーに関する DB2 ダンプが要求さ
れ、SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれています。
X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終
了 / ダンプ・コード』を参照してください。
00E50709
説明: サービス・タスク、サービス・タスク制御プログ
ラム、またはリカバリー制御タスクの障害が起こり、失
敗したタスクの ESTAE によってはリカバリーできなか
ったため、サブシステム終了が要求されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVSTAI
システムの処置:
す。

DB2 サブシステムは異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。エラ
ーの時点で、レジスターおよび失敗したタスクを判別し
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。

00E50710
説明: 接続エージェントをホーム・アドレス・スペース
から切り離そうとしていたときに、異常終了が発生しま
した。エージェントをシステム・サービス・アドレス・
スペースに接続して、終了するには、切り離し機能が必
要となります。
この終了理由コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNVDISC
システムの処置: この DB2 サブシステムは、この理由
コードで終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに障害を
通知し、DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: もとのエラーに関する DB2 ダンプが要求さ
れ、SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれています。
X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終
了 / ダンプ・コード』を参照してください。
00E50711
説明: ラッチ管理プログラム機能でエラーが起こり、ラ
ッチを待っている 1 つまたは複数の実行単位の状況が
未確定になっています。ラッチ管理者機能のリカバリ
ー・ルーチンは、待ち状態のすべての実行単位が再開さ
れているかどうかを判別できません。
この終了理由コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNVLFRR
システムの処置: この DB2 サブシステムは、この理由
コードで終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに障害を
通知し、DB2 を再始動してください。

問題判別: もとのエラーの発生時に生成された
SYS1.LOGREC および SVC ダンプの資料から、DB2
の診断情報が得られる可能性があります。 X'04F' およ
び X'04E' 異常終了完了コードについては、 1523 ペー
ジの『付録 A. CICS トランザクション異常終了 / ダン
プ・コード』を参照してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

問題判別: もとのエラーに関する DB2 ダンプが要求さ
れ、SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれています。
X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終
第 47 章 DB2 コード
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00E50712
了 / ダンプ・コード』を参照してください。

告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

00E50712

問題判別: サブシステム終了処理プログラムが MVS
SVC ダンプを要求しました。 X'04F' および X'04E' 異
常終了完了コードについては、 1523 ページの『付録
A. CICS トランザクション異常終了 / ダンプ・コー
ド』を参照してください。

説明: DB2 ラッチのホルダーを終了しようとして、ラ
ッチ管理プログラム機能にエラーが発生しました。
MVS が、ホルダーの TCB を、ディスパッチ不能にセ
ットしており、この TCB を終了させるための
CALLRTM は失敗しました。
この終了理由コードは次の CSECT によって使用されま
す。 DSNVXLT0、DSNVLFRR
システムの処置: この DB2 サブシステムは、この理由
コードで終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに障害を
通知し、DB2 を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: エラーの DB2 ダンプが要求され、
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれています。エラ
ー時点でのレジスター 3 には、ホーム・アドレス・ス
ペース内のラッチ・ホルダーの TCB アドレスが入って
おり、レジスター 4 には、CALLRTM からの戻りコー
ドが入っています。 X'04E' および X'04F' 異常終了完了
コードについては、 5 ページの『DB2 異常終了コード
(X'04E' および X'04F')』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E50713
説明: エージェント・サービス・リカバリー制御タスク
が、延期された CANCEL 出口に入りました。この理由
コードで、サブシステムの終了が要求されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVRCT
システムの処置:
す。

DB2 サブシステムは異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。サブ
システム終了処理プログラムによって要求された MVS
SVC ダンプを分析する必要があるかもしれません。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
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1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00E50715
説明: DB2 SRB モードの実行単位内で起こったリカバ
リー不能エラーの後で、サブシステム終了が要求されま
した。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVRCT
システムの処置: SRB から TCB へのパーコレーショ
ンの結果、 SRB 関連のタスクが異常終了しました。
DB2 サブシステムは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: もとのエラーの発生時に生成された
SYS1.LOGREC および SVC ダンプの資料から、DB2
の診断情報が得られる可能性があります。 X'04F' およ
び X'04E' 異常終了完了コードについては、 1523 ペー
ジの『付録 A. CICS トランザクション異常終了 / ダン
プ・コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E50717
説明: デフォルトのサービス・タスクに対して、リソー
ス・マネージャーの ESTAE 出口が除去されなかったた
め、サブシステムが終了しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVEUS3
システムの処置:
す。

DB2 サブシステムは異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
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00E50719
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: サブシステム終了要求の前に異常終了が起こ
った場合には、 SYS1.LOGREC および SVC ダンプの
資料から、DB2 診断情報が得られる可能性がありま
す。 X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについて
は、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション
異常終了 / ダンプ・コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00E50719
説明: サービス・タスク、サービス・タスク制御プログ
ラム、またはリカバリー制御タスクで障害が発生し、失
敗したタスクの ESTAE がこの障害をリカバリーできま
せん。 ESTAE 出口に SDWA が提供されませんでし
た。これは、サブシステム終了理由コードです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVSTAI
システムの処置:
す。

DB2 サブシステムは異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。

る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00E50725
説明: DB2 でスケジュールされた SRB モードの実行
単位内でリカバリー不能エラーが起こったために、サブ
システム終了が要求されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVRCT
システムの処置: SRB から TCB へのリカバリー機能
委任の結果、SRB 関連のタスク DSNVRCT が異常終了
しました。 DB2 サブシステムは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。必要
に応じて、サブシステム終了によって要求された MVS
SVC ダンプを分析してください。 DB2 にエラーがあ
ると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につ
いては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2
部 を参照してください。
問題判別: サブシステム終了の前に発生した異常終了の
結果として得られた SYS1.LOGREC および SVC ダン
プの資料から、DB2 診断情報が得られる可能性があり
ます。 X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについ
ては、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザクショ
ン異常終了 / ダンプ・コード』を参照してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。レジ
スター 3 には、もとのエラーの異常終了コードが入っ
ています。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

システム終了により、MVS SVC ダンプが要求されてい
ます。エラー箇所を判別するために、失敗した TCB の
RB 構造を調べてください。レジスター 1 に、もとの
SRB 異常終了コードが含まれています。

問題判別: MVS のリカバリー終了管理 (RTM) 機能に
よってシステム診断作業域 (SDWA) が提供されなかっ
たために、モジュール DSNVSTAI が、標準の DB2
SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプが生成すること
ができません。システム終了により、MVS SVC ダンプ
が要求されています。エラー箇所を判別するために、失
敗した TCB の RB 構造を調べてください。

00E50727

サブシステム終了要求の前に異常終了が起こっている場
合には、別のリカバリー・ルーチンによって、 DB2 診
断情報が得られる可能性があります。 X'04F' および
X'04E' 異常終了完了コードについては、 1523 ページの
『付録 A. CICS トランザクション異常終了 / ダンプ・
コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。

説明: エージェント・サービスの機能リカバリー処理中
に、2 次障害が起こりました。これは、サブシステム終
了理由コードです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNVEUS1
DSNVSTAI

DSNVEUS2

DSNVDST0

DSNVEOT1

システムの処置: DB2 サブシステムは異常終了しま
す。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
第 47 章 DB2 コード
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00E50730
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、このサブシステム終了の直前に起こった 1
つまたは複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。失敗した機能
リカバリー・ルーチンおよびエラー時点でのレジスター
を判別してください。
問題判別: もとのエラーの発生時に生成された
SYS1.LOGREC および SVC ダンプの資料から、DB2
の診断情報が得られる可能性があります。モジュール
DSNVEUS2 によってサブシステム終了要求が出された
場合には、 MVS SVC ダンプが要求されています。
X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
1523 ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終
了 / ダンプ・コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00E50730
説明: スレッド割り振り解除が処理したスレッドにまだ
未解決のリカバリー単位があり、未完了としてマークさ
れていることが検出されました。これは、サブシステム
終了理由コードです。
システムの処置: この DB2 サブシステムは、この理由
コードで終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
と、それに関連しているコンソール・リストを走査し
て、サブシステムが終了するまえに起こった 1 つまた
は複数の DB2 異常終了を調べてください。 DB2 にエ
ラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する
情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別: エラーの DB2 ダンプが要求され、
SYS1.LOGREC にレコードが書き込まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされている
次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNVIALC
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第 48 章 X’E6......’ コード
この章には、計測機能異常終了コードを記載しています。
00E60000

00E60086

説明: この理由コードは、DSNWRCRD サービスが提
供したデータに続いて、 SDWA 可変記録域 (VRA) に
情報が追加されたことを示すものです。これは、
SYS1.LOGREC 項目を調べているユーザーがこの理由コ
ードから、 VRA にどのような追加データが入っている
のかを判別できるようにするために行われます。この理
由コードは、マクロ IHAVRA によってマップされた、
VRA 内の最初のデータ項目です。

説明: MVS CML ロックを獲得しようとしたときに、
内部論理問題が起こりました。

この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNWVCM1

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを要求してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。

システムの処置: 処理中のコマンドは失敗に終わりまし
た。 DB2 サブシステムは、操作可能のままになってい
ます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWARDA、DSNWVOPX
システムの処置: この要求は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

問題判別:

システム・プログラマーに通知し

これは内部エラーです。

問題判別: 診断データ表 (DSNDDDT 制御ブロック) が
SDWA 可変記録域に示されているはずです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5。

00E60087

00E60008

説明: MVS CML ロックの解除を試みていたときに、
内部エラーが起こりました。

説明: この理由コードは、MVS と DB2 のタスク・デ
ィスパッチング単位が一致していないことを示します。
本来は発生すべきでない DB2 内部のタスク・ディスパ
ッチング単位の問題が起こっています。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNWVAPR
システムの処置: トレースされていた機能は異常終了し
ます。 DB2 サブシステムは、操作可能のままになり、
また、可能であれば TRACE の機能リカバリーが再試行
されます。
問題判別: EB 1 次 (EBPASCE->ASCE->ASID) の
ASID が EPAR ASID に一致していなかったか、 EB
ホーム (EBHASCE->ASCE->ASID) の ASID が MVS
ホーム・タスク・ディスパッチング単位
(PSAAOLD->ASCB->ASID) に一致していなかったか、
あるいは PSATOLD が EBEXU フィールドに一致して
いなかったかのいずいかの問題が起こっています。ダン
プおよび先行の SYS1.LOGREC 項目を分析して、問題
の原因を突き止めてください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWARDA、DSNWVOPX
システムの処置: この要求は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを要求してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別:

このエラーは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00E60088
説明: READS 要求で内部論理問題が起こりました。イ
ベントが非同期にトレースされていますが、これは許可
されません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWVSR2
システムの処置: この要求は異常終了します。
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00E60100 から 00E60199
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプを要求してください。問題の識別および
報告については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。
問題判別:

これは内部エラーです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00E60100 から 00E60199
説明: 00E60100 から 00E60199 までの理由コードは、
トレース・イベント (IBM 技術員が IFC 選択ダンプ保
守援助機能でトレースをお願いしている) が発生したと
きに計測機能コンポーネント (IFC) が使用します。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWVAPR
システムの処置: 保守サービス・ダンプ要求によって
は、異常終了エージェントが再試行されたり、または終
了される可能性があります。
問題判別: 特定のトレース・イベントが発生すると、こ
の異常終了が出されます。 SVC ダンプが
SUS1.DUMPxx データ・セットにとられます。問題判別
の方式は、弊社技術員がトラップしようとしている状態
によって異なります。
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第 49 章 X’E6......’ 理由コード
| この章には、計測機能インターフェース (IFI) の理由コードを記載しています。2 つの数字がある場合、 1
| つ目は DB2 が IFI 通信域 (IFCA) のフィールド IFCARC1 に入れる戻りコードで、スラッシュの後の数
| 字は DB2 がフィールド IFCARC2 に入れる理由コードです。1 つの数字しかない場合は、その数字は
| DB2 がフィールド IFCAGRSN に入れる理由コードです。IFI については、 DB2 ユニバーサル・データベ
| ース (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録 E (第 2 巻) を参照してください。
00000004/00E60800

00000004/00E60803

説明: コマンドは完了しましたが、戻り域がすべての出
力メッセージを収容できるほど大きくはありません。戻
り域には、該当する最後の完了メッセージ・セグメント
が含まれています。 IFCA 内の IFCABM フィールド
は、戻り域に移動されたバイト数を示しています。
IFCA 内の IFCABNM フィールドは、戻り域が小さすぎ
たために移動されなかったバイト数を示しています。

説明: データが使用可能でなかったため、READA 要求
からデータが戻されていません。 OPn ストレージ・バ
ッファーが空であったか、またはアプリケーション・プ
ログラムがすでにすべてのトレース・レコードを取り出
していたかの、いずれかです。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWACMD

説明: READS または READA 要求からデータが戻さ
れなかったか、あるいは複数の IFCID に関する
READS 要求で、要求された IFCID のうち少なくとも
1 つの IFCID に関するデータが戻されなかったかのい
ずれかです。これは、次のような理由で起こることがあ
ります。
v IFCA で指定された宛先 OPx 値が、READA 要求で
アクティブではなかった。
v 指定された修飾情報が、READS 要求についてのプロ
セスと一致していなかった。
v READS 要求についての情報が使用できなかった。
v READS または READA 要求に関するユーザー戻り域
が小さすぎて、単一レコードさえも受け取ることがで
きなかった。

ユーザーの処置: 必要な場合には、戻り域にさらにスト
レージを割り当て、要求を出し直してください。
00000004/00E60801
説明: コマンドは部分的に完了しましたが、内部エラー
が起こりました。戻り域を調べてメッセージを見つけて
ください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWACMD
ユーザーの処置:
ります。

戻り域にあるメッセージによって異な

00000004/00E60802

00000004/00E60804

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI、 DSNWARDA、 DSNWALCK、
DSNWARDS

説明: 計測機能要求は部分的に完了していますが、戻り
域がすべての出力を収容できるほど大きくありません。
戻り域には、収容できる分のうち最後の完全なレコード
が入っています。 IFCA 内の IFCABM フィールドは、
READS または READA 要求に応じて戻り域に移動され
たバイト数を示しています。 IFCA 内の IFCABNM フ
ィールドは、戻り域に移動できなかったバイト数を示し
ています。

IFCABNM フィールド (移動されなかったバイト数) が
ゼロでない場合は、ユーザー戻り域が小さすぎます。ユ
ーザー戻り域のサイズを大きくして、要求を出し直して
ください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWARDA

00000004/00E60805

ユーザーの処置: もっと多くの戻り域ストレージを割り
当て、要求を出し直してください。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

ユーザーの処置: OPn 宛先がアクティブでなかった場
合には、OPn 宛先を活動化するか、またはアクティブな
OPn 宛先を使用して要求を出してください。

説明: 情報を要求した結果、異常終了が発生しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
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00000004/00E60806
ユーザーの処置: ログ・レコード内の異常終了コードに
よって異なります。 IFCA 内の IFCABM フィールド
(戻り域に移動したバイト数) を参照して、情報の一部が
戻ったかどうかを判別してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 内の EREP ログ・レコード
を参照してください。 SYS1.LOGREC の印刷方法につ
いては、環境記録・編集・印刷プログラム (EREP) 使用
者の手引きおよび解説書を参照してください。
00000004/00E60806
説明: おそらく、呼び出しのパラメーターの 1 つが無
効であったために、情報を要求したところ異常終了が発
生しました。 SYSUDUMP または SYSABEND DD ス
テートメント が JCL に存在する場合には、異常終了ダ
ンプを受け取ります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: 異常終了コードによって異なります。
問題判別: 異常終了ダンプ内の異常終了コード、または
SYS1.LOGREC 内の EREP ログ・レコードを参照して
ください。パラメーター・リストを調べてください。起
こりうる原因の中で特に、最後のパラメーターの高位ビ
ットは、パラメーター・リストの終わりを示すために、
オンになっていなければなりません。 SYS1.LOGREC
の印刷方法については、環境記録・編集・印刷プログラ
ム (EREP) 使用者の手引きおよび解説書を参照してくだ
さい。

を使用していたときに、この DB2 構造が無効になりま
した。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: このイベントを防ぐためには、DB2
およびそのユーザーよりも高い優先順位をもつタスクか
ら要求を出すようにしてください。特定の要求 (たとえ
ば、IFCID 0147 および 0148) はこのタイプの問題を起
こしやすいようです。この要求は出し直すことができま
す。 SDUMP はとられず、制御権はアプリケーショ
ン・プログラムに戻されます。
00000004/00E60809
説明: IDCID 129 レコードに対する IFI READS 要求
は部分的にしか成功しませんでした。要求が、まだ書き
出されていない CI を入手しようとしました。使用可能
な完了した CI はすべて戻されていました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALOG
ユーザーの処置: 応答は不要です。使用可能な CI はす
べて戻されています。
問題判別: READS 要求の WQALLRBA および
WQALLNUM フィールドを調べてください。
(WQALLRBA + (WQALLNUM * 4KB))> ログ内の最後
の完全な CI の終了 RBA。
00000004/00E6080A

00000004/00E60807
説明: おそらく、渡された ACE トークンが無効であっ
たか、処理中に無効になったかのいずれかにより、情報
を要求した結果、異常終了が起こりました。この場合に
は、SDUMP がとられず、制御権がアプリケーション・
プログラムに戻されます。

説明: IFCID 316 に対する READS 要求が、部分的に
しか成功しませんでした。戻り域がそのすべての出力を
収容できるほど大きくありません。戻り域に収まるだけ
のレコードが入ります。
ユーザーの処置: もっと多くの戻り域ストレージを割り
当て、要求を出し直してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI

00000004/00E6080B

ユーザーの処置: アプリケーション・プログラムがトー
クンを渡さない場合には、アプリケーション・プログラ
ムから以前の IFI 要求を出し直すことができます。

説明: 一致したステートメントを検出しなかったため、
IFCID 317 への READS 要求でデータが戻されません
でした。

問題判別: アプリケーション・プログラムが ACE トー
クンを渡す場合には、おそらく、このトークンが無効で
す。

ユーザーの処置: 現在キャッシュされているステートメ
ントに対するステートメント ID が指定されているか確
認して、再度、要求を出してください。

00000004/00E60808

00000004/00E6080C

説明: 情報を要求した結果、異常終了が発生しました。
おそらく、アプリケーション・プログラムが DB2 構造

説明: 資格基準に一致したステートメントがないため、
IFCID 316 に対する READ 要求でデータが戻されませ
んでした。 WQALFLTR = X'02' であり、なおかつどの
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00000004/00E60810 • 00000008/00E60820
キャッシュ・ステートメントも WQALFVAL に指定さ
れたしきい値を超えない場合に、このエラーが発生する
ことがあります。また、動的ステートメント・キャッシ
ュの場合で、キャッシュにまだステートメントが挿入さ
れたことがない場合にも起こります。
ユーザーの処置:
してください。

資格基準を調整して、再度、要求を出

00000004/00E60810
説明: IFCID 0254 に対する READS 要求は部分的にし
か成功しませんでした。戻り域がすべての出力を収容で
きるほど大きくありません。戻り域には、入るだけの完
了レコードがあります。
ユーザーの処置: もっと多くの戻り域ストレージを割り
当て、要求を出し直してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。DSNWATGS
00000004/00E60811
説明: 修飾のグループ・バッファー・プールが接続され
ていないため、 IFCID 0254 への READS 要求で、デ
ータが戻されませんでした。
ユーザーの処置: 修飾されたグループ・バッファー・プ
ールが接続されていることを確認して、要求を再び出し
てください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。DSNWATGS

00000004/00E60813
説明: 基準に合うログ・レコードがないため、IFCID
0306 に対する READS 要求ではデータは戻されませ
ん。ログの位置が保持されません。効力範囲の終了ロ
グ・ポイントがフィールド QW0306ES に返され、ゼロ
が QW0306 セクションからフィールド QW0306CT に
返されます。
ユーザーの処置: これが WQALMODN 呼び出しで発
生する場合は、最初の呼び出しを開始した後で
WQALMODF 呼び出しを出してください。しかし、基
準にあうログ・レコードが返される保証はありません。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALRS
00000004/00E60814
説明: IFCID 0306 に対する READS 要求の場合、ログ
に位置が保持されないときは、ログ位置を終了するのに
WQALMODT 呼び出しが呼び出されます。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALRS
00E60815
説明: データ共用グループの複数のメンバーに対する
READA または READS 要求で、戻り域が他のメンバー
から戻されるすべてのデータを保持するのに十分な大き
さではありませんでした。この理由コードは IFCA のフ
ィールド IFCAGRSN に戻されます。
ユーザーの処置:

戻り域のサイズを増やしてください。

00000004/00E60812
説明: IFCID 0306 に対する READS 要求で、ログ・レ
コードが戻されました。有効範囲の終了ログ・ポイント
に達したため、ログに位置を示せません。有効範囲の終
了ログ・ポイントがフィールド QW0306ES に返され、
レコードの数が QW0306 セクションからフィールド
QW0306CT に返されます。
ユーザーの処置: 保持しているリソースを解放する場合
は、ログ位置を終了する WQALMODT 要求が必要にな
ります。あるいは、最初の呼び出しを開始する場合に
は、休止した後で WQALMODF 要求が必要になりま
す。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALRS

00E60816
説明: データ共用グループの複数のメンバーに対する
READA または READS 要求で、データ共用グループの
他のメンバーからデータが戻されませんでした。この理
由コードは IFCA のフィールド IFCAGRSN に戻されま
す。
00000008/00E60820
説明: コマンド要求が正常に完了していません。 IFCA
内の IFCABM フィールドを検査して、メッセージ・セ
グメントが戻されていないかを調べてください。この状
態を生じさせる原因は、以下のものを含めて数多くあり
ます。
v コマンド許可の障害
v コマンド処理プログラムの異常終了
v コマンド構文エラー
v コマンド出力限界を超えた
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00000008/00E60821
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWACMD
問題判別: 障害の理由を判別するために、戻されたメッ
セージを分析してください。
00000008/00E60821
説明: 指定された IFCID が READS または WRITE
機能に対して無効であったため、要求は処理されていま
せん。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: 無効な IFCID を除去または置き換え
てください。
問題判別: IFCA 診断域 (IFCAD) を検査して、誤って
いる IFCID を調べてください。
00000008/00E60823
説明: 指定された IFCID がアクティブになっていなか
ったため、WRITE 要求は処理されていません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: IFCID を活動化するか、さもなけれ
ば、別の IFCID を指定して要求を出し直してくださ
い。
00000008/00E60824
説明: 許可障害が発生しました。 READA 要求で、指
定された所有権トークンがアクティブ・トレースの所有
者と一致していなかったか、あるいは、READA または
READS 要求で、ユーザーが適正なモニター権限を持っ
ていません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWARDA、DSNWARDS
ユーザーの処置: 必要に応じて、所要の OPn 宛先の正
しい所有権トークンを指定して要求を出し直すか、適切
なモニター権限を入手してください。
問題判別: 指定された所有権トークンおよびユーザーの
モニター権限を調べてください。

00000008/00E60826
説明: READA 要求で、指定された宛先が有効な宛先と
一致していません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWARDA
ユーザーの処置:
ください。

有効な宛先を使って要求を出し直して

00000008/00E60827
説明: READA 要求で、指定された宛先に計測機能バッ
ファーが割り当てられていません。アプリケーション・
プログラムでは、指定された宛先へのトレースを開始し
てから、READA の要求を出す必要があります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWARDA
ユーザーの処置: 必要とする宛先のトレースを開始し、
要求を出し直してください。
00000008/00E60828
説明: IFCID 149 または 150 に関する READS 要求
で、IRLM が照会されたエージェントまたはリソース
に、適用されたデータのすべてを戻すことはできません
でした。 IRLM は、特定のエージェントまたはリソー
スについて最大 32KB までのロック・データを戻すこ
とができます。特定のエージェントまたはリソースに関
して 32KB を超えるロック・データを適用することを
IRLM が DB2 に通知すると、DB2 は IRLM にその情
報を要求しません。データは戻されず、理由コード
00E60828 が IFI によって出されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALCK
ユーザーの処置: IFCID 149 または 150 に対する
READS 要求を出すと、その要求で照会している特定の
エージェントまたはリソースに適用するロック・データ
が、 32KB より小さくなるまで、継続的に戻りコード
00E60828 が出されます。ロック・データのボリューム
が減った保証がなくても、 IFCID 149 または 150 に対
する READ 要求を出し続けることができます。
00000008/00E60829

00000008/00E60825
説明: 出力域をコピーするためのスタック・ストレージ
が利用不能です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWAAPI、DSNWARDS

1358

説明: READS 要求で、IRLM から予期されない戻りコ
ードを受け取りました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALCK
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00000008/00E60830 • 00000008/00E60837

説明: READS 要求で、予期されない戻りコードが受け
取られました。

問題判別: IFCID 129 に対する READS 要求の活動を
調べてください。 65 以上の CI に対する要求が同時に
アクティブである場合には、ストレージの問題が発生す
ることがあります。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWARDS

00000008/00E60834

00000008/00E60830

ユーザーの処置: 要求を出し直してください。この状態
が続く場合には、IBM サポート・センターに連絡し、
出されたメッセージを伝えてください。
00000008/00E60831
説明: IFI 要求の処理中に複数の異常終了が発生し、そ
の結果、 IFI 要求および MONITOR トレース処理がす
べて使用不可にされました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: -START TRACE を出して、この状態
を消去してください。この状態は、計測機能インターフ
ェース COMMAND 機能から -START TRACE コマン
ドを出すと、消去できない場合があります。
問題判別: システム・ログまたは端末ログのコピーを入
手して、コマンド入力を検査してください。ダンプが作
成されている場合には、それを印刷してください。関連
する期間における、SYS1.LOGREC の内容のコピーを印
刷してください。システム・ログのコピーおよびこれら
の項目をシステム・プログラマーに提出してください。

説明: ログ管理プログラム・マクロ DSNJOLGR か
ら、予期しない戻りコードが戻されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALOG
ユーザーの処置: 要求を出し直してください。この問題
が続く場合には、IBM サービス技術員に連絡してくだ
さい。
問題判別: WQALLRBA および WQALLNUM フィー
ルドの妥当性を調べてください。
00000008/00E60835
説明: ログ管理プログラム・マクロ DSNJLGR から、
予期しない戻りコードが戻されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALOG
ユーザーの処置: 要求を出し直してください。この問題
が続く場合には、IBM サービス技術員に連絡してくだ
さい。
問題判別: WQALLRBA および WQALLNUM フィー
ルドの妥当性を調べてください。

00000008/00E60832
説明: READS で指定された IFCID がアクティブであ
りません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: モニター・クラス 1 に対する
-START TRACE を出してください。
00000008/00E60833
説明: 「読み取りログ」ストレージ・プールからのスト
レージ要求が失敗しました。ストレージが使い尽くされ
ているか、または 4 つの「読み取りログ」読み取り要
求がすでにプールからのストレージを保持しているため
です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALOG
ユーザーの処置: IFCID 129 に対してアクティブであ
るその他の要求を終了させてから、要求を出し直してく
ださい。

00000008/00E60836
説明: ログ管理プログラム・マクロ DSNJCLGR か
ら、予期しない戻りコードが戻されました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALOG
ユーザーの処置: 要求を出し直してください。この問題
が続く場合には、IBM サービス技術員に連絡してくだ
さい。
問題判別: WQALLRBA および WQALLNUM フィー
ルドの妥当性を調べてください。
00000008/00E60837
説明: IFCID 1 または 2 に対する IFI READS 要求
で、要求を満たすために必要なストレージが使用できま
せんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWASTA
ユーザーの処置: 要求を出し直してください。この状態
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00000008/00E60838 • 0000000C/00E60843
は一時的なものであり、きわめてまれなはずです。この
状態が続く場合には、IBM サポート担当者に連絡し、
出されているメッセージを伝えてください。

設定パラメーターで動的ステートメント・キャッシュを
活動化する必要があります。

オペレーターの応答:
てください。

0000000C/00E60840

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。

説明: 無効な機能が指定されました。指定された機能
は、IFI でサポートしていません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: DSNWLI 呼び出しの機能フィールド
を訂正して、そのフィールドが WRITE、 READA、
READS、または COMMAND を含む左寄せの 8 文字の
フィールドになるようにしてください。

00000008/00E60838
説明: IFCID 0254 に対する READS 要求で、特定のグ
ループ・バッファー・プールの統計を収集しようとし
て、リソースが利用できませんでした。
ユーザーの処置: 要求を出し直してください。問題が解
決しない場合、問題の識別および報告に関する詳細につ
いては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部
を参照してください。
問題判別: グループ・バッファー・プール名と内部マク
ロから戻された理由コードは、フィールド IFCAGBPN
と IFCAR0B に保管されています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWATGS
00000008/00E60839
説明: IFCID 149 または 150 に対する READS 要求で
は、IRLM は照会エージェントまたはリソースに、利用
可能なデータのすべてを戻すことはできませんでした。
IRLM は、エージェントまたはリソースについて最大
32KB までのロック・データを戻すことができます。
IRLM が DB2 に、エージェントまたはリソースに
32KB を超えるロック・データが使用できることを通知
する場合、DB2 は IRLM に情報を要求しますが、32KB
までの情報をアプリケーションに戻し、 IFI が理由コー
ドを発行します。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALCK

0000000C/00E60841
説明: IFCA の指定が間違っています。戻りコードおよ
び理由コードが、この誤った IFCA 内の正しいオフセッ
ト位置に入れられます。 IFCA の長さが無効であるか、
または、 IFCA 目印 (IFCAID) が抜けている可能性があ
ります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: IFCA の長さおよび IFCA の目印フ
ィールドを調べてください。間違いがあれば訂正してく
ださい。
問題判別: 間違った IFCA 内の正しいオフセット位置
にある戻りコードおよび理由コードを参照してくださ
い。
0000000C/00E60842
説明: 戻り域の指定が間違っています。長さが無効であ
る可能性があります。戻り域の長さは、1 フルワードで
なければなりません。 IFI READS 要求での戻り域の長
さの有効な範囲は、 X'000000064' から X'7FFFFFFF' で
す。その他の IFI 要求での戻り域の長さの有効な範囲
は、 X'000000064' から X'00100000' です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: 戻り域の長さが有効範囲に収まるよう
に指定し直してください。

00000008/00E6083A
0000000C/00E60843
説明: この DB2 システムで動的ステートメント・キャ
ッシュがアクティブになっていないため、 IFCID 316
あるいは IFCID 317 に対する READ 要求で、データが
戻りませんでした。

説明: IFCID 域の指定が間違っていました。長さが無
効である可能性があります。有効な範囲は X'0006' から
X'0044' です。

ユーザーの処置: IFCID 316 あるいは 317 に対する
READ 要求を処理できるようにするには、システム初期

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
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0000000C/00E60844
ユーザーの処置: IFCID 域の長さが有効範囲に収まる
ように指定し直してください。
問題判別:
い。

IFCID 域の長さフィールドを調べてくださ

0000000C/00E60844
説明: 修飾域の指定が間違っています。長さが無効であ
るか、または、 WQAL 目印 (WQALEYE) が抜けてい
る可能性があります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: 修飾域の長さおよび目印フィールドの
指定に間違いがあれば、それを訂正してください。
問題判別: 修飾域の長さおよび目印フィールドを調べて
ください。

ユーザーの処置: バッファー情報域の目印値が 'WBUF'
になっていて、その長さ値が 'WBUF' の長さと等しいか
どうかを検査し、無効な値があれば、それを訂正してく
ださい。
問題判別: 指定された長さが無効であるか、または、
'WBUF' 目印が抜けている可能性があります。
0000000C/00E60849
説明: IFI コマンド要求でパラメーターの指定が間違っ
ています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWAAPI
ユーザーの処置: 指定域ダンプ機能を使用していない場
合には、 IFI 要求でパラメーターが正しく指定されてい
るか検査してください。指定域ダンプ機能を使用してい
る場合には、システム・プログラマーに通知してくださ
い。

0000000C/00E60845

問題判別: IFCA 診断域を検査して、間違った IFCID
がないかどうか調べてください。

問題判別: 指定域ダンプ機能を使用していない場合に
は、コマンド要求でパラメーターが正しく指定されてい
るか検査してください。起こりうる原因の中で特に、最
後のパラメーターの高位ビットは、パラメーター・リス
トの終わりを示すために、オンになっていなければなり
ません。アセンブラー・ユーザーの場合には、これは呼
び出しに VL オプションを使用することによって行うこ
とができます。考えられるもう 1 つの理由は IFI 要求
で 6 番目のパラメーターが指定されているということ
です。 6 番目のパラメーターは指定域ダンプ機能用に
予約されています。

0000000C/00E60846

0000000C/00E60850

説明:

説明: READS 要求で指定された WQALLTYP 値が無
効です。

説明: READS または WRITE 要求に指定した IFCID
が無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: 誤っている IFCID を有効なものに置
き換えるか、その IFCID を要求から除去してくださ
い。

出力域の指定が間違っています。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI
ユーザーの処置: 出力域の長さまたは DSNWLI 呼び出
しの出力域パラメーターのうちの間違っている方を訂正
してください。
問題判別: 無効な長さが指定されている可能性がありま
す。有効な範囲は X'000A' から X'1000' です。また、
DSNWLI 呼び出しの出力域パラメーターがゼロとして
指定されている可能性があります。出力域パラメーター
がポイントする出力域は、有効でなければなりません。
0000000C/00E60847
説明:

バッファー情報域の指定が間違っています。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWAAPI

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWARDS
ユーザーの処置: 無効な WQALLTYP 値を訂正して、
要求を出し直してください。
問題判別: WQALLTYP フィールドの妥当性を調べてく
ださい。このフィールドは 'CI' でなければなりませ
ん。
0000000C/00E60851
説明: READS 要求で指定された WQALLMOD 値が、
無効でした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWALOG
ユーザーの処置: 無効な WQALLMOD 値を訂正して、
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0000000C/00E60852
要求を出し直してください。
問題判別: WQALLMOD フィールドの妥当性を調べて
ください。このフィールドは 'F' または 'R' でなければ
なりません。
0000000C/00E60852
説明: READS 要求で指定した、WQALLRBA 値が無効
でした。開始 CI ログ RBA は、X'000' で終っていなけ
ればなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWARDS
ユーザーの処置: 無効な WQALLRBA 値を訂正して、
要求を出し直してください。
問題判別: WQALLRBA フィールドの妥当性を調べて
ください。このフィールドは X'000' で終わらなければ
なりません。
0000000C/00E60853
説明: READS 要求で指定された、WQALLNUM 値が
無効でした。 有効な範囲は X'0001' から X'0007' で
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWARDS
ユーザーの処置: 無効な WQALLNUM 値を訂正して、
要求を出し直してください。
問題判別: WQALLNUM フィールドの妥当性を調べて
ください。有効な範囲は X'0001' から X'0007' です。

0000000C/00E60855
説明: 現在のアクティブなログの終わりを超えるログ
RBA 値が指定されています。指定された WQALLRBA
値が、ログの終わりを超えていました。 CI はまだ書き
込まれていません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWALOG
ユーザーの処置: 無効な WQALLRBA 値を訂正して、
要求を出し直してください。
問題判別: WQALLRBA フィールドの妥当性を調べて
ください。ログの終了 RBA を検査してください。
WQALLRBA フィールドは、終了 RBA 値よりも小さく
なければなりません。
0000000C/00E60856
説明: WQALLRBA で指定された RBA から、完全な
CI を利用できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWALOG
ユーザーの処置: WQALLRBA の値を少なくとも
X'1000' 減らすか、または WQALLRBA で指定した
RBA を超えて少なくとも 1 つの CI が書き込まれるの
を待って、要求を出し直してください。
問題判別: WQALLRBA フィールドを調べ、
WQALLRBA を超える 1 つの完全な CI がログに書き
込まれていないかどうかを判別してください。
0000000C/00E60857

0000000C/00E60854
説明: 指定された WQALLRBA がアクティブなログ内
にありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNWALOG
ユーザーの処置: 無効な WQALLRBA 値を訂正して、
要求を出し直してください。
問題判別: WQALLRBA フィールドの妥当性を調べて
ください。アクティブなログの開始 RBA を検査してく
ださい。 WQALLRBA フィールドは、アクティブなロ
グの開始 RBA 値以上でなければなりません。アクティ
ブなログ内の最初の CI の RBA は、フィールド
IFCAFCI に戻されますし、また、ログ・マップ印刷
(DSNJU004) ユーティリティーを実行することによって
も判別できます。
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説明: このコードは、IFCID 185 に対する IFI READS
要求に含まれている WQALCDCD 値が、無効であるこ
とを示します。
システムの処置: フィールド IFCARC1 に戻りコード
0000000C が入れられ、フィールド IFCARC2 に理由コ
ード 00E60857 が入れられて、制御権がユーザー・プロ
グラムに戻されます。
ユーザーの処置: WQALCDCD は、IFCID 185 に対す
る IFI READS の QUAL_AREA 内のユーザー指定のフ
ィールドです。有効な WQALCDCD 値を指定して、要
求を出し直してください。 IFCID 185 に対する IFI
READS 要求の場合、有効な値は、A、Y、および N で
す。値が指定されないと、A の値がデフォルト値として
使用されます。
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0000000C/00E60858 • 00000008/00E60865
0000000C/00E60858

0000000C/00E60861

説明: データ収集処理が DB2 システムで許可されない
ことをシステム・パラメーターが示しているために、
IFCID 185 に対する IFI READS 要求が拒否されたこと
を、このコードは示します。システム・パラメーター・
フィールド SPRMCDC が、'no' にセットされていま
す。

説明: READS 要求で指定された、WQALGBPN 値が無
効でした。

システムの処置: フィールド IFCARC1 に戻りコード
0000000C が入り、フィールド IFCARC2 に理由コード
00E60858 が入れられて、制御権がユーザー・プログラ
ムに戻されます。
ユーザーの処置: システム・パラメーター SPRMCDC
を調べてください。このシステムで変更データの収集が
許可されない場合は、データベース管理担当者と相談し
て、システム・パラメーターを 'yes' に変更して、DB2
データ収集処理を許可する必要があるかどうかを判別し
てください。
00000008/00E60859
説明: IFCID 129 に対する IFI READS 要求が出さ
れ、一部しか完全でない最後のログ CI が、ログ出口に
渡されましたが、ログ出口はアクティブではありませ
ん。ログ出口 (DSNJW117) がインストールされていな
いか、出口内のエラーが出口を非活動化したかのいずれ
かです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALOG
ユーザーの処置: ログ収集出口をインストールするか、
ログ収集出口が非活動化されたことを示すメッセージ
DSNJ150E を検索してください。ログ収集出口の再活動
化に関する詳細については、DSNJ150E の説明を参照し
てください。
0000000C/00E60860
説明: IFCID 0254 に対する READS 要求で、グルー
プ・バッファー・プールの統計を収集しているときにエ
ラーが生じました。
ユーザーの処置: 要求を出し直してください。問題が解
決しない場合、問題の識別および報告に関する詳細につ
いては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部
を参照してください。
問題判別: グループ・バッファー・プール名はフィール
ド IFCAGBPN に保管されています。内部マクロからの
理由および戻りコードはフィールド IFCAR0B と
IFCAR1B に保管されています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWATGS

ユーザーの処置: 無効な WQALGBPN 値を訂正して、
要求を出し直してください。
問題判別: WQALGBPN フィールドの妥当性を調べて
ください。修飾子は 8 バイトのグループ・バッファ
ー・プール名であり、これにはパターン文字として
X'00' が組み込まれています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWATGS
00000008/00E60863
説明: IFCID 0306 に対する READS 要求で、ログを読
み取るときにリソースが使用できませんでした。
ユーザーの処置: 要求を出し直してください。問題が解
決しない場合、問題の識別および報告に関する詳細につ
いては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部
を参照してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALRS
00000008/00E60864
説明: IFCID 0306 に対する READS 要求では、1 つの
ログ・レコードを保持するのに十分な大きさの戻りコー
ドが提供されていません。ログ・レコードは戻されてい
ませんが、位置は保持されています。
ユーザーの処置: ユーザー戻り域のサイズを大きくし
て、WQALMODN 要求を出してください。問題が解決
しない場合、問題の識別および報告に関する詳細につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 戻り域のサイズが、IFCA 戻り域のフィール
ド IFCABSRQ に戻されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALRS
00000008/00E60865
説明: IFCID 0306 に対する READS 要求で、おそらく
は直前の WQALMODF 呼び出しでのログ位置が、すで
にログにあるため、WQALMODF 呼び出しにデータが
戻されません。
ユーザーの処置: 代わりに、WQALMODN 要求を使用
することができます。
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00000008/00E60866 • 0000000C/00E60873
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALRS
00000008/00E60866
説明: IFCID 0306 に対する READS 要求で、ログ位置
がログにないため、 WQALMODN 呼び出しにデータが
戻されません。
ユーザーの処置: WQALMODN 呼び出しを行う前に
WQALMODF 呼び出しが必要になることがあります。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALRS
0000000C/00E60867
説明: IFCID 0306 に対する READS 要求に指定された
WQALLRBA 値が無効でした。指定した値がログの終わ
りを超えました。
ユーザーの処置: WQALLRBA フィールドを訂正して
ください。再び WQALMODF 要求を出す前に休止が必
要な場合もあります。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALRS

0000000C/00E60870
説明: IFCID 0306 に対する READS 要求に指定した
WQALLOPT フィールドの値が、無効でした。
ユーザーの処置: 無効な WQALLOPT フィールドを訂
正して、要求を出し直してください。
問題判別: WQALLOPT フィールドの妥当性検査を行っ
てください。 X'00' または X'01' にならなければなりま
せん。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALRS
00000008/00E60871
説明: IFCID 306 に対する READS 要求では、ログ・
レコードが戻されますが、データは要求した通りに圧縮
解除されませんでした。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALRS
問題判別: フィールドの QW0306DG 理由コードを見
て、圧縮解除が実行されない理由を判別してください。
1 つの理由コードを 00C90064 にすることができます。
これはログ・レコードが書き込まれたため、圧縮解除デ
ィクショナリーが変更されたことを意味します。

0000000C/00E60868
説明: IFCID 0306 に対して戻り域が間違って指定され
ました。戻り域は ECSA ストレージにありませんでし
た。
ユーザーの処置: 戻り域を再び指定し、それが ECSA
ストレージに常駐するようにしてください。

00000008/00E60872
説明: IFCID 0306 に対する READS 要求で、おそらく
は直前の WQALMODF 呼び出しでのログ位置が、すで
にログにあるため、WQALMODF または WQALMODN
呼び出しにデータが戻されません。

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALRS

ユーザーの処置: WQALMODD が必要である場合は、
WQALMODT 呼び出しを最初に出すようにしてくださ
い。

0000000C/00E60869

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALRS

説明: IFCID 0306 に対する READS 要求に指定された
WQALLCRI フィールドの値が無効でした。
ユーザーの処置: 無効な WQALLCRI フィールドを訂
正して、要求を出し直してください。
問題判別: WQALLCRI フィールドの妥当性検査を行っ
てください。 X'00' にならなければなりません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWALRS

0000000C/00E60873
説明: IFCID 0306 に対する READS 要求では、提供さ
れた RBA が古すぎるため、 WQALMODF 呼び出しで
データが戻されません。これは、DB2 がデータ共用モ
ードにマイグレーションして、そこから出たか、または
その共用モードにない場合に生じます。
ユーザーの処置: モードをデータ共用へ、そしてデータ
共用から他のモードへ変更すると、ログ順序付けも
RBA から LRSN へ、そして再度 RBA へと変更されま
す。ログ順序付けに重要なログ読み取りアプリケーショ
ンは、適切な処置を取る必要があります。アプリケーシ
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0000000C/00E60874 • 0000000C/00E60875
ョンのコールド・スタートが必要になることがありま
す。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNWALRS
0000000C/00E60874
説明: IFCID 316 に対する READ 要求で、
WQALFLTR に指定した値が無効です。有効な値につい
ては、DSNDWQAL パラメーター・ブロックにある定義
を参照してください。
ユーザーの処置: 無効な WQALFLTR 値を訂正して、
要求を出し直してください。
0000000C/00E60875
説明: IFCID 316 に対する READ 要求で、
WQALFFLD に指定した値が無効です。 有効な値につ
いては、DSNDWQAL パラメーター・ブロックにある定
義を参照してください。このエラーは、WQALFLTR =
X'02' が WQALFFLD = 'A' と一緒に指定されたときに
も出ます。
ユーザーの処置: 無効な WQALFFLD 値を訂正して、
要求を出し直してください。

第 49 章 DB2 コード
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第 50 章 X’E6......’ 異常終了コード
この章では、計測機能インターフェース (IFI) 異常終了コードを記載しています。
00E60886
説明: この理由コードは、無効な IAMQ 機能がモジュ
ール DSNWVZXT に渡されたことを示すものです。こ
の問題が発生してはなりません。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNWVZXT
システムの処置: 要求された機能は異常終了します。
DB2 サブシステムは操作可能なままであり、可能な場
合には機能リカバリーが再試行されます。
問題判別: 要求された IAMQ 機能が、DSNWZXT に
よって扱われる機能と一致していません。ダンプおよび
先行の SYS1.LOGREC 項目を分析して、問題の原因を
突き止めてください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E60887
説明: 統計収集中に異常終了状態が発生すると、計測統
計機能 FRR ルーチンがこの理由コードをセットしま
す。この理由コードは、SYS1.LOGREC の VRA データ
にのみ示されるもので、可変記録域に標準の DB2 情報
に続いて WWAB ブロックが存在することを示します。
このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWVZSS
システムの処置: エラーの数に応じて、計測統計機能が
オフにされることがあります。 FRR は、DB2 サブシス
テムを操作可能な状態に保つため、RTM を再試行しま
す。
システム・プログラマーの応答: この理由コードを出し
ている CSECT のリカバリー・ルーチンは、可変記録域
(VRA) に情報を記録します。 DB2 にエラーがあると思
われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。
問題判別: 通常は、標準の SYS1.LOGREC 項目が、障
害のあるモジュールを突き止めるために必要な情報を提
供します。可変記録域にある WWAB 制御ブロックは、
最後に呼び出されたリソース・マネージャー RMID
(WWABRMID) および、障害が発生したときに呼び出さ
れたリソース・マネージャーの計測統計機能の RMID
(WWABFRMS) を提供します。 WWABFRMS が 2 進
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のゼロである場合には、エラーが計測統計機能で起こっ
ています。
00E60888
説明: アカウンティング機能中に異常終了状態が発生し
たときに、計測アカウンティング機能 FRR ルーチンが
この理由コードをセットします。この理由コードは、
SYS1.LOGREC の VRA データにのみ示されるもので、
可変記録域に標準の DB2 情報に続いて WWAB ブロッ
クが存在することを示します。
このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSNWVZSA
システムの処置: エラーの数に応じて、計測アカウンテ
ィング機能がオフにされることがあります。 FRR は、
DB2 サブシステムを操作可能な状態に保つため、RTM
を再試行します。
システム・プログラマーの応答: この理由コードを出し
ている CSECT のリカバリー・ルーチンは、可変記録域
(VRA) に情報を記録します。 DB2 にエラーがあると思
われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。
問題判別: 通常は、標準の SYS1.LOGREC 項目によ
り、障害のあるモジュールを突き止めるために必要な情
報が提供されます。可変記録域にある WWAB 制御ブロ
ックは、最後に呼び出されたリソース・マネージャー
RMID (WWABRMID) および、障害が発生したときに呼
び出されたリソース・マネージャーの計測統計機能の
RMID (WWABFRMS) を提供します。 WWABFRMS が
2 進のゼロである場合には、エラーは計測アカウンティ
ング機能で起こっています。
00E60900
説明: これは通知コードです。 DATA CAPTURE
CHANGES で定義された 1 つまたは複数のデータ行
を、取り出すことができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNILEDA、DSNWACDC
システムの処置: DATA CAPTURE CHANGES で定義
されたデータ行のうち、正常に取り出されたすべてのデ
ータ行が、戻り域に戻されています。障害または警告に
関連するデータ行ごとに、0185 の 1 つのヘッダー・イ
ンスタンスが戻されます。ヘッダーのフィールド
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00E60901
QW0185RC 内の理由コードが、この障害または警告の
理由を示します。
問題判別: QW0185RC 内の理由コードを調べて、それ
ぞれの障害または警告の原因を判別してください。
00E60901
説明: 使用可能なバッファーが、最大の 0185 レコー
ド・インスタンスを収容できるほど大きくありません。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNILESP
システムの処置:

データは戻されません。

ユーザーの処置: もっと大きな戻り域を指定して、
IFCID 0185 に対する IFI READS 要求を出し直してく
ださい。新しい区域としてお勧めするサイズは、元のサ
イズより 4KB 大きなサイズです。
00E60902
説明: IFCID 0185 に対する IFI READS 要求が、無効
です。 READS 要求で、収集された DB2 表変更を取り
出そうとしましたが、現行の SQL ステートメントにつ
いてはデータは収集されていません。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNILEDA
システムの処置:

データは戻されません。

ユーザーの処置: IFI READS 要求が、現行の SQL ス
テートメントの後で、かつその後の SQL ステートメン
トの前にくるようにしてください。収集されたデータ
は、SQL 呼び出し時に取り出さなければなりません。
00E60903
説明: DATA CAPTURE CHANGES のマークが付い
た、1 つ以上のデータ行が取り出されませんでした。ま
た、IFCID 0185 に対する IFI READS 要求でのすべて
のデータを収容するには、戻り域内のスペースが不足し
ています。これは、00E60900 と 00E60802 の組み合わ
せコードです。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNILESP
システムの処置: 収容できるだけの数の完全な 0185 レ
コードが、戻り域に戻されます。さらに、失敗したデー
タ行ごとに、1 つの 0185 ヘッダー・レコードが戻され
ます。ヘッダーのフィールド QW0185RC 内の理由コー
ドが、この障害の理由を示します。
ユーザーの処置: 詳細については、理由コード
00E60900 および 00E60802 の説明を参照してくださ
い。
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00E60904
説明: リソースが利用不能なために、IFCID 0185 に対
する IFI READS 要求を正常に実行できません。問題が
発生する前に、いくつかの 0185 レコード・インスタン
スが戻り域に戻されている可能性があります。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNILEDA
システムの処置: 戻された最後の 0185 レコード・イン
スタンスは、タイプ D (QW0185TP=D) です。フィール
ド QW0185RC に、特定のリソース利用不能に関する理
由コードが含まれています。さらに、このレコード・イ
ンスタンスのデータ部分 (QW0185DR) には次のメッセ
ージが入っています。
UNSUCCESSFUL EXECUTION CAUSED BY AN
UNAVAILABLE RESOURCE. REASON reason,
TYPE OF RESOURCE type,
AND RESOURCE NAME name
このメッセージの reason は、フィールド QW0185RC
に等しくなります。変数 type および name は、その時
点で利用不能であった特定のリソースを識別していま
す。
ユーザーの処置: 戻されたすべてのレコード・インスタ
ンスを取り出してください。各インスタンスの理由コー
ド (QW0185RC) を調べ、ほかにエラーまたは警告がな
いか判別してください。 QW0185RC 内の理由コードお
よび QW0185DR 内のエラー・メッセージをもとに、リ
ソースが利用できない原因を判別してください。リソー
ス・タイプ・コードに関する詳細については、 『付録
B. 問題判別』 の 1527 ページの『リソース・タイプ』
を参照してください。理由コードの説明については、
859 ページの『第 4 部 DB2 コード』 を参照してくだ
さい。
00E60A00
説明: 下位レベルのデータ記述が検出されました。要求
側が、IFCID 0185 に対する IFI READS 要求に戻すデ
ータ記述を指定していません。つまり、修飾域の
WQALCDCD フィールドは N にセットされています
が、データ記述のリフレッシュを必要とする記述変更
(ALTER TABLE ADD) が起こっています。この理由コ
ードは、IFI 要求の成功か失敗かではなく、 IFCID 0185
レコード内のデータの状況についてのものです。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNILEDS
システムの処置: この理由コードは、それぞれの SQL
有効範囲内の各表ごとに 1 度出されます。この理由コ
ードを含む 0185 レコード・インスタンスは、ヘッダー
部分しか持っていません。その上に、ヘッダーの中のす
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00E60A01
べてのタイム・スタンプ、ログ RBA、および命令コー
ド・フィールドの内容は、すべてゼロです。

この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNXRCDC

ユーザーの処置: 要求側では、SQL DESCRIBE を出し
て新しい記述を入手するか、あるいは DataPropagator
NonRelational (DPropNR) の出口ルーチンを変更して、
WQALCDCD を A または Y にセットすることができ
ます。

システムの処置: この理由コードがレコード・ヘッダー
の QW0185RC フィールドに示されたときは、この表の
データ行セクションにレコードは戻されません。これに
代わって、上記のメッセージが入れられます。レコード
の長さは、メッセージの長さに相当します。

00E60A01

プログラマーの応答: フィールド手順にエラーがないか
調べてください。フィールド手順エラーでない場合は、
フィールド手順で定められた要件を判別してください。

説明: オブジェクト表に関して、ご使用のシステムで定
義されている編集手順 'proc-name' が、 DATA
CAPTURE CHANGES のマークが付いたデータ行を拒否
しました。この理由コードは、IFI 要求の成功か失敗か
ではなく、 IFCID 0185 レコード内のデータの状況につ
いてのものです。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNILEDR
システムの処置:
に戻されます。

00E60A09
説明: 次のメッセージが、0185 トレース・レコード内
のデータ行域のデータ部分に戻されています。
INCORRECT DATA RETURNED FROM FIELD PROCEDURE
fieldproc_name FOR TABLE table_name AND
COLUMN column_name,
MSG: message_token

次のメッセージが、0185 のデータ域

VIOLATION OF INSTALLATION DEFINED
EDIT PROCEDURE proc-name.
REASON CODE: reason-code
メッセージ中の proc-name は編集手順名で、
reason-code は編集手順から戻された EXPLRC2 です。
ユーザーの処置: 編集手順にエラーがないか調べてくだ
さい。これが編集手順エラーでない場合は、編集手順が
定めている要件を判別してください。
00E60A08
説明: 次のメッセージが、0185 トレース・レコード内
のデータ行域のデータ部分に戻されています。
COLUMN column_name ON TABLE table_name IN VIOLATION
OF INSTALLATION DEFINED FIELD PROCEDURE.
RT: return_code, RS: reason_code,
MSG: message_token.

フィールド手順 fieldproc_name から、表 table_name の
列 column_name に関して、予期しないデータが戻され
ました。詳細については、message_token を参照してく
ださい。この理由コードは、IFI 要求の成功か失敗かで
はなく、 IFCID 0185 レコード内のデータの状況につい
てのものです。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNXRCDC
システムの処置: この理由コードがレコード・ヘッダー
の QW0185RC フィールドに示されたときは、この表の
データ行セクションにレコードは戻されません。これに
代わって、上記のメッセージが入れられます。レコード
の長さは、メッセージの長さに相当します。
プログラマーの応答: 互いに整合した戻り値と記述を戻
すようにフィールド手順を訂正してください。
00E60A0A

ご使用のシステムのフィールド手順が、表 table_name
の列 column_name に関して、 return_code で示された
エラーを戻しました。 return_code を使用して、問題を
判別してください。 return code は、次のいずれかで
す。
4
デコードに関する値が無効
8
パラメーター値が無効
12
機能に関するフィールド手順エラー
追加情報として reason_code および message_token を利
用してください。この理由コードは、IFI 要求の成功か
失敗かではなく、 IFCID 0185 レコード内のデータの状
況についてのものです。

説明: 次のメッセージが、0185 トレース・レコードの
データ行域のデータ部分に戻されました。
AN INSTALLATION FIELD PROCEDURE HAS RETURNED A RETURN CODE
IN REGISTER 15 OTHER THAN AN EXPECTED 0 OR 4

これは、ご使用のシステムのフィールド手順が予期しな
いエラーを戻したことを示します。この理由コードは、
IFI 要求の成功か失敗かではなく、 IFCID 0185 レコー
ド内のデータの状況についてのものです。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNXRCDC
システムの処置: この理由コードがレコード・ヘッダー
第 50 章 DB2 コード
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00E60A0B • 00E60B04
の QW0185RC フィールドに示されたときは、この表の
データ行セクションにレコードは戻されません。その代
わりに、上記のメッセージが入れられます。レコードの
長さは、メッセージの長さに相当します。
プログラマーの応答: フィールド手順を検査して、生成
された特定の戻りコードを調べてください。
00E60A0B
説明: これは警告コードであって、エラーを示している
わけではありません。フィールド QW0185RC 内のこの
理由コードに対応するデータ行に関して、日付 / 時刻の
ご使用のシステムのオプションが LOCAL として指定さ
れているにもかかわらず、日付または時刻の列値が ISO
形式で戻されました。収集されたデータについては、ロ
ーカル日付および時刻出口の呼び出しはサポートされて
いません。この理由コードは、IFI 要求の成功か失敗か
ではなく、 IFCID 0185 レコード内のデータの状況につ
いてのものです。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNXRCDC
システムの処置: ご使用のシステムのオプションが
LOCAL として指定されているにもかかわらず、日付ま
たは時刻の列値が ISO 形式で戻されました。
プログラマーの応答: 収集時に有効であった LOCAL
日付 / 時刻のご使用のシステムのオプションはデータ収
集ではサポートされないので、日付または時刻は ISO
形式で戻されることに注意しておく必要があります。
00E60B01
説明: ご使用のシステムのフィールド手順が、出力バッ
ファーの終わりを超えて書き込みを行っています。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNXRCDC
システムの処置: この実行単位は SVC ダンプを要求
し、異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: フィールド手順を訂正
してください。 DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の付録 B (第 2
巻) のフィールド・プロシージャーを参照してくださ
い。
問題判別: 異常終了時点のレジスター内容は次のとおり
です。
R2
フィールド手順名の最初の 4 文字
R3
フィールド手順名の 2 番目の 4 文字
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00E60B02
説明: 編集手順から無効なデータが戻されました。この
データは、以下の 1 つまたは複数の理由が原因で、無
効です。
v 入力レコードの最初のバイトまたは最後のバイトが、
出口によって変更されている。
v 編集されたデータの長さが、この行に許可される最大
長を超えているか、または 1 より短くなっている。
v 出口から戻された行が出力域を超えている。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNILEDR
システムの処置: この実行単位は SVC ダンプを要求し
ます。その後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
00E60B03
説明: データ伝搬処理中に、DB2 によって内部の矛盾
が検出されました。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。
DSNXIBCD、DSNXIBCL、DSNXIBC2、DSNXIBGE
システムの処置: この実行単位は SVC ダンプを要求し
ます。その後で、この実行単位は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: 異常終了時点のレジスター 2 は、エラー・
メッセージを指しています。付録 B 「問題判別」にリ
ストされている次の診断項目を集めてください。
1、2、5。
00E60B04
説明: IMS への伝搬を準備するために、収集された表
データを取り出していたときに、無効なデータ・タイプ
が見つかりました。このデータ・タイプは、DB2 から
IMS への伝搬ではサポートされません。無効なデータ・
タイプをデータ伝搬プログラム (DPROP) 出口ルーチン
に戻すことができないので、処理は異常終了します。こ
れは内部 DB2 エラーです。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSNXRCDC
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システムの処置: この実行単位は SVC ダンプを要求
し、異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 現行の SQL ステート
メントは、DATA CAPTURE CHANGES で定義された
DB2 表に対する INSERT、UPDATE、または DELETE
を実行しています。収集されたデータの変更は、DB2
ログ内で反映されます。
伝搬のために DPROP に戻された、収集された表データ
情報を調べ、どのデータ・タイプが無効であるかを判別
してください。
問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
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第 51 章 X’E7......’ コード
第 2 部 を参照してください。

00E70004
説明: サブシステム・カタログ表で矛盾のある内容が検
出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXOCK、DSNXOLV
システムの処置:
終了します。

アプリケーション・プログラムは異常

オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはデ
ータベース管理者に通知してください。
システム・プログラマーの応答: 必要に応じて、データ
ベース管理者に通知してください。それ以外の場合に
は、この問題判別の項の情報を使って問題を解決してく
ださい。
問題判別: モジュール名および矛盾のあるサブシステ
ム・カタログ表の名前は SQLCA に入っています。
SQLCA の検索方法に関する詳細については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
レジスター 7 はカーソル表ポインターであり、常にリ
レーショナル・データ・システム (RDS) サブコンポー
ネントに限定されています。
REPAIR ユーティリティーの DUMP オプションを使用
して、矛盾のあるサブシステム・カタログの含むペー
ジ・セットをダンプしてください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 48。

SQLCA の検索方法に関する詳細については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 14。
00E70006
説明: DB2 のリレーショナル・データ・システム
(RDS) サブコンポーネントによって、内部の矛盾が
RDS サブコンポーネントに報告されました。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 RDS 解釈プログラム・モジュールのいずれ
か
システムの処置: アプリケーション・プログラムは異常
終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: SVC ダンプの印刷出力をシステ
ム・プログラマーに提供してください。
システム・プログラマーの応答: このメッセージの'問
題判別'の項の情報をもとに問題を解決してください。

00E70005
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) サブ
コンポーネントの内部の矛盾が検出されました。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
されます。 RDS モジュールのいずれか
システムの処置:
終了します。

問題判別: この異常終了コードは、どの RDS モジュー
ルからも出される可能性があります。モジュール名は、
SQLCA から見つけることができます。 SQLCA 内の
SQLERRD1 には、エラーが検出されたモジュール内の
ロケーションを示す固有のコードが含まれています。こ
のエラーに関する何か意味のある情報が、SQLERRM に
含まれている場合があります。

アプリケーション・プログラムは異常

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このコードは、SVC
ダンプおよび SYS1.LOGREC 項目を生成します。この
2 つのソースおよびこのコードの問題判別の項からの情
報を利用して、問題を解決してください。 DB2 にエラ
ーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する情
報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

問題判別: この異常終了コードは、どの RDS 解釈プロ
グラム・モジュール (DSNX...) からも出される可能性が
あります。モジュール名は、SQLCA から見つけること
ができます。 SQLCA の SQLERRD1 には、モジュール
内のエラーが検出された場所を示す固有コードが入って
います。 SQLERRM に、特定のエラーに関する情報が
含まれています。
SQLCA の検索方法に関する詳細については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2。

1373

00E70007 • 00E7000A
00E70007
説明: SQLCA をコピーしてアプリケーション・プログ
ラムに戻そうとしていたときに、アプリケーション提供
の不良アドレスが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXERD
システムの処置:
終了します。

アプリケーション・プログラムは異常

システム・プログラマーの応答: アプリケーション・プ
ログラマーに連絡してください。
問題判別: 異常終了時のレジスターの内容は、次のとお
りです。
R2
データを示す 10 進コード
1
FRB アドレスが無効。
2
RDIIN を突き止めるために使用した、
FRBPARM のアドレスが無効。
18
SQLCA を突き止めるために
RDICODEP で使用するアドレスが無
効。
R3
無効なアプリケーション・データ域アドレス。
R4
データの長さ。
R5
SQLCA に SQLCODE -902 が入っている場合
には、データのキーまたは CT のアドレス。
R8
SQLCA に SQLCODE -902 が入っている場合
には、アプリケーション・アドレス・スペース
(RDIIN) 内の FRB のアドレスまたは RDA の
アドレス。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4 または 23。
00E70009

(EXPLRC2) をこのメッセージから検索し、出口ルーチ
ンの資料を参照してどのようなアクションを取るべきか
を決めてください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別:
アクセス制御許可出口ルーチンが戻りフィールドの 1
つに無効な値を戻したか、 12 の戻りコード
(EXPLRC1) を戻したために、この理由コードを持つ異
常終了が出されました。異常終了時のレジスターの内容
は次のようにセットされます。
v レジスター 3 は、無効な値を含むフィールドをポイ
ントします。このフィールドは、EXPL または XAPL
制御ブロックに入っています。このどちらであるか
は、制御ブロックの目印で、わかります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXACAE
00E7000A
説明: 1 つまたは複数の並列タスクが異常終了したた
め、関連データ・システム (RDS) サブコンポーネント
が異常終了しました。
システムの処置:
終了します。

アプリケーション・プログラムは異常

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

説明:

システム・プログラマーの応答: このメッセージの問題
判別の項の情報をもとに問題を解決してください。

アクセス制御許可出口ルーチン DSNX@XAC によっ
て、無効な値または戻りコード (EXPLRC1) 12 が戻さ
れました。

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

システムの処置:

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

許可検査は異常終了します。DB2 機能リカバリーによ
って、SVC ダンプが要求されます。 EXPLRC1=12 な
らば、アクセス制御許可出口ルーチンは呼び出されず、
許可検査は DB2 によって実行されます。
オペレーターの応答:

この異常終了コードは、他の並行タスクの異常終了を検
出する RDS モジュールによって出されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXRGF、DSNXRGN

システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答:
システム・コンソールにメッセージ DSNX210I が出さ
れた場合には、戻りコード (EXPLRC1) と理由コード
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00E7000C

説明: アプリケーション・プログラムによって無効なア
ドレスが出されました。
DSNXECP
DSNXEDC
DSNXROUA DSNXEALC

システムの処置:
終了します。

SQLDAID を突き止めるために使用し
た RDIAUXPA のアドレスが無効。
13 (D) SQLDABC を突き止めるために使用し
た RDIAUXPA のアドレスが無効。
14 (E) SQLD を突き止めるために使用した
RDIAUXPA のアドレスが無効。
15 (F) SQLVAR を突き止めるために使用し
た RDIAUXPA のアドレスが無効。
16 (10) 標識変数を突き止めるために使用した
PVINFO のアドレスが無効。
17 (11) データ変数を突き止めるために使用し
た PVDPTR のアドレスが無効。
18 (12) データ変数を突き止めるために使用し
た PVDPTR のアドレスが無効。
19 (13) データ変数を突き止めるために使用し
た PVDPTR のアドレスが無効。
不良データのアドレス
データの長さ
データのキー
レジスター 2 = 8 または 9 の場合には、R8
には RDIVPARM のアドレスが含まれていま
す。レジスター 2 = 16 または 17 の場合に
は、R8 には RDIAUXPA のアドレスが含まれ
ています。それ以外の場合には、R8 には
RDIIN のアドレスが含まれています。これは、
アプリケーションの呼び出しパラメーター・リ
ストです。 RDIIN が突き止められない場合に
は (レジスター 2 = 1 または 2)、 RDIIN の
アドレスが無効である可能性があります。
12 (C)

00E7000C

DSNXRIVB
DSNXELOC

DSNXROUT
DSNXEPM

DSNXERT

DSNXEVPN

アプリケーション・プログラムは異常

ユーザーの処置: 無効なアドレスを訂正してください。
失敗した SQL ステートメントおよび不良アドレスの判
別方法については、問題判別の項の指示を参照してくだ
さい。この情報を使用して、アプリケーションによる不
適切なアドレス設定を判別してください。詳細について
は、アプリケーション・プログラミングおよび SQL ガ
イド の第 5 部を参照してください。
オペレーターの応答: ユーザーまたはシステム・プログ
ラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: ユーザーによる無効ア
ドレスの判別を援助してください。

R3
R4
R5
R8

問題判別:
異常終了時点のレジスター内容は次のとおりです。
R2
不良データを識別する 10 進コード
1 (1)
FRBPARM を突き止めるために使用し
たFRB アドレスが不良。
2 (2)
RDIIN を突き止めるために使用した、
FRBPARM のアドレスが無効。
3 (3)
SQLDA の長さを突き止めるために使
用した、RDIVPARM のアドレスが無
効。
4 (4)
SQLDABC を突き止めるために使用し
た、RDIVPARM のアドレスが無効。
5 (5)
SQLDA の長さを突き止めるために使
用した、RDIVPARM のアドレスが無
効。
6 (6)
SQLDA の長さを突き止めるために使
用した、RDIAUXPA のアドレスが無
効。
7 (7)
SQLDABC を突き止めるために使用し
た RDIAUXPA のアドレスが無効。
8 (8)
データ変数を突き止めるために使用し
た PVDPTR のアドレスが無効。
9 (9)
標識変数を突き止めるために使用した
PVINFO のアドレスが無効。
10 (A) PVARS 構造を突き止めるために使用
した RDIVPARM または RDIAUXPA
のアドレスが無効。
11 (B) SQLN を突き止めるために使用した
RDIAUXPA のアドレスが無効。

プログラム名は、障害のあるプログラムを示します。ス
テートメント番号は、DB2 プリコンパイラー・リスト
のステートメント番号を参照します。その場合、実行さ
れた SQL ステートメントは、アプリケーション・プロ
グラムのコンパイラー / アセンブラー・リストの中で見
つけることができます。たとえば、ステートメント番号
が X'00E6' ならば、DB2 プリコンパイラー・リストの
中のステートメント番号 230 を参照してください。こ
のプリコンパイラー・ステートメント番号は、プログラ
ムのコンパイラー / アセンブラー・リストとの間で相互
参照することができます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4 または 23。
制御ブロックを通じてトレースを行うために次のオフセ
ットを使用してください。
PVARS:
オフセット

長さ

説明

0 (0)

4

ブロックの長さ
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00E7000F
オフセット

長さ

説明

オフセット

長さ

説明

4 (4)

12

PVENTY、SQL ステートメント
の各ホスト変数ごとに一度発生
しました。

24 (18)

4

エラー・コード構造に対する
PTR

28 (1C)

4

ユーザー入力変数に対する
RDIVPARM PTR (PVARS 構
造)

32 (20)

4

DB2 戻り変数に対する
RDIAUXPA PTR (PVARS 構造)

PVENTRY:
オフセット

長さ

説明

0 (0)

2

列のタイプ

36 (24)

2

ステートメント #

2 (2)

2

列の長さ

38 (26)

2

ステートメント・タイプ

4 (4)

4

PVDPTR、ホスト変数データに
対するポインター

8 (8)

4

PVINFO、標識に対するポイン
ター

00E7000F
説明:

デッドロック状態が検出されました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXIDPM

FRB:

システムの処置:

要求された操作は実行されません。

ユーザーの処置:
さい。

アプリケーションを実行し直してくだ

オフセット

長さ

説明

0 (0)

4

ブロック ID 『FRB』

4 (4)

2

RAL 入り口番号

6 (6)

2

FVL 入り口番号

8 (8)

4

FRBPARM、パラメーター・リ
スト (RDIIN) に対するポイン
ター

12 (C)

2

パラメーター・カウント

14 (E)

2

戻りコード

16 (10)

4

理由コード

20 (14)

4

フィードバック

24 (18)

4

PRH PC LX/EX 値

00E70010

28 (1C)

2

要求修飾子値

説明:

30 (1E)

2

予約域

32 (20)

0

ユーザー FRB セクションの終
わり

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXIDPM

RDIIN:

システム・プログラマーの応答: デッドロック状態が常
習的なものである場合には、アプリケーション実行の混
合状態を調べて、デッドロックが発生した原因を判別し
てください。
問題判別: 要求された操作は実行されません。メッセー
ジ DSNT375I が出され、SQLCODE -904 が出されま
す。詳細については、SQL コードまたは DSNT375I メ
ッセージの説明を参照してください。

タイムアウト状態が検出されました。

システムの処置:

要求された操作は実行されません。

ユーザーの処置:
さい。

アプリケーションを実行し直してくだ

問題判別: 要求された操作は実行されません。メッセー
ジ DSNT376I が出され、SQLCODE -904 が出されま
す。詳細については、SQL コードまたは DSNT376I メ
ッセージの説明を参照してください。

オフセット

長さ

説明

0 (0)

2

パラメーター・リストの長さ

2 (2)

2

フラグ

4 (4)

2

呼び出しタイプ

6 (6)

8

プログラム名

00E70011

14 (E)

8

TIMESTAMP

22 (16)

2

セクション #

説明: プランまたはコマンドの許可に関する許可検査中
に新しい実行単位への切り替えが行われ、新しい実行単
位が異常終了しました。
この異常終了理由コードは、以下の CSECT によって出
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00E70012
されます。 DSNXCHK マクロを呼び出すモジュールの
いずれか
システムの処置:
す。

呼び出し側の実行単位も異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SYS1.LOGREC を印刷する。また、障害
のあるモジュール名が DSNXACKP であるか、あるい
はダンプ・タイトルが 'RDS AUTHCHK' である場合に
は、前のダンプ・データ・セットからのダンプも印刷し
てください。
システム・プログラマーの応答: 問題判別を調べ、DB2
にエラーがあると思われる場合には、問題の識別と報告
の詳細については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の第 2 部を参照してください。

出口ルーチン名が DSNXVDTX である場合には、 DB2
インストール・アプリケーション・プログラミングのデ
フォルト・パネルで指定された LOCAL DATE
LENGTH が、DECPDLEN に含まれています。この出口
ルーチンは、DB2 にローカル日付形式を戻すときに、
この長さを超えて書き込みを行いました。
出口ルーチン名が DSNXVTMX である場合には、 DB2
インストール・アプリケーション・プログラミングのデ
フォルト・パネルで指定された LOCAL DATE
LENGTH が DECPTLEN に含まれています。この出口
ルーチンは、DB2 にローカル日付形式を戻すときに、
この長さを超えて書き込みを行いました。
00E70013

問題判別: この異常終了理由コードを出したモジュール
がアプリケーション・プランまたはコマンドの許可に関
する許可検査を実施するために、DSNXCHK マクロを呼
び出しました。 DSNXCHK マクロは、モジュール
DSNXACKP への仮想記憶間実行単位切り替えを行いま
す。障害のあるモジュール名が DSNXACKP である場
合、ダンプ・タイトルが RDS AUTHCHK である場合、
あるいは障害が割り振りの障害である場合には、前のダ
ンプを捜してください。

説明: サーバー側の DRDS から無効なアドレスが入力
されています。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00E70012

システム・プログラマーの応答:
エラーです。

説明: ユーザー出口が出力バッファーの終わりよりも後
に書かれています。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、5、 14。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXRPCC、DSNXVTRS

00E70014

システムの処置:
終了します。

説明: DB2 は、始動中にデータ定義制御サポート表を
確認できませんでした。

アプリケーション・プログラムは異常

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 出口ルーチンを訂正し
てください。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
問題判別: 異常終了時点のレジスター内容は次のとおり
です。
v R2 には、出口ルーチン名の最初の 4 文字が含まれて
います
v R3 には、出口ルーチン名の 2 番目の 4 文字が含ま
れています

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNXECP

DSNXEDC

DSNXRIVB

DSNXROUT

システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。

これは、DB2 の内部

システムの処置: 要求された操作は実行されません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SVC ダンプの印刷出
力をシステム・プログラマーに提供してください。 '問
題判別' のセクションにある情報を使用してください。
データ定義制御サポート表を確認できませんでした。
これらの表が有効になるまで、データ定義 SQL ステー
トメントを実行することはできません。
レジスター 2 に、問題の理由を示すメッセージのアド
レスが入っています。DB2 の始動が続行されます。さ
らに、修復を行ってください。ユーザーがなんらかのデ
ータ定義 SQL ステートメントを実行しようとすると、
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00E70015
DB2 はデータ定義制御サポート表の妥当性検査を行お
うとします。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、5、 14。

# 00E70015
# 説明: アクセス制御許可出口が許可検査を処理できず、
# DB2 を終了する必要があることを指示したため、DB2
# は異常終了しました。
#
#
#
#

システムの処置: 許可検査タスクは異常終了しました。
DB2 機能リカバリーによって、SVC ダンプが要求され
ます。オペレーター・コンソールにメッセージが出さ
れ、DB2 は終了します。

# システム・プログラマーの応答: このメッセージの『問
# 題判別』の項の情報をもとに問題を解決してください。
#
#
#
#
#
#
#

問題判別: オペレーター・コンソール・メッセージ
DSNX210I を見付けてください。このメッセージには、
出口からの戻りコードと理由コードが含まれています。
アクセス制御許可出口 (DSNX@XAC) は DB2 の外部に
あるので、これらのコードの説明、および問題の解決策
については、出口ルーチンの資料を参照する必要があり
ます。
00E70069
説明: CICS 接続機能が、CICS トランザクションのた
めに DB2 との接続を確立しようとしたときに、インス
トール・エラーが検出されました。このエラーは、次の
いずれかが原因で起こった可能性があります。
v 現行の CICS トランザクション識別名が、どのリソー
ス管理テーブル (RCT) 項目にも見つからない。
v この CICS トランザクションの RCT 項目を使用した
が、有効な許可名が見つからない。 RCT 内の
AUTH= パラメーターには、許可検査のためのソース
が最高 3 つまで指定されます。これらのどれから
も、検査の有効な名前が供給されませんでした。たと
えば、RACF グループが指定されているのに、ユーザ
ーが RACF グループのメンバーではなかった場合な
どです。あるいは、端末識別名が指定されているの
に、トランザクションが端末なしで実行されていた場
合もあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCEXT1
システムの処置:

この要求は処理されません。

システム・プログラマーの応答: このトランザクション
の RCT 表指定を調べ、抜けていたり間違ったりしてい
ないかを判別してください。修正が必要であれば、RCT
ソースを変更し、RCT をインストールし直してくださ
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い。詳細については、DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 2 章から
第 10 章の「CICS 接続機能の接続」を参照してくださ
い。
問題判別: DSNC DISPLAY コマンドを使用すると、こ
のトランザクションについての RCT 項目が存在するか
どうかを調べることができます。項目が存在する場合
は、RCT ソースを参照してください。 AUTH=パラメー
ター・リストを調べ、 CICS が検査のための有効な許可
名を確立できなかった理由を判別してください。
00E7006A
説明: 要求の処理中に、IMS 接続機能が DB2 サブシ
ステムを識別できません。 DB2 識別は、IMS 制御領
域、DL/I バッチ領域、および DB2 サブシステムにアク
セスするすべての従属領域に対して定義されていなけれ
ばなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNMSNO0、DSNMERR0
システムの処置: 接続は確立されません。
システム・プログラマーの応答: IMS 領域に対して識
別を行うためには、IMSVS.PROCLIB ライブラリー内に
サブシステム・メンバー (SSM) を作成し、この SSM
を該当の IMS 領域に対して識別しなければなりませ
ん。詳細については、DB2 ユニバーサル・データベース
(OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 2 章から
第 9 章の「IMS 接続機能の接続」を参照してくださ
い。
00E7006B
説明: CICS または IMS 接続機能が、要求の処理中
に、 DB2 サブシステムのシャットダウンが進行中であ
ることを検出しました。これは、DB2 シャットダウン
のタイプに応じて、初期接続処理中に起こることも、そ
の後の要求時に起こることもあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCEXT1、DSNMERR0
システムの処置: 接続は確立されません。
ユーザーの処置: 処理を継続する前に、DB2 サブシス
テムを再始動させる必要があります。オペレーターに連
絡してサブシステムを再始動させてから、トランザクシ
ョンを再実行依頼してください。
オペレーターの応答: DB2 サブシステムを再始動させ
てください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00E70081
00E70081

| 00E7009B

説明: DROP または ALTER ステートメントが出され
ましたが、オブジェクトを消去または変更することがで
きません。準備済みステートメント・キャッシュ内に現
在保管されており、アプリケーションが使用している準
備済み動的 SQL ステートメントが、このオブジェクト
を参照します。

|
|
|
|

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNXIDMH

説明: DB2 の前のリリースで作成された不完全な表に
対して、無効な操作が試行されました。この表定義は、
1 次キーまたは固有キーに固有索引がないため不完全で
す。

| 以下の DDL 操作は許可されません。
| v ALTER TABLE
| v CREATE INDEX
| v DROP INDEX

システムの処置:

要求された操作は実行されません。

プログラマーの応答: アプリケーションが動的 SQL を
使用してこのオブジェクトを参照している間は、要求さ
れた操作を実行することはできません。他のアプリケー
ションが静止しているかコミット操作を実行したことを
確認してください。要求を再試行してください。
問題判別: SQLCODE -904 が出されます。そのメッセ
ージに対するメッセージ・トークンは、他のアプリケー
ションによって参照されているオブジェクトの名前およ
びタイプを報告します。

| システムの処置: DB2 はこの操作を処理しません。
| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
| システム・プログラマーの応答: オブジェクトを操作す
| るためには、この表が作成された DB2 のリリースを使
| 用しなければなりません。
| 問題判別: DB2 は要求された操作を実行せず、SQL コ
| ード -904 を出します。詳細については、 9 ページの
| 『第 2 部 SQL 戻りコード』 を参照してください。

# 00E7009A

| 00E7009C

#
#
#
#

|
|
|
|

説明: DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE ス
テートメントまたは OPEN CURSOR (スクロール可能
カーソルの) が出されましたが、次のいずれかの理由の
ために操作を実行できません。

説明: 使用できないカタログ・オブジェクトに依存する
ステートメントを実行しようとしました。このカタロ
グ・オブジェクトは、このカタログが必要なレベルに更
新されると、使用可能になります。

# v TEMP データベースがまだ作成されていない。

| システムの処置: この操作は許されません。

# v TEMP データベース内で表スペースがまだ作成されて
いない。
#

| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。

# v TEMP データベース内に、宣言されたグローバル一時
表に対して十分に大きいページ・サイズをもつ表スペ
#
ースがない。
#
# システムの処置: この操作は許されません。
# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: 操作を実行するには、
必要な TEMP データベースを作成するか、十分に大き
いページ・サイズをもつ表スペースを作成する必要があ
ります。

# 問題判別: 要求された操作は実行されません。
# SQLCODE -904 が出されます。詳しくは、 9 ページの
# 『第 2 部 SQL 戻りコード』を参照してください。

|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: この操作を行うには、
カタログを必須レベルに更新する必要があります。この
ためには、インストール・ジョブ DSNTIJTC を実行し
てください。このジョブについては、 DB2 インストレ
ーション・ガイド の第 2 部を参照してください。

|
|
|
|
|
|

問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 およびメッセージ DSNT501I が出され
ます。詳しくは、 9 ページの『第 2 部 SQL 戻りコー
ド』、または 453 ページの『第 17 章 DSNT... メッセ
ージ』 の中の DSNT501I メッセージの説明を参照して
ください。

# 00E7009D
# 説明: DB2 カタログのコード・レベルが、以下の現行
# コード・レベルと非互換です。
# v 開始中の DB2 サブシステム
# v データ共用グループ
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00E7009E
#
#
#
#

システムの処置: DB2 を開始できません。問題を説明
するメッセージ DSNX208E または DSNX209E が、シ
ステム・コンソールに表示されます。 DSNX208E の問
題に関する SVC ダンプが要求されます。

# オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
# てください。
# システム・プログラマーの応答: DB2 を開始するに
# は、それぞれの DB2 サブシステムがカタログと互換性
# のあるコード・レベルを使用している必要があります。
# 問題判別: DB2 は開始しません。メッセージ
# DSNX208 または DSNX209 に、問題診断に役立つ理由
# コードまたはレベル情報が表示されます。
# 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
# る診断項目 1 、2、 16、69 を収集してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC およ
び SVC ダンプのコピーを入手してください。メッセー
ジ DSNX204I がコンソールに出される場合、そのメッ
セージの説明を参照してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
レジスター 2 に、発生したエラーを特定して説明する
文字ストリングが示されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXLDBD
00E700A6

00E7009E

説明:

説明: オブジェクトは、現在、稼働しているもの (フォ
ールバック) よりも新しい DB2 リリースの新規機能に
依存しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNXIAIX
DSNXICTB
DSNXOCA

DSNXIATB
DSNXIDIX
DSNXOLV

DSNXIATS
DSNXIDTB

DSNXICIX
DSNXIDTS

システムの処置: この操作は許されません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: オブジェクトを操作す
るには、新しい機能をサポートしている DB2 のリリー
スを使用しなければなりません。
問題判別: 要求された操作は実行されません。
SQLCODE -904 またはメッセージ DSNT501I、あるい
はその両方が出されます。メッセージ DSNT501I に
は、リリースに依存するオブジェクトが示されていま
す。

LE をサポートする DB2 コードの障害。

システムの処置: アプリケーション・プログラムは異常
終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SYS1.LOGREC を印刷する。
システム・プログラマーの応答: 問題判別を調べ、DB2
にエラーがあると思われる場合には、問題の識別と報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別:
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5。
00E700A7
説明:
た。

LE は予期しない戻りコードを DB2 に戻しまし

システムの処置: アプリケーション・プログラムは異常
終了します。

00E7009F

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

説明: 始動処理の際のカタログ DBD のロード中に、
エラーが起こりました。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SYS1.LOGREC を印刷する。

システムの処置: メッセージ DSNX204I がコンソール
に出される場合、DB2 で ACCESS (MAINT) が開始さ
れます。これが行われない場合は、現在の START コマ
ンド処理が終了されます。

システム・プログラマーの応答: 問題判別を調べ、DB2
にエラーがあると思われる場合には、問題の識別と報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。

オペレーターの応答:
てください。

問題判別: 異常終了した時は、レジスター R2 には LE
に示した 2 バイトの機能コードと、その後に、LE から
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システム・プログラマーに通知し
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00E70100
DB2 に戻された 2 バイトの予期しない戻りコードが入
っています。
必要なサービス・レベルの正しいリリースの LE と、
DB2 が稼働していることを確認してください。プログ
ラム・ディレクトリーを参照して、 OS/390 と LE の必
要最低限のレベルと必要な修正を判断してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 5。
00E70100
説明: これは内部 RDS エラーです。 SQLSTATE フィ
ールド値を判別しているときに、SQLWARN0 フィール
ドに有効な値が入っていません。 SQLWARNx フィー
ルドの説明は、DB2 SQL 解説書 の付録 C にありま
す。

トされている次の診断項目を集めてください。 2、1、
5。
00E70106
説明: DB2 が機能要求を受け取ったが、内部許可エラ
ーが発生しました。この機能は、処理できません。
システムの処置: この機能はこの理由コードで受け入れ
が拒否されました。要求が SQL であった場合は、
SQLCODE は -922 です。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: この問題を解決するた
め、IBM サービス担当員 に連絡してください。
00E70110

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXERD、DSNXEEZ
システムの処置:
終了します。

アプリケーション・プログラムは異常

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

説明: アプリケーションが現行のサーバーに接続されて
いないために、コミットが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXECW
システムの処置: 理由コードまたは SQLCODE -900
が、非接続状態にあるアプリケーションに戻されます。
ユーザーの処置: 以前の障害により、アプリケーション
が非接続状態に置かれました。アプリケーションの実行
中にシステム障害が起こったことを、システム・プログ
ラマーに通知してください。最後の作業単位で行われた
変更はすべてロールバックされます。現行のサーバー・
データベースの状態を判別した後で、アプリケーション
を再実行してください。
オペレーターの応答: 通信障害については、DSNL500I
メッセージを参照してください。

00E70105
説明: これは内部 RDS エラーです。 SQLSTATE フィ
ールド値を判別しているときに、 SQLWARNx フィー
ルドの 1 つに有効な値が入っていません。
SQLWARNx フィールドの説明は、DB2 SQL 解説書 の
付録 C にあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXERD、DSNXEEZ

システム・プログラマーの応答: ユーザーのアプリケー
ションを非接続状態にした障害を診断してください。下
記の“問題判別”の項を参照してください。
問題判別: アプリケーション内の前の SQL エラーを参
照してください。
00E70115

システムの処置:
終了します。

アプリケーション・プログラムは異常

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別:

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス

説明: 作業単位は、ロールバック操作が必要な状態に置
かれました。ストアード・プロシージャー、ユーザー定
義関数の実行時に異常終了が起こった場合、またはスト
アード・プロシージャーを制限された SQL 操作を出し
た場合に、この状況発生することがあります。
この項目は、次の CSECT によって出されます。
DSNXECW
システムの処置: IMS および CICS 環境では、ロール
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00E70121
バックが行われるまで、すべての SQL ステートメント
は拒否されます。 他の環境では、静的 ROLLBACK が
実行されるまで、静的 ROLLBACK 以外のすべての
SQL ステートメントは拒否されます。
プログラマーの応答: ストアード・プロシージャーまた
は UDF を訂正してから、再バインドし、呼び出し側ア
プリケーションを再実行依頼してください。

| 00E70121
| 説明: ユーザー ID、パスワードが IMS または CICS
| 環境で有効ではありません。ユーザー ID、パスワード
| を持つ SQL CONNECT が IMS または CICS アプリケ
| ーションから出されました。
|
|
|

システムの処置: SQL CONNECT 要求は処理されませ
ん。アプリケーションは、接続可能ですが接続されてい
ない状態に置かれます。

| 説明: ローカル DB2 への接続要求時にサブミットされ
| たユーザー ID またはパスワードが、サポートされてい
| る最大長を超えています。最大長は、いずれも 8 文字
| です。
| システムの処置: SQL CONNECT 要求は処理されませ
| んでした。アプリケーションは、接続可能ですが接続さ
| れていない状態に置かれます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXEEZ
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

00E72008
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) ソー
ト・サブコンポーネントが、ソート処理を続行するのに
十分なストレージがないことを判別しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNXSORI

00E70911
説明: 現在の作業単位はデッドロック状態に陥っていた
か、あるいはタイムアウト状態になっていたために、ロ
ールバックする必要がありました。 RC00E70911 は、
SQLCODE -911 と同じです。詳しくは、SQL 戻りコー
ドを参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNCEXT3、DSNMDR10
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。アプリケーションは前の COMMIT の時点までロー
ルバックされます。

DSNXSTS

DSNXSTSE

DSNXSTSG

システムの処置: アプリケーション・プログラムは異常
終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: CT が形式設定され、
ソート・サブコンポーネントから値が 8 の戻りコード
が戻されて、リソースが利用できないことを示します。
SYSOUT メッセージ・ファイルを検査し、ソート・サ
ブコンポーネントによって検出されたエラーを調べてく
ださい。

システム・プログラマーに通知し

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
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説明: このアプリケーションは、デッドロック状態に陥
っていたか、あるいはタイムアウト状態になっていまし
た。 RC00E70913 は、SQLCODE -913 と同じです。詳
しくは、SQL 戻りコードを参照してください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。

| 00E70122

オペレーターの応答:
てください。

00E70913

00E72018
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) のソ
ート・サブコンポーネントが内部の不整合を検出しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
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00E72048
DSNXSIN
DSNXSMRE
DSNXSTM
DSNXSTSG

DSNXSING
DSNXSINE
DSNXSMRG DSNXSORI
DSNXSTRG DSNXSTS
DSNXSWFM

DSNXSMR
DSNXSSFE
DSNXSTSE

システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SVC ダンプの印刷出力をシステム・プロ
グラマーに提供してください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: ソート・サブコンポーネントが内部の不整合
を検出しました。障害発生時に異常終了したモジュール
を分析しないと、問題の正確な判別はできません。異常
終了時のレジスターの内容は次のようにセットされま
す。
v R2 は、SRTCOMM へのポインターです。
v R3 は、エラーのロケーションとエラーのタイプを示
す固有の 10 進コードです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E72048
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) ソー
ト・サブコンポーネントが内部の不整合を検出しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXSORI
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。アプリケーション・
プログラムは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SVC ダンプの印刷出力をシステム・プロ
グラマーに提供してください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: ソート・サブコンポーネントが内部の不整合
を検出しました。障害発生時に異常終了したモジュール
を分析しないと、問題の正確な判別はできません。異常
終了時のレジスターの内容は次のようにセットされま
す。

v R2 は、SPL へのポインターです。
v R3 は、エラーのロケーションとエラーのタイプを示
す固有の 10 進コードです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E72058
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) のソ
ート・サブコンポーネントが内部の不整合を検出しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNXSMR

DSNXSMRE

DSNXSMRG

システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。アプリケーション・
プログラムは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SVC ダンプの印刷出力をシステム・プロ
グラマーに提供してください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: ソート・サブコンポーネントは、入力で指定
されたソート対象の未ソート・レコードの数が、ソート
が戻したソート済みレコードの数から、ソートから除去
したレコードの数 (列関数で求められる) を差し引いた
数と、等しくないことを検出しました。障害発生時に異
常終了したモジュールを分析しないと、問題の正確な判
別はできません。異常終了時のレジスターの内容は次の
ようにセットされます。
v R2 は、SRTCOMM へのポインターです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E72068
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) ソー
ト・サブコンポーネントが内部の不整合を検出しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXSMR、DSNXSMRG
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。アプリケーション・
プログラムは異常終了します。
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00E72078
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SVC ダンプの印刷出力をシステム・プロ
グラマーに提供してください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: ソート・サブコンポーネントは、マージ処理
で内部の不整合があることを検出しました。障害発生時
に異常終了したモジュールを分析しないと、問題の正確
な判別はできません。異常終了時点でのレジスターの内
容は次のとおりです。 R2 は、SRTCOMM へのポイン
ターです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E72078
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) のソ
ート・サブコンポーネントが内部の不整合を検出しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXSMR、DSNXSMRG
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。アプリケーション・
プログラムは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SVC ダンプの印刷出力をシステム・プロ
グラマーに提供してください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: ソート・サブコンポーネントは、マージ処理
でソート作業ファイル管理の不整合があることを検出し
ました。障害発生時に異常終了したモジュールを分析し
ないと、問題の正確な判別はできません。異常終了時の
レジスターの内容は次のようにセットされます。
v R2 は、SPL へのポインターです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E72088
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) ソー
ト・サブコンポーネントが内部の不整合を検出しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
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れます。
DSNXSIN
DSNXSINE
DSNXSMRG DSNXSORI

DSNXSMR
DSNXSMRE
DSNXSWFM

システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。アプリケーション・
プログラムは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SVC ダンプの印刷出力をシステム・プロ
グラマーに提供してください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: ソート・サブコンポーネントは、データ管理
プログラムからエラーを検出しました。障害発生時に異
常終了したモジュールを分析しないと、問題の正確な判
別はできません。異常終了時のレジスターの内容は次の
ようにセットされます。
v R2 は、SRTCOMM へのポインターです。
v R3 は、失敗したデータ管理プログラムのエラーのロ
ケーションおよびエラーのタイプを示す固有な 10 進
コードです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00E72098
説明: リレーショナル・データ・システム (RDS) ソー
ト・サブコンポーネントが内部の不整合を検出しまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNXSORI
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。アプリケーション・
プログラムは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SVC ダンプの印刷出力をシステム・プロ
グラマーに提供してください。
システム・プログラマーの応答: これは、DB2 の内部
エラーです。問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: ソート・サブコンポーネントが、タグ・ソー
ト処理に対する無効な要求を検出しました。障害発生時
に異常終了したモジュールを分析しないと、問題の正確
な判別はできません。異常終了時のレジスターの内容は
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00E72100
次のようにセットされます。
v R2 は、SRTCOMM へのポインターです。
v R3 は、エラーのロケーションとエラーのタイプを示
す固有の 10 進コードです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
障害発生時に異常終了したモジュールを分析しないと、
問題の正確な判別はできません。異常終了時のレジスタ
ーの内容は次のようにセットされます。
v R2 は、SPL へのポインターです。
v R3 は、エラーのロケーションとエラーのタイプを示
す固有の 10 進コードです。

00E72100
説明: 並列照会処理中に DB2 はソートにおいて内部矛
盾を検出しました。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。DSNXSPRM

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SVC ダンプの印刷出力をシステム・プロ
グラマーに提供してください。

00E73001

システム・プログラマーの応答:
エラーです。

これは、DB2 の内部

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
障害発生時に異常終了したモジュールを分析しないと、
問題の正確な判別はできません。異常終了時のレジスタ
ーの内容は次のようにセットされます。

説明: この SQL ステートメントの実行に必要なレベル
の OS/390 がインストールされていないため、実行でき
ません。
システムの処置: SQL ステートメントは拒否され、
SQLCODE -20101 とこの理由コードが表示されます。
システム・プログラマーの応答: プログラム・ディレク
トリーを参照して、このステートメントで使われている
構文に必要な最低限の OS/390 のレベルを判断してくだ
さい。

v R2 は、SRTCOMM へのポインターです。
v R3 は、エラーのロケーションとエラーのタイプを示
す固有の 10 進コードです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNXSMRE
DSNXSPWF

DSNXSORI
DSNXSTSE

DSNXSPKY

DSNXSPNS

00E73002
説明: リソースがない状態のため、この SQL ステート
メントは実行できません。そのリソースは、LE/370 で
す。
システムの処置: SQL ステートメントは拒否され、
SQLCODE -20101 とこの理由コードが表示されます。
システム・プログラマーの応答: これより前のエラーに
ついては、システム・コンソールを見てください。これ
らのエラーを訂正して、DB2 サブシステムを再始動さ
せてください。

00E72200

00E73003

説明: 並列照会処理中に DB2 はソートにおいて内部矛
盾を検出しました。これは、DB2 の内部エラーです。

説明: この SQL ステートメントの実行に必要なレベル
の OS/390 あるいはフィーチャーがインストールされて
いないため、実行できません。 DB2 は、必要な
LE/370 ロード・モジュールをロードしようとしました
が、できませんでした。

システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。アプリケーション・
プログラムは異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 SVC ダンプの印刷出力をシステム・プロ
グラマーに提供してください。
問題判別:

問題の識別および報告については、 DB2

システムの処置: SQL ステートメントは拒否され、
SQLCODE -20101 とこの理由コードが表示されます。
システム・プログラマーの応答: プログラム・ディレク
トリーを参照して、このステートメントで使われている
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構文に必要な最低限の OS/390 のレベルを判断してくだ
さい。

プログラマーの応答: ユーザー作成ルーチンが異常終了
により停止された場合、異常終了した原因を訂正してく
ださい。

00E73004

-START PROCEDURE コマンドを使用してストアー
ド・プロシージャーを活動化してください。

説明: リソースがない状態のため、この SQL ステート
メントは実行できません。LE トークンがそのリソース
です。
システムの処置: SQL ステートメントは拒否され、
SQLCODE -20101 とこの理由コードが表示されます。
システム・プログラマーの応答: これより前のエラーに
ついては、システム・コンソールを見てください。
zparm キーワードの LEMAX がゼロより大であるか確
認してください。引き続き問題が起こる場合は、DB2
サブシステムが作成を許されている LE トークンの数を
増やすことを考えてみてください。 LE トークンの詳細
については、インストール・ガイドを参照してくださ
い。
00E73005
説明: ハードウェア・リソースが使用できないため、
SQL ステートメントまたはユーティリティー操作を完
了できませんでした。
システムの処置: SQL ステートメントが SQLCODE
-20107 で拒否されたか、ユーティリティーがメッセージ
DSNT500I を出して終了しました。
システム・プログラマーの応答: -20107 または
DSNT500I メッセージを調べて、使用できないハードウ
ェア・リソースのタイプを識別してください。ステート
メントまたはユーティリティーで使用される構文に必要
な、最小のハードウェア・サポート・レベルを判別する
には、DB2 Program Directory, GI10-8182 を参照してく
ださい。
00E79001
説明: DB2 は、ストアード・プロシージャーの SQL
CALL ステートメントまたはユーザー定義関数の呼び出
しを含む SQL ステートメントを受け取りました。ルー
チンが停止したため、ステートメントは受け入れられま
せんでした。可能な理由としては、次のものがありま
す。
v このプロシージャーに対して STOP PROCEDURE
ACTION (REJECT) コマンドが出された
v このユーザー定義関数に対して STOP FUNCTION
ACTION(REJECT) コマンドが出された
v 以前にルーチンが異常終了した
システムの処置:
ん。
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このステートメントは実行できませ

-START FUNCTION コマンドを使用してユーザー定義
関数を活動化してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNX9CCM、DSNX9GPL
00E79002
説明: DB2 は、ストアード・プロシージャーの SQL
CALL ステートメントまたはユーザー定義関数の呼び出
しを含む SQL ステートメントを受け取りました。イン
ストール定義時間制限を超える前にプロシージャーをス
ケジュールすることができなかったため、ステートメン
トが受け入れられませんでした。これは、以下の理由で
生じることがあります。
v DB2 STOP PROCEDURE(name) または STOP
FUNCTION SPECIFIC コマンドが有効であった。こ
のコマンドが有効である間は、DB2 START
PROCEDURE または START FUNCTION SPECIFIC
コマンドが出されるまでユーザー作成ルーチンはスケ
ジュールできません。
v 利用可能なストアード・プロシージャーの TCB が使
用中であるため、ユーザー作成ルーチンは要求された
時間内に DB2 で設定されたストアード・プロシージ
ャーのアドレス・スペースの TCB に割り振ることが
できません。
v DB2 ストアード・プロシージャーのアドレス・スペ
ースのディスパッチング優先順位が低すぎるとストア
ード・プロシージャー要求を処理しているときに遅れ
が生じます。遅れが大きくなると、ストアード・プロ
シージャーのアドレス・スペースの TCB を使用し
て、新しい SQL CALL ステートメントを適切なとき
に処理することができなくなります。
v WLM によってユーザー作成ルーチンの呼び出し側に
割り当てられたディスパッチング優先順位が低かった
ため、WLM は、ご使用のシステムで定義されている
時間制限が時間切れになる前に WLM で設定された
ストアード・プロシージャーのアドレス・スペース内
の TCB に要求を割り当てることができませんでし
た。
v WLM アプリケーション環境が静止しているので、
WLM は、WLM が設定したストアード・プロシージ
ャーのアドレス・スペースには要求を割り当てませ
ん。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00E79004 • 00E79006
v WLM は互換モードで使用されており、必要なストア
ード・プロシージャーのアドレス・スペースは MVS
START コマンドを使用して始動されていません。
システムの処置:
ん。

このステートメントは実行できませ

プログラマーの応答: ルーチンが停止した場合、DB2
-START PROCEDURE コマンドまたは -START
FUNCTION コマンドを使用してユーザー作成ルーチン
を活動化してください。
DB2 で設定されたストアード・プロシージャーのアド
レス・スペースを使用することになっていた場合は、タ
イムアウト状態が起こった原因として、次のいずれかが
考えられます。
v ストアード・プロシージャーまたはユーザー定義関数
アプリケーションが完了していない。これが生じる場
合、ストアード・プロシージャーを処理するのに使用
する TCB は、新しいストアード・プロシージャー要
求を処理するのには使用できなくなります。
ストアード・プロシージャーまたはユーザー定義関数
を現在実行している DB2 スレッドの数を判別するた
めに -DISPLAY PROCEDURE コマンドおよび
-DISPLAY FUNCTION を使用してください。スレッ
ドの数が多すぎる場合、 -DISPLAY THREAD コマン
ドを使用して、各スレッドの詳細を確認してくださ
い。
v 要求された容量に値するストアード・プロシージャー
TCB が利用できない場合、 DB2 ストアード・プロ
シージャーのアドレス・スペースを開始するのに使用
する JCL 手順にある NUMTCB キーワードの値を増
やしてください。
WLM で設定されたストアード・プロシージャーのアド
レス・スペースを使用することになっていた場合は、タ
イムアウト状態が起こった原因として、次のいずれかが
考えられます。
v ゴール・モードを使用して、WLM で設定されたスト
アード・プロシージャーのアドレス・スペースの数を
管理している場合は、ストアード・プロシージャーの
呼び出し側に割り当てたディスパッチング優先順位が
低過ぎます。作業の優先順位が低いと、WLM は、そ
の作業を長時間キューに入れたままにします。

# v WLM アプリケーション環境が静止しています。
MVS WLM DISPLAY,APPLENV=wlmenv コマンドを出
#
して、アプリケーション環境の状況を検査してくださ
#
い。 MVS WLM VARY APPLENV=wlmenv,RESUME コ
#
マンドを使用すると、環境が静止した場合にその環境
#
を活動化することができます。
#
v 互換モードを使用して、WLM で設定されたストアー
ド・プロシージャーのアドレス・スペースの数を管理

している場合は、アドレス・スペースまたはこれらの
アドレス・スペースで実行している TCB が十分でな
いために、呼び出されるユーザー作成ルーチンの数を
サポートできない場合があります。アドレス・スペー
スおよび TCB の数を増加させる必要がある場合があ
ります。これらのアドレス・スペースのディスパッチ
ング優先順位を改善し、ストアード・プロシージャー
の要求が十分高速に処理されるようにする必要もあり
ます。
00E79004
説明: DB2 はストアード・プロシージャーの SQL
CALL ステートメントを受け取りました。 DB2 で設定
されたストアード・プロシージャーのアドレス・スペー
スがアクティブでないため、ストアード・プロシージャ
ーを受け入れることができませんでした。
以下の理由により、DB2 で設定されたストアード・プ
ロシージャーのアドレスが使用できません。
v DB2 モジュール DSNZPARM が、DB2 で設定された
ストアード・プロシージャーのアドレス・スペースに
対する JCL PROC の名前にブランクの値を指定した
場合。
v ストアード・プロシージャーのアドレス・スペースが
取り消されているかまたはシステム管理者によって意
図的に終了させられた場合。
システムの処置: このステートメントは実行できませ
ん。
プログラマーの応答: ブランク以外の値が DB2 モジュ
ール DSNZPARM の DB2 で設定されたストアード・プ
ロシージャーのアドレス・スペースに対する JCL PROC
に指定されている場合は、 DB2 は、DB2 始動時に
DB2 ストアード・プロシージャーのアドレス・スペー
スを自動的に開始します。 DB2 がアクティブなときに
DB2 で設定されたストアード・プロシージャーのアド
レス・スペースが終了した場合は、 -START
PROCEDURE(*) コマンドを出して再始動することがで
きます。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSNX9CAL、DSNX9GPL
00E79006
説明: DB2 は、ストアード・プロシージャーの SQL
CALL ステートメントまたはユーザー定義関数の呼び出
しを含む SQL ステートメントを受け取りました。ユー
ザー作成ルーチンのロード・モジュールは言語環境プロ
グラム事前初期設定環境との互換性がないため、そのス
テートメントは引き受けられません。
システムの処置:

SQL CALL ステートメントは拒否さ
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00E79007
れ、SQLCODE -471 とこの理由コードが表示されま
す。
プログラマーの応答: ルーチンが、言語環境プログラム
事前初期設定 CEEPIPI 呼び出しの宛先とすることがで
きるモジュールを生成するコンパイラーのレベルでコン
パイルしてあることを確認してください。さらに、ルー
チンが言語環境プログラム実行時ライブラリーによって
リンク・エディットされていることも確認してくださ
い。
ルーチンが SYSIBM.SYSROUTINES 内で主プログラム
またはサブプログラムとして正しく記述されるかどうか
を検査してください。ストアード・プロシージャーのプ
ロシージャー・オプションがサブプログラムで、カタロ
グの指定が主プログラムであることを示している場合
に、この障害が起こる場合があります。
メッセージ DSNX962I は、さらに MVS システム・コ
ンソール上でも表示されます。このメッセージは障害が
起きた特定の言語環境プログラム事前初期設定サービス
と障害戻りコードを示します。
コンパイラーの必須レベルについては、アプリケーショ
ン・プログラミングおよび SQL ガイド を参照してくだ
さい。
00E79007

| 説明: CREATE PROCEDURE または CREATE
| FUNCTION の LANGUAGE 文節に指定されているホス
| ト言語が、LE/370 によって報告された言語と一致しな
| かったため、DB2 ストアード・プロシージャーの呼び
| 出しまたは UDF 呼び出しが失敗しました。
システムの処置: ストアード・プロシージャーの呼び出
しに失敗し、このプロシージャーは STOP-REJ とマー
クされます。

|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: ALTER FUNCTION
または ALTER PROCEDURE ステートメントを使っ
て、ユーザー定義関数またはプロシージャーに指定され
ている LANGUAGE 属性を訂正してください。
00E79008

|
|
|
|

ー・プロダクトによって、このエラーを説明するための
追加のエラー・メッセージが生成されているかもしれま
せん。ALTER FUNCTION または ALTER
PROCEDURE ステートメントを使って、ユーザー定義
関数またはプロシージャーに指定されている
SECURITY 属性を変更します。

| 00E7900B
|
|
|
|
|

説明: SQL CALL ステートメントを処理できませんで
した。DB2 は、 ユーザー定義関数またはプロシージャ
ーを、WLM によって設定された特定のアドレス・スペ
ースで実行するよう決定しましたが、必要な WLM サ
ービスを利用できません。

|
|

ユーザー定義関数またはプロシージャーは、非ブランク
の WLM ENVIRONMENT 属性を指定しました。

|
|
|

システムの処置: SQL CALL ステートメントは拒否さ
れ、SQLCODE -471 とこの理由コードが表示されま
す。

|
|
|
|
|

プログラマーの応答: ALTER FUNCTION か ALTER
PROCEDURE ステートメントを使って、ユーザー定義
関数またはプロシージャーに指定されている WLM
ENVIRONMENT 属性を変更するか、NO WLM
ENVIRONMENT 文節を指定してください。

|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: 変更されたユーザー定
義関数またはプロシージャーを呼び出すには、 START
FUNCTION SPECIFIC または START PROCEDURE コ
マンドを実行してください。
00E7900C
説明: SQL CALL ステートメントまたはユーザー定義
関数呼び出しを処理することができませんでした。ユー
ザー作成ルーチンに指定した WLM アプリケーション
環境名が定義されていないか、または定義されていて
も、アクティブな WLM ポリシーの DB2 に現在使用す
ることができません。
システムの処置: SQL ステートメントは拒否され、
SQLCODE -471 とこの理由コードが表示されます。

されることを要求しました。このセキュリティー環境を
確立しようとしていたときに、エラーが発生しました。

プログラマーの応答: -ALTER PROCEDURE または
-ALTER FUNCTION コマンドを使用して、 WLM
ENVIRONMENT を更新しアクティブな WLM ポリシー
内で定義されてアクティブなアプリケーション環境を指
定するか、 WLM ポリシーを更新して有効なアプリケ
ーション環境名を入れてください。

システムの処置: SQL CALL ステートメントは拒否さ
れ、SQLCODE -471 とこの理由コードが表示されま
す。

WLM ポリシーの定義を更新した場合は、MVS WLM
VARY コマンドを使用してこの新しい定義を活動化して
ください。

システム・プログラマーの応答:

WLM アプリケーション環境が静止した場合は、 MVS

説明:

SQL CALL ステートメントを処理できませんで

| した。ユーザー定義関数またはプロシージャーの
| SECURITY 属性は、特定のセキュリティー環境が確立
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00E7900E
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。4。

WLM VARY APPLENV= applenv,RESUME コマンドを
使用してアプリケーション環境を活動化してください。

問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。

| 00E7900E
|
|
|
|
|
|
|
|

説明: SQL CALL ステートメントまたはユーザー定義
関数呼び出しを処理できませんでした。このルーチン
は、このルーチンとは逆の WLM 管理または DB2 管理
の特性を持つ、別のストアード・プロシージャーまたは
ユーザー定義関数によって呼び出されました。 DB2 管
理のストアード・プロシージャーと WLM 管理のスト
アード・プロシージャーまたはユーザー定義関数の間で
は、ネスティングは許可されません。

|
|

システムの処置: SQL ステートメントは拒否され、
SQLCODE -471 とこの理由コードが表示されます。

|
|
|
|

プログラマーの応答: ALTER PROCEDURE コマンド
を使って属性を NO WLM ENVIRONMENT に変更する
か、またはこれを呼び出さないように呼び出しルーチン
を変更してください。

00E79101
説明: DB2 が、予期しない戻りコードを WLM サービ
スから受け取りました。
システムの処置: SYS1.LOGREC に記録が書き込まれ
て、SVC ダンプが要求されます。アプリケーション・
プログラムは異常終了します。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNX9CAL、DSNX9MON

00E7900F
説明: ユーザー定義関数あるいはストアード・プロシー
ジャーに対するパラメーター・リストに使用できるスト
レージが不足しています。このエラーは、DB2 が獲得
できるストレージより大きな、連続したストレージを必
要とする単一のパラメーターあるいはパラメーター・グ
ループによって引き起こされます。

| 00E79102
| 説明: Java ネイティブ・インターフェース機能を使っ
| て Java ストアード・プロシージャーを呼び出そうとし
| ていたときに、エラーが発生しました。

システムの処置: SQL ステートメントは拒否され、
SQLCODE -904 とこの理由コードが表示されます。

| システムの処置: SQL CALL ステートメントは、SQL
| コード -471、理由コード 00E79102 で失敗しました。

プログラマーの応答: 各パラメーターの長さが妥当かど
うか調べてください。
LOB を使用している場合は、代わりに LOB ロケータ
ーを使用することを考えてください。

|
|
|
|

00E79100

| 00E79106

説明: ストアード・プロシージャー要求の処理中に内部
DB2 エラーが起こりました。

|
|
|
|
|
|

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNX9SER

DSNX9STP

DSNX9TEX

DSNX9WTO.

システムの処置:
す。

エラーが起きたタスクが異常終了しま

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答:
エラーです。

これは、DB2 の内部

プログラマーの応答: オペレーター・コンソールをチェ
ックしてメッセージ DSNX961I があるか調べてくださ
い。このメッセージには、Java エラーに関する情報が入
っています。

説明: DB2 は REXX ストアード・プロシージャーに
対する SQL CALL ステートメントを処理できませんで
した。REXX ストアード・プロシージャーを実行するた
めの環境の設定に関連したエラーがありました。システ
ム・コンソールをチェックして、関連する DSNX993I
メッセージがあるか調べてください。

| システムの処置: SQL ステートメントは、この理由コ
| ードと SQL コード -471 で失敗します。
| プログラマーの応答: DSNX993I メッセージと、
| ddname SYSTSPRT の中の TSO および REXX メッセ
| ージに提供されている情報を使用して問題を診断してく
| ださい。TSO および REXX のメッセージの説明は、
| OS/390 TSO/E メッセージ および OS/390 TSO/E REXX
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00E79107
| 解説書 に記載されています。
| 00E79107
| 説明: DB2 が、 SQLCODE -471 によって指定されて
| いる Java クラスをロードして Java ストアード・プロ
| シージャーを実行しようとしました。クラスが見つかり
| ません。
| システムの処置: SQL CALL ステートメントは
| SQLCODE -471 とこの理由コードで失敗しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

プログラマーの応答: SQLCODE -471 の SQLCA の
SQLERRMC フィールドにある 3 つ目のエラー・トー
クンには、見つからなかったクラス名が入っています。
ストアード・プロシージャーが実行される、ストアー
ド・プロシージャーのアドレス・スペースのための始動
プロシージャーには、データ・セットを指す JAVAENV
DD ステートメントが入っています。そのデータ・セッ
トには、ストアード・プロシージャーのクラス名の入っ
たパスを含む CLASSPATH 変数が入っていなければな
りません。この CLASSPATH 変数には、そのストアー
ド・プロシージャー・クラスが参照するすべてのクラス
も含まれていなければなりません。

|
|
|
|

プロシージャーの Java DLL の生成に使用した .class
ファイルに対して、コマンド javap -s -private を実
行してください。 Java メソッドのシグニチャーは、コ
マンド出力と一致していなければなりません。

| 00E79109
|
|
|
|
|

説明: ストアード・プロシージャーのアドレス・スペー
スが、Java ルーチンを実行するようにセットアップされ
ていません。ストアード・プロシージャー・アドレス・
スペースの始動プロシージャーに、JAVAENV DD ステ
ートメントが含まれていません。

| システムの処置: SQL CALL ステートメントは
| SQLCODE -471 とこの理由コードを出します。
| プログラマーの応答: システム・プログラマーに連絡し
| てください。
|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: JAVAENV DD ステ
ートメントを、ストアード・プロシージャー・アドレ
ス・スペースの始動プロシージャーに追加してくださ
い。JAVAENV DD ステートメントには、Java ルーチン
を実行するための環境変数が入ったデータ・セットを指
定します。

| 00E79108

| 00E79200

| 説明: DB2 が、 SQLCODE -471 によって指定されて
| いる Java メソッドをロードして Java ストアード・プ
| ロシージャーを実行しようとしました。メソッドが見つ
| かりません。

| 説明: コントロール・センター 390 ストアード・プロ
| シージャーが、予期しない異常終了またはエラー条件を
| 検出しました。

|
|

システムの処置: SQL CALL ステートメントは、
SQLCODE -471 とこの理由コードで失敗しました。

|
|
|
|
|
|
|
|

プログラマーの応答: SQLCODE -471 の SQLCA の
SQLERRMC フィールドにある 3 つ目のエラー・トー
クンには、ユーザー指定のメソッド名と、見付からなか
ったメソッドに対する DB2 生成のシグニチャーが入っ
ています。シグニチャーが長すぎて SQLERRMC フィ
ールドに収まらない場合、シグニチャーは切り捨てられ
ます。シグニチャー内の左大括弧 ([) は、より小 (<) の
文字として表示されます。

| SQLERRMC フィールド内の最初のエラー・トークンに
| ストリング「main signature」が含まれている場合、スト
| アード・プロシージャーのメソッドは main メソッドで
| あり、ストアード・プロシージャーの定義には文字デー
| タ・タイプ以外のデータ・タイプのパラメーターが含ま
| れています。
|
|
|
|

ストアード・プロシージャーのプロシージャー定義マッ
プにあるパラメーターの SQL データ・タイプが、呼び
出す Java メソッドのパラメーターにマップしているこ
とを確認してください。

|

OS/390 UNIX システム・サービスでは、ストアード・
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|
|
|
|
|
|
|
|

システムの処置: コントロール・センター 390 ストア
ード・プロシージャーは終了して、失敗を示す戻りコー
ドを呼び出し側アプリケーションに戻します。コントロ
ール・センター 390 ストアード・プロシージャーは異
常終了から再試行するため、DB2 は、ストアード・プ
ロシージャーが異常終了したことを検出しません。DB2
によって維持される異常終了カウントには、この異常終
了は数えられません。

| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
| システム・プログラマーの応答: コントロール・センタ
| ー 390 にエラーがあると思われる場合には、IBM サポ
| ート担当者に連絡してください。
| 問題判別: SYS1.LOGREC にエラーが記録され、SVC
| ダンプが要求されます。
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第 52 章 X’E8......’ コード
00E80001
説明: DB2 アドレス・スペースを始動させる MVS
MGCR サービスを介して、必須パラメーターが渡され
ていません。このパラメーターは、システム・サービ
ス・アドレス・スペースの場合は、SCOM のアドレス
で、データベース・サービス・アドレス・スペースまた
は分散データ機能アドレス・スペースの場合は、 ASCE
のアドレスでなければなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASCP
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 に、誤りのあるパラメーター
値を含む 4 バイト・フィールドのアドレスが入ってい
ます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5、8。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5、8。
00E80003
説明: システム・サービス・アドレス・スペースでの処
理中に、サポートされない保留中の機能要求が検出され
ました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASCP
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 に、保留中の機能要求の値を
含む 4 バイト・フィールドのアドレスが入っていま
す。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

00E80002
説明: DB2 サブシステム・サービスのアドレス・スペ
ースが有効なサブシステムによって始動されていない
か、あるいは MVS IEFSSREQ 処理中にエラーが起こり
ました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASCP
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別:

バイトのフィールドが入っています。バイト 1 から 4
には、サブシステム名が含まれ、バイト 5 から 8 に
は、MVS IEFSSREQ マクロによってセットされた戻り
コードを含むレジスター 15 の内容が入っています。

レジスター 9 には、次の診断情報を含む 8

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

00E80004
説明: DB2 サブシステムの始動機能が正常に完了した
ことを示すために、リソース・マネージャーのアドレ
ス・スペースからシステム・サービスのアドレス・スペ
ースに対して POST が出されたときに、エラーが起こ
りました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASCP
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
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00E80005
問題判別: システム・サービスのアドレス・スペースが
異常終了しているかもしれません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

説明: MVS が、DB2 アドレス・スペース制御タスク
のための ESTAE を確立することができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASCP

00E80005
説明: 接続許可機能が正常に完了したことを示すため
に、リソース・マネージャーのアドレス・スペースから
システム・サービスのアドレス・スペースに対して
POST が出されたときに、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASCP
オペレーターの応答:
てください。

00E8000E

システム・プログラマーに通知し

システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

問題判別: レジスター 9 には、ESTAE マクロ戻りコ
ードを含む 4 バイトのフィールドのアドレスが入って
います。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

問題判別: システム・サービスのアドレス・スペースが
異常終了していることが、エラーの原因と思われます。

00E8000F

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80006
説明: リソース・マネージャーのアドレス・スペースで
の処理中に、サポートされない保留中の機能要求が検出
されました。

説明: MVS MGCR マクロ・サービスによって渡され
た、パラメーター (受け渡しが予期されていた) が無効
です。おそらく、-START DB2 コマンド以外の手段で
DB2 を始動させようとしたことが原因です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASCP
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASCP

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

問題判別: レジスター 9 には、パラメーター値を含む
4 バイト・フィールドのアドレスが入っています。

問題判別: レジスター 9 に、保留中の機能要求の値を
含む 4 バイト・フィールドのアドレスが入っていま
す。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5、8。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
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00E80011
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00E80011
説明: MVS が、アドレス・スペースをスワップ不能に
することができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASTR
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

システム・プログラマーに通知し

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

問題判別: レジスター 9 には、次の診断情報を含む 8
バイト・フィールドのアドレスが入っています。バイト
1〜4 には、4 文字のリソース・マネージャーのアドレ
ス・スペース名が含まれ、バイト 5〜8 には MGCR 戻
りコードが含まれています。

オペレーターの応答:
てください。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、3、
5、8。

おそらく、実記憶域が不足しているために MVS 補助記
憶機構管理が新しいアドレス・スペースの始動を禁止し
たことが、エラーの原因と思われます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

00E80012

00E8001F

説明: MGCR 呼び出しの結果を示すために、システ
ム・サービスのアドレス・スペースからリソース・マネ
ージャーのアドレス・スペースに対して POST が出さ
れたときに、エラーが起こりました。

説明: DB2 アドレス・スペース始動機能によって、サ
ポートされない機能要求が検出されました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASTR

システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: リソース・マネージャーのアドレス・スペー
スが、異常終了している可能性があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5、8。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASTR

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E8002F

00E80013
説明: MVS が、リソース・マネージャーのアドレス・
スペースを作成できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASTR
システムの処置:

説明: DB2 アドレス・スペース停止機能によって、サ
ポートされない機能要求が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASTP
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。

DB2 サブシステムは終了します。
第 52 章 DB2 コード
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00E80031
システム・プログラマーに通知し

ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

オペレーターの応答:
てください。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80031
説明: 接続アドレス・スペース初期設定に関して、サポ
ートされない入力パラメーターが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYALLI
システムの処置:
す。

呼び出し側のタスクは異常終了しま

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

問題判別: レジスター 9 には、パラメーター値を含む
4 バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80033
説明: この理由コードは、X'04F' システム異常終了コ
ードと一緒に出されます。 DB2 サブシステムが終了さ
れていることをこのモジュールが検出しました。 1523
ページの『付録 A. CICS トランザクション異常終了 /
ダンプ・コード』を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYALLI
システムの処置: 呼び出し側のタスクは、コード
X'04F' で異常終了します。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、3、
5。

問題判別: レジスター 9 には、パラメーター値を含む
4 バイト・フィールドのアドレスが入っています。

00E8003C

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

説明: EOM 処理中に、実行中のアドレス・スペースの
アドレス・スペース制御エレメント (ASCE) を突き止め
ることができません。

00E80032

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYALLI

説明: 接続アドレス・スペース終了に関して、サポート
されない入力パラメーターが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYALLI
システムの処置:
す。

呼び出し側のタスクは異常終了しま

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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システムの処置:
す。

呼び出し側のタスクは異常終了しま

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00E8003D
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、3、
5。

ション異常終了 / ダンプ・コード』 を参照してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

00E8003D
説明: 完了必須機能に関して、リカバリーされていない
リソース (たとえば、ラッチ) が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYALLI
システムの処置:
します。

DB2 サブシステムの異常終了が開始

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードに
ついては、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザク
ション異常終了 / ダンプ・コード』 を参照してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

説明: 接続アドレス・スペース制御機能によって、サポ
ートされない機能要求が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYALLI
システムの処置: 呼び出し側のタスクは異常終了しま
す。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、機能の値を含む 4 バイ
ト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80041

00E8003E
説明: MVS が、DB2 接続アドレス・スペースとして
初期設定されようとしているアドレス・スペース内で、
ESTAE を確立できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYALLI
システムの処置:
す。

00E8003F

呼び出し側のタスクは異常終了しま

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードに
ついては、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザク

説明: 保留中の接続許可要求を知らせるために、接続ア
ドレス・スペースからシステム・サービスのアドレス・
スペースに対して POST が出されたときに、エラーが
起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYAUTH
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: システム・サービスのアドレス・スペースが
異常終了しているかもしれません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
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1395

00E80042
DB2 コマンドにエラーがある場合には、この異常終了
が起こります。

00E80042
説明: 保留中の接続許可要求を知らせるために、システ
ム・サービスのアドレス・スペース・リソース・マネー
ジャーのアドレス・スペースに対して POST が出され
たときに、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYAUTH
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

また、DB2 サブシステムが実行中でない (始動されてい
ないか、あるいは停止している) 場合には、入力された
DB2 コマンドは、すべて -START DB2 コマンドとして
解釈されます。この場合、サブシステムは、実際のコマ
ンドが -START DB2 コマンドではないことを判別する
間始動処理を行いますが、判別できると異常終了を出し
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTRT

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システムの処置:

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: リソース・マネージャーのアドレス・スペー
スが、異常終了している可能性があります。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

00E8004F

このエラーによって、SYS1.LOGREC にレコードが書き
込まれたり、 SVC ダンプが要求されたりすることはあ
りません。サブコンポーネントの診断情報を得るために
は、診断ツール (たとえば、MVS SLIP) が必要です。

説明: 接続アドレス・スペース許可機能によって、サポ
ートされない機能要求が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYAUTH
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

オペレーターの応答: コマンドの入力に誤りがある場合
には、コマンドを再入力してください。それ以外の場合
には、システム・プログラマーに通知してください。

問題判別: レジスター 9 には、次の診断情報を含む 12
バイト・フィールドのアドレスが入っています。バイト
1〜4 には、DB2 を始動させるため使用されたコマンド
を含むバッファーのアドレスが入り、バイト 5〜8 には
汎用コマンド処理プログラムの戻りコードが入り、バイ
ト 9〜12 には IPC コマンド処理プログラムの戻りコー
ド、あるいは、バイト 5〜8 に正の値が入っている場合
には、'FFFFFFFF' が入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80052
説明: 機能始動通知処理中に、リソース・マネージャー
によって障害が通知されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTRT
システムの処置:

00E80051
説明: DB2 サブシステムを始動させるために使用され
たコマンドから、エラーが検出されました。このエラー
の原因となる条件は 2 つあります。まず、-START
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DB2 サブシステムは終了します。

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00E80053
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、DB2 サブシステム終了
を要求したリソース・マネージャーの RMID を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。

問題判別: レジスター 9 には、リカバリー管理プログ
ラム・サブコンポーネントからの戻りコードを含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80055

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

説明: DB2 チェックポイントの処理中に、リカバリー
管理プログラム (RM) サブコンポーネントによってエラ
ーが検出されました。

00E80053

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTRT

説明: 作業解放通知処理中に、リソース・マネージャー
によって障害が通知されました。

システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTRT

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

システムの処置:

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、DB2 サブシステム終了
を要求したリソース・マネージャーの RMID を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80054
説明: リカバリー再始動処理中に、リカバリー管理プロ
グラム (RM) サブコンポーネントによってエラーが通知
されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTRT
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、リカバリー管理プログ
ラム・サブコンポーネントからの戻りコードを含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80056
説明: 始動時に、DB2 が ZPARMS の DSN6FAC にア
クセスすることができなかったために、分散データ機能
をロードする必要があるかどうかを判別することができ
ません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTRT
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DSN6FAC をアセンブ
ルして、DSNZPARM ロード・モジュールをリンク・エ
ディットし直してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、9。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
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00E80057
オペレーターの応答:
てください。

00E80057
説明: DB2 リソース・マネージャー・アドレス・スペ
ースを始動しようとしていたときにエラーが起こりまし
た。この問題の原因としては、始動プロシージャー中の
JCL エラーが考えられます。このエラーは、この異常終
了を出したアドレス・スペース内にはおそらくないこと
に注意してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTRT
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5、
3。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80061
説明: 無効な形式のリソース・マネージャー初期設定表
(RMIT) が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSDLB
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00E80058
説明: 開始しようとしている DB2 バージョンは、この
バージョンの MVS とは互換性がありません。このバー
ジョンの DB2 には MVS/ESA が必要です。
システムの処置:
ん。

システム・プログラマーに通知し

DB2 サブシステムが開始されませ

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システム・プログラマーに通知し

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

システム・プログラマーの応答: DB2 始動プロシージ
ャーで、使用している MVS バージョンと互換性のある
DB2 バージョンを使用するように変更してください。

問題判別: レジスター 9 には、無効なリソース・マネ
ージャー初期設定表 (RMIT) の形式が含まれているロー
ド・モジュールの名前を含む、8 バイト・フィールドの
アドレスが入っています。

オペレーターの応答:
てください。

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASCP
00E8005F

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTRT
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1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E8006F

説明: DB2 サブシステム始動制御機能によって、サポ
ートされない機能要求が検出されました。

システムの処置:

原因としては、ロード・モジュールに RMIT が含まれ
ていないこと、またはリンク・エディット・プログラム
の入り口制御ステートメントでモジュール・エントリ
ー・ポイントとして RMIT が指定されていないことが
考えられます。

DB2 サブシステムは終了します。

説明: 定義制御ブロック管理機能によって、サポートさ
れない機能要求が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSDLB
システムの処置:

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DB2 サブシステムは終了します。

00E8007F
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E8007F

問題判別: モジュールに初期設定ロード・モジュール・
リストが含まれていないこと、または、リンク・エディ
ット・プログラムの入り口制御ステートメントでモジュ
ール・エントリー・ポイントとして初期設定ロード・モ
ジュール・リストが指定されていないことが考えられま
す。
レジスター 9 には、無効な初期設定ロード・モジュー
ル・リストを収めているモジュールの名前を含む、8 バ
イト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80084

説明: アプリケーション・プログラム呼び出しパラメー
ター管理機能によって、サポートされない機能要求が検
出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSPCB
システムの処置:

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

説明: サブシステム始動通知処理中に、リソース・マネ
ージャーによって障害が通知されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSIRM
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: 正しい DSNZPARM 初期設定パ
ラメーター・モジュールを使用して -START DB2 コマ
ンドを入力しているかどうかを確かめてください。正し
いモジュールを使用していなかった場合は、正しい
DSNZPARM モジュールを使用してコマンドを入力し直
してください。それ以外の場合は、システム・プログラ
マーに通知してください。

問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

00E80081

問題判別: レジスター 9 には、DB2 サブシステム終了
を要求したリソース・マネージャーの RMID を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。

説明: 無効な初期設定ロード・モジュール・リスト
(ILML) が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSIRM
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5、8、 9、
16、 19。
00E8008F
説明: リソース・マネージャー初期設定機能によって、
サポートされない機能要求が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSIRM
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
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00E80091
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。

00E800AF

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

説明: リソース・マネージャー終了機能によって、サポ
ートされない機能要求が検出されました。

00E80091

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTRM

説明: リソース・マネージャーのアドレス・スペースに
関する DB2 シャットダウンが開始されようとしている
ことを知らせるために、制御アドレス・スペースからリ
ソース・マネージャーのアドレス・スペースに対して
POST が出されたときに、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTOP
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

00E800B1

問題判別: リソース・マネージャーのアドレス・スペー
スが、異常終了している可能性があります。

説明: -STOP DB2 コマンドの処理中に、サービス・タ
スクを作成することができません。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSCMD
システムの処置:

00E8009F
説明: DB2 サブシステム・シャットダウン制御機能に
よって、サポートされない機能要求が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTOP
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、エージェント・サービ
ス管理プログラム (ASM) サブコンポーネントのサービ

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00E800CE
ス・タスク作成機能からの戻りコードを含む、4 バイ
ト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

説明: MVS が、作業停止通知機能のための ESTAE を
確立できません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYSTPW
DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、ESTAE マクロ戻りコ
ードを含む 4 バイトのフィールドのアドレスが入って
います。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E800D1
説明: ローカル・ストレージ作成通知の処理中に、リソ
ース・マネージャーによって障害が通知されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYAGCS
システムの処置:

説明: MVS LOCAL ロックを獲得しようとしていたと
きに、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYAGCS

00E800CE

システムの処置:

00E800D2

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 8 には、DB2 サブシステム終了
を要求したリソース・マネージャーの RMID を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、3、
5。
00E800D3
説明: MVS LOCAL ロックを解除しようとしていたと
きに、エラーが起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYAGCS
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、3、
5。
00E800DF
説明: アドレス・スペース・グローバル共通サービス機
能によって、サポートされない機能要求が検出されまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYAGCS
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC の印
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00E80100
刷出力および SVC ダンプを入手してください。 DB2
にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関
する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

問題判別: X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードに
ついては、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザク
ション異常終了 / ダンプ・コード』 を参照してくださ
い。

00E80100
説明: DB2 アドレス・スペース制御タスク ESTAE に
入ったために、DB2 サブシステムが異常終了しまし
た。この理由コードは、X'04E' 異常終了完了コード以外
のすべての異常終了完了コードの場合に出されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYECTE
システムの処置:
す。

DB2 サブシステムの終了が開始しま

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
DB2 サブシステムはエラーの原因を判別できません。
問題判別: エラーの原因となったサブコンポーネントは
不明です。 X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードに
ついては、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザク
ション異常終了 / ダンプ・コード』 を参照してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5、9、
16、19。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E8011E
説明: 接続アドレス・スペース・タスク 1 次 ESTAE
により、 MVS が 2 次 ESTAE を確立できなかったこ
とが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYEATE
システムの処置: 接続アドレス・スペースの異常終了が
続行されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、3、
5。
00E8011F

00E8011D

説明: MVS RTM によってサブシステム診断作業域
(SDWA) が提供されていないにもかかわらず、接続アド
レス・スペース・タスク 1 次 ESTAE に入りました。

説明: 完了必須機能に関して、リカバリーされていない
リソース (たとえば、ラッチ) が検出されました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYEATE

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYEATE

システムの処置: 接続アドレス・スペースの異常終了が
続行されます。

システムの処置: DB2 サブシステムの終了が開始しま
す。

オペレーターの応答:
てください。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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システム・プログラマーに通知し

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

システム・プログラマーに通知し

00E8012D
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、3、
5。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、3、
5。
00E8012D
説明: 接続アドレス・スペース・タスクの 2 次
ESTAE が、'完了必須'機能に関して、リカバリーされて
いないリソース (たとえば、ラッチ) を検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYEAT2
システムの処置:
します。

DB2 サブシステムの異常終了が開始

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードに
ついては、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザク
ション異常終了 / ダンプ・コード』 を参照してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E8012F
説明: MVS によってサブシステム診断作業域 (SDWA)
が提供されていないにもかかわらず、接続アドレス・ス
ペース・タスク 2 次 ESTAE に入りました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYEAT2
システムの処置:
続行されます。

接続アドレス・スペースの異常終了が

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

00E80130
説明: 有効な -STOP DB2 コマンドの処理中に、
-START/-STOP DB2 コマンド処理プログラム機能を保
護する FRR に入りました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYESCF
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードに
ついては、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザク
ション異常終了 / ダンプ・コード』 を参照してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80140
説明: 作業停止通知機能を保護する ESTAE に入りま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYESWE
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードに
ついては、 1523 ページの『付録 A. CICS トランザク
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00E80150
ション異常終了 / ダンプ・コード』 を参照してくださ
い。

この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

問題判別: レジスター 9 には、次の診断情報を含む 12
バイト・フィールドのアドレスが入っています。バイト
1〜8 には、無効な項目のある初期設定エントリー・ポ
イント・リストを含むロード・モジュールの名前が入
り、バイト 9〜12 には、初期設定エントリー・ポイン
ト・リスト項目の項目番号が入っています。原因とし
て、初期設定エントリー・ポイント・リスト項目で、無
効なモジュール・エントリー・ポイントが定義されてい
ること、またロード・モジュールに含まれていないモジ
ュールへの有効なエントリー・ポイントが定義されてい
ることが考えられます。

00E80150
説明: 無効な形式の初期設定エントリー・ポイント・リ
ストが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYEMCL
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、無効な初期設定エント
リー・ポイントリストが存在しているロード・モジュー
ルの名前を収めている、8 バイト・フィールドのアドレ
スが入っています。
原因としては、モジュールに初期設定エントリー・ポイ
ント・リストが含まれていないこと、またはリンク・エ
ディット・プログラムの入り口制御ステートメントでモ
ジュール・エントリー・ポイントとして初期設定エント
リー・ポイント・リストが指定されていないことが考え
られます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E8015F
説明: モジュール・エントリー・ポイント・リスト
(MEPL) 管理機能によって、サポートされない機能要求
が検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYEMCL
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
この理由コードを出している CSECT のリカバリー・ル
ーチンは、可変記録域 (VRA) に情報を記録します。
問題判別: レジスター 9 には、機能要求の値を含む 4
バイト・フィールドのアドレスが入っています。

00E80151
説明: 初期設定エントリー・ポイント・リストの項目か
ら、無効なモジュール・エントリー・ポイント・アドレ
スが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYEMCL
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
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1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、3、 5。
00E80160
説明: DB2 始動処理中に、初期設定プロシージャー・
サブコンポーネントが、無効な AMODE または
RMODE 属性のロード・モジュールを検出しました。異
常終了に先立って、メッセージ DSNY006I または
DSNY007I が出されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNYASCP

DSNYASTR

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

DSYSIRM

DSNYSTRT

00E80161
システムの処置:
す。

DB2 サブシステムの始動は終了しま

は ZPARMS の DSN6FAC メンバー内にある可能性が
あります。

オペレーターの応答: メッセージ DSNY006I またはメ
ッセージ DSNY007I を参照してください。

システムの処置: システムの処置は、DSNYNFAC の呼
び出し側で判別してください。

システム・プログラマーの応答: この理由コードを出し
ている CSECT のリカバリー・ルーチンは、可変記録域
(VRA) に情報を記録します。 DB2 にエラーがあると思
われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

メッセージ DSNY006I またはメッセージ DSNY007I を
参照してください。
問題判別: メッセージ DSNY006I またはメッセージ
DSNY007I を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DSN6FAC に誤りがあ
ると判断できる場合には、エラーを訂正して DSN6FAC
をアセンブルしてから、DSNZPARM ロード・モジュー
ルをリンク・エディットし直してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5、9。

00E80161
説明: DB2 サブシステム始動処理中に、初期設定プロ
シージャーのサブコンポーネントが、始動されているサ
ブシステムと同じ DB2 バージョンではないロード・モ
ジュールを検出しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNYASCP
システムの処置:
す。

DB2 サブシステムの始動は終了しま

オペレーターの応答:
てください。

メッセージ DSNY010I を参照し

システム・プログラマーの応答: この理由コードを出し
ている CSECT のリカバリー・ルーチンは、可変記録域
(VRA) に情報を記録します。 DB2 にエラーがあると思
われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
メッセージ DSNY010I を参照してください。
問題判別:
い。

メッセージ DSNY010I を参照してくださ

00E80170
説明: DB2 の始動時にロードまたは始動されていない
機能をユーザーが要求しました。特定の機能をロードま
たは始動するかどうかについての情報は、 ZPARMS の
DSN6FAC メンバーに入っています。
この理由コードは戻りコード 8 とともに、DSNYNFAC
によって呼び出し側の CSECT へ戻されます。
これは、DSNYNFAC のエラーではありません。エラー
が存在する場合、エラーは呼び出し側の CSECT 内また
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00E90101

DSNZTGET によって出されました。これは DB2 サブ
システムのエラーです。

説明: この理由コードは、DB2 ディレクトリーをオー
プンできないときに出されます。おそらく、DB2 サブ
システムのエラーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNZTGET

この異常終了理由コードは、この異常終了コードに対応
する形で SYS1.LOGREC 項目内で示されているモジュ
ールによって出されます。
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC の印
刷出力および SVC ダンプを入手してください。
問題判別: この異常終了は、いくつかの DB2 内部のデ
ィレクトリーのうちの 1 つがオープンできない場合に
起こります。ユーザーが使用可能なディレクトリーがオ
ープンできないときにも、この異常終了が起こることが
あります。この場合のディレクトリーは、インストール
時に確立された DSNZPARM ディレクトリーです。
インストール中にユーザーがディレクトリーの名前を変
更できるので、このディレクトリーの名前はインストー
ル時に指定された名前とは異なる可能性があります。
DSNZPARM ディレクトリー (またはこれに相当するも
の) のオープンが可能であることを確認してください。
DSNZPARM ディレクトリー (またはこれに相当するも
の) が使用可能である場合には、この問題は DB2 サブ
システムの問題です。 DB2 にエラーがあると思われる
場合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
この異常終了は、DSNZOPEN 要求を出したサブコンポ
ーネントまたはモジュールの FRR もしくは ESTAE に
よって代行受信されます。異常終了した要求を含むモジ
ュールは、SYS1.LOGREC 項目で示されています。問題
について IBM に連絡する際に、この情報が役に立つか
もしれません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、8、 9、
32。
00E90201
説明: 誤ったパラメーターが検出されました。この理由
コードは、DSNZGDE 要求への応答としてモジュール

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC の印
刷出力および SVC ダンプを入手してください。
問題判別: SYS1.LOGREC のレジスター保管域内のレ
ジスター 13 を調べて、呼び出し側の保管域を突き止め
てください。呼び出し側の保管域内のレジスター 0 お
よび 1 により、誤ったパラメーターが示されていま
す。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、8、 9、
32。
00E90202
説明: DB2 ディレクトリーのディレクトリー制御情報
からエラーが検出されました。おそらく、DB2 サブシ
ステムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNZTGET
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC の印
刷出力および SVC ダンプを入手してください。
問題判別: この異常終了は、いくつかの DB2 内部のデ
ィレクトリーのうちの 1 つに対する誤った制御情報が
検出された場合に起こります。ユーザーが使用可能なデ
ィレクトリーによっても、この異常終了が起こることが
あります。この場合のディレクトリーはインストール時
に確立された DSNZPARM ディレクトリーです。
インストール中にユーザーがディレクトリーの名前を変
更できるので、このディレクトリーの名前はインストー
ル時に指定された名前とは異なる可能性があります。
DSNZPARM ディレクトリー (またはこれに相当するも
の) が使用可能であることを確認してください。
DSNZPARM ディレクトリー (またはこれに相当するも
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00E90203
の) が使用可能である場合には、この問題は DB2 サブ
システムの問題です。 DB2 にエラーがあると思われる
場合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、8、 9、
32。
00E90203
説明: DB2 ディレクトリーの記述子制御情報からエラ
ーが検出されました。おそらく、DB2 サブシステムの
エラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNZTGET
システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC の印
刷出力および SVC ダンプを入手してください。
問題判別: この異常終了は、いくつかの DB2 ディレク
トリーのうちの 1 つに対する記述子制御情報が誤って
いた場合に起こります。ユーザーが使用可能なディレク
トリーによっても、この異常終了が起こることがありま
す。この場合のディレクトリーは、インストール時に確
立された DSNZPARM ディレクトリーです。
インストール中にユーザーがディレクトリーの名前を変
更できるので、このディレクトリーの名前はインストー
ル時に指定された名前とは異なる可能性があります。
DSNZPARM ディレクトリー (またはこれに相当するも
の) が使用可能であることを確認してください。
DSNZPARM ディレクトリー (またはこれに相当するも
の) が使用可能である場合には、この問題は DB2 サブ
システムの問題です。 DB2 にエラーがあると思われる
場合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部 を参照してく
ださい。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5、8、 9、
32。

| 00E90403
| 説明: DB2 が -SET SYSPARM コマンドを処理してい
| るときに障害が発生しました。このエラーは、 DB2 に
| おける矛盾データまたは内部エラーが原因である可能性
| があります。
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|
|

システムの処置: SYS1.LOGREC にレコードが書き込
まれ、SVC ダンプが要求されます。

|
|
|
|

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1、
3、 5。

|
|
|

システム・プログラマーの応答: オペレーターから
SYS1.LOGREC および SVC ダンプを入手してくださ
い。

|
|
|

DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部 を参照してください。

| 00E90404
| 説明: DB2 は -SET SYSPARM コマンドの処理中にエ
| ラーを検出しました。
| システムの処置: SYS1.LOGREC に診断レコードが書
| き込まれ、SVC ダンプが要求されます。この要求を出
| した実行単位は、異常終了します。
|
|
|
|

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1、
3、 5。

|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: オペレーターから
SYS1.LOGREC および SVC ダンプを入手してくださ
い。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の第 2 部を参照してください。

| 00E90405
| 説明: DB2 が -SET SYSPARM コマンド処理中にサー
| ビス・タスクを作成しようとしていたときに、エラーが
| 発生しました。
| システムの処置: SYS1.LOGREC に診断レコードが書
| き込まれ、SVC ダンプが要求されます。
|
|
|
|

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1、
3、 5。

|
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: オペレーターから
SYS1.LOGREC および SVC ダンプを入手してくださ
い。DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別
と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の第 2 部を参照してください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

第 54 章 X’F1......’ コード
DSN1LOGP 保守援助機能は、ユーザー異常終了コード X'099' で異常終了することがあります。関連する
異常終了理由コードを、エラー発生時のレジスター 15 に見つけることができます。
00F10100
説明: DSN1LOGP 保守援助機能で、内部エラーが検出
されました。
オペレーターの応答: 問題の識別および報告について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参
照してください。
00F10101
説明: 独立型のログ読み取り機能から、無効な RBA
が戻されました。メッセージ DSN1211E の説明を参照
してください。
オペレーターの応答: このデータ・セットがログ・デー
タ・セットで、損傷を受けていないと思われる場合、問
題の識別および報告に関する詳細については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001
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DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

第 55 章 X’F3......’ コード
以下の異常終了理由コードの多くは、 X'0Cx' システム異常終了時点でレジスター 15 に戻されるもので、
X'04E' 異常終了の理由コードではありません。このことは、後に続く説明のなかでも示されています。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。

00F30001
説明: この理由コードは、サブシステム・タイプ・リカ
バリー調整プログラムが DB2 に接続されるとき、また
は未確定スレッドの処理時に、それ以上のリカバリー調
整処置が必要であることを調整プログラムに通知するた
めに、サブシステム・タイプ・リカバリー調整プログラ
ムに戻されます。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3ID30

DSN3RIA0

システム・プログラマーの応答:
照してください。

「問題判別」の項を参

問題判別: この理由コードは、接続機能が提供した機能
要求ブロック (FRB) に対するアクセス中に、レジスタ
ー 15 に収められます。それに続いて出される X'0Cx'
異常終了により、FRB のアドレス可能度の問題が示さ
れます。この異常終了は、おそらく、接続機能における
論理エラーが原因で起こっています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。

DSN3RIS0
00F30004

システムの処置:

処理は続行されます。

説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していたとき
に、接続機能提供のパラメーター・リストへのアクセス
を試みたところ、異常終了が起こりました。

00F30002
説明: 要求された DB2 サブシステム (サブシステム名
で指定されています) がアクティブになっていません。
ECB ポストまたは SEND/MODIFY MVS コマンドを介
して出された、要求側に通知するためのオプションは、
受け入れられます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3CL0X
システムの処置: サブシステムがアクティブになったと
きに呼び出し側に通知するための要求が、サブシステム
始動時に処理されるようにキューに入れられます。
ユーザーの処置: DB2 が始動された後で、接続要求を
再試行してください。
00F30003
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していたとき
に、呼び出し側提供の機能要求ブロック (FRB) のアク
セスまたは変更を試みたところ、異常終了が起こりまし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNAPRH

DSNAPRHX

システムの処置:

DSN3CL0X

要求は処理されません。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

DSN3ID00

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNAPRH
DSN3CT80
DSN3ID80
DSN3SI80

DSNAPRHX
DSN3EXT0
DSN3PR00
DSN3TR00

DSN3CL0X
DSN3ID00
DSN3RIA0

DSN3CT30
DSN3ID30
DSN3SI30

システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。
問題判別: この理由コードは、接続機能提供のパラメー
ター・リストへのアクセス中に、レジスター 15 に収め
られます。それに続いて出される X'0Cx' 異常終了によ
り、パラメーターのアドレス可能度の問題が示されま
す。
この異常終了は、おそらく、接続機能における論理エラ
ーが原因で起こっています。呼び出し接続機能ユーザー
の場合には、呼び出し接続機能に渡されたパラメータ
ー・アドレスが無効であることが、異常終了の原因かも
しれません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
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00F30005
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。

00F30005

問題判別: 指定されたサブシステムが見つからない場合
には、MVS システム・ログを走査してください。そし
て、MVS IPL 処理でこのサブシステムが初期設定され
ていたかどうかを確認してください。

説明: '終了 ECB' の確立要求または削除要求を処理し
ていたときに、エラーが検出されました。パラメーター
値が誤っていたか、接続機能提供のパラメーター・リス
トへのアクセス中に異常終了が起こったのか、いずれか
です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3EXT0
システムの処置:

この要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ
「問題判別」の項を参

問題判別: 異常終了でない場合は、ECB アドレスがゼ
ロであったか、あるいは要求コードが'確立'または'削除'
でなかったかのいずれかです。異常終了時にレジスター
15 に理由コードが入っている場合には、パラメータ
ー・リストまたはパラメーター値が呼び出し側の PSW
キーでアドレス可能ではありません。
このエラーの原因は、接続機能の内部エラーかもしれま
せん。呼び出し接続機能のユーザーは、提供された
ECB アドレスがゼロではないこと、およびそれがユー
ザーの PSW キー内でアドレス可能であることを確認し
てください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。
00F30006
説明: 接続処理で 'サブシステム名' を処理していたと
きに、障害が発生しました。異常処理の場合には、呼び
出し側の PSW キーで 'サブシステム名' にアクセスし
ているときに接続処理が失敗しました。異常終了でない
場合は、 MVS が指定の名前をもつ DB2 サブシステム
を見付けることができません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3ID00
要求は処理されません。

ユーザーの処置: 異常終了分析のために、リカバリー・
ルーチンでダンプをとるようにしてください。指定され
たサブシステムが見つからない場合には、正しいサブシ
ステム名が指定されていたかどうかを確認してくださ
い。呼び出し接続機能のユーザーは、この理由コードに
関しては変換機能が呼び出せないことに注意してくださ
い。
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1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 49。
00F30007

システム・プログラマーの応答:
照してください。

システムの処置:

この理由コードが異常終了時にレジスター 15 に示され
ている場合には、サブシステム名の値が呼び出し側の
PSW キーでアドレス可能であるかを確認してくださ
い。

説明: 接続処理で '接続タイプ' パラメーターを処理し
ていたときに、障害が発生しました。 '接続タイプ'値が
無効であったか、呼び出し側の PSW キーを用いてパラ
メーターにアクセスしていたときに異常終了が起こった
かの、いずれかです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3CL0X、DSN3ID30
システムの処置: 要求は処理されません。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。
システム・プログラマーの応答:
照してください。

「問題判別」の項を参

問題判別: 異常終了の場合、呼び出し側の PSW キー
で、どのパラメーターがアドレス不能であったかを示す
ために、この理由コードがレジスター 15 に入れられま
す。この障害の原因は、おそらく、接続機能の論理エラ
ーです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。
00F30008
説明: 接続処理で '通知メッセージ / 始動 ECB' パラ
メーターを処理していたときに、障害が発生しました。
このパラメーターにアクセスしていたとき、または呼び
出し側の PSW キーで ECB ワードがアドレス可能であ
るかどうかを確認していたときに、異常終了します。異
常終了でない場合は、パラメーターの長さがゼロになっ
ているか、あるいは提供された ECB アドレスがゼロに
なっています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3CL0X
システムの処置:

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

要求は処理されません。

00F30009
ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答:
照してください。

00F30011
説明: 接続またはその他の作業要求を受け取りました
が、指定された DB2 サブシステムがアクティブになっ
ていません。この要求がサブシステムとの接続を目的と
したもので、しかも通知メッセージ / 始動 ECB が出さ
れていた場合、この要求は受け入れられません。

「問題判別」の項を参

問題判別: 異常終了の場合、呼び出し側の PSW キー
で、どのパラメーターがアドレス不能であったかを示す
ために、この理由コードがレジスター 15 に入れられま
す。この障害は、接続機能の論理エラーが原因で起こっ
ている可能性があります。呼び出し接続機能ユーザー
は、始動 ECB アドレスがゼロでないこと、および
ECB ワードがユーザーの PSW キーでアドレス可能で
あることを確かめてください。

|
|
|
|

システムの処置: 要求は処理されません。
ユーザーの処置: 接続要求で障害が発生し、通知メッセ
ージ / 始動 ECB が出されていた場合には、問題分析の
ためにダンプをとってください。サブシステムが再びア
クティブになってから、DB2 に接続し直してくださ
い。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。
00F30009
説明: 終了 ECB を確立する要求を受け取りましたが、
接続タスクについての終了 ECB がすでに確立されてい
ます。

| RRS/MVS が RRSAF IDENTITY 要求に使用できなかっ
| た場合は、 RRS/MVS がアクティブになっていること
| を確認の上、再度要求を実行してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3EXT0
システムの処置:

この要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 接続機能または呼び出
し側アプリケーションによってとられたすべてのダンプ
を入手してください。
問題判別: 次の 2 つのいずれかの理由により、通知メ
ッセージまたは始動 ECB が受け入れられません。
v バッファー用のストレージが獲得ができなかった 。
v メッセージ /ECB パラメーターの長さがゼロになって
いた。

システム・プログラマーの応答: 接続機能または呼び出
し側アプリケーションによってとられたすべてのダンプ
を入手してください。
問題判別: この障害の原因は、おそらく、接続機能の論
理エラーです。

後者の場合、おそらく、接続機能に誤りがあります。バ
ッファーに使用できるストレージが不十分であった場合
は、 24 ビット・ストレージの CSA のサイズを大きく
してください。

00F30010
説明: 終了 ECB を削除する要求を受け取りましたが、
接続タスクについての終了 ECB は確立されていませ
ん。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3EXT0
システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 接続機能または呼び出
し側アプリケーションによってとられたすべてのダンプ
を入手してください。
問題判別: この障害の原因は、おそらく、接続機能の論
理エラーです。

一部のインスタンスでは、アプリケーション・プログラ
ムが RRSAF IDENTIFY 機能要求を出しているのに、
RRS/MVS が使用できない場合に、このコードが報告さ
れます。

|
|
|
|
|

一部のインスタンスでは、アプリケーションに RRSAF
IDENTITY 要求が必要なときに、RRS/MVS がアクティ
ブでなかったために、この障害が報告されています。
RRS/MVS が関連している場合には、追加の検査が必要
です。
00F30012
説明: 要求された DB2 サブシステム (サブシステム名
で指定されています) がアクティブになっていません。
ECB ポストまたは SEND/MODIFY MVS コマンドを介
して出された、要求側に通知するためのオプションは受
け入れられますが、先行の通知メッセージ / 始動 ECB
要求をオーバーレイします。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3CL0X
第 55 章 DB2 コード
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00F30013
システムの処置: サブシステムがアクティブになったと
きに呼び出し側に通知するための要求が、サブシステム
始動時に処理されるようにキューに入れられます。
ユーザーの処置: DB2 が始動された後で、接続要求を
再試行してください。
00F30013
説明: 要求側は、この DB2 サブシステムに接続するた
めの許可を得ていません。このことは、セキュリティー
違反が試みられようとしていることを示している可能性
があります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN
システムの処置:

接続要求は拒否されます。

ユーザーの処置: 正しい RACF 許可 ID を指定したか
どうかを確認してください。必要であれは、DB2 サブ
システムにアクセスする許可をセキュリティー管理者に
対して要求してください。
システム・プログラマーの応答: 要求が拒否されたとき
に出された RACF メッセージをコンソール/SYSLOG 出
力から捜してください。 DB2 サブシステムにアクセス
する許可を与える必要があれば、セキュリティー管理者
からそのユーザーに許可が与えられるようにしてくださ
い。 DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 版およ
び z/OS 版) 管理ガイド の第 3 部 (第 1 巻)に、特定
の DB2 サブシステムに関してユーザーに許可を与える
方法の例が示されています。
問題判別: TCB 接続処理中、サブシステム・サポート
は、要求側に関連する許可 ID を検査するために、
RACROUTE サービスを呼び出します (これにより、
RACF RACHECK が実行されます)。 RACF 戻りコー
ドにより、要求側がこの DB2 サブシステムに接続する
許可を得ていないことが示されている場合には、接続要
求はこの理由コードで終了します。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。
問題判別: この障害の原因としては、接続機能の論理エ
ラー、または DB2 接続プロトコルに違反する意図的な
試みが考えられます。このエラーは、システムの X'0C2'
異常終了と同じように、特権プログラム以外のプログラ
ムで特権操作を実行したためと考えられます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5、49。
00F30015
説明: 接続機能で無効な FRBRALE 値および
FRBQUAL 値の組み合わせが指定されました。呼び出し
をサービスするためのプログラム要求ハンドラーが存在
していません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNAPRHX
システムの処置: 要求は処理されません。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。
システム・プログラマーの応答: 接続機能および要求側
アプリケーションによってとられたすべてのダンプを入
手してください。
問題判別: DSNAPRHX に入るときに、レジスター 1
には、FRB へのポインターが収められます。呼び出し
側の FRB 内の FRBRALE および FRBQUAL の値を調
べて、どちらに誤りがあるのかを判別してください。有
効な FRBRALE 値と有効な FRBQUAL 値の組み合わせ
が、必ずしもすべてサポートされるわけではありませ
ん。各 RALE は、異なる方法でサポートされます。
00F30016

00F30014
説明: 接続に対するサブシステム・サポート機能 (たと
えば、ABORT) の要求側が、その接続の作成時と同じ
PSW キーになっていません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSN3AB00
DSN3SI30

DSN3CM00
DSN3SY00

DSN3CT80

DSN3PR00

システムの処置: 要求側のタスクは、コード X'04E' で
異常終了します。
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説明: 接続機能で無効な FRBRALE 値が指定されてい
ました。この値は、要求側の接続に関してサポートされ
る値の範囲に収まっていません。この状態は、いろいろ
な場合に発生します。たとえば、要求側がプラン名をブ
ランクにして SQL 呼び出しを要求した場合などです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNAPRHX
システムの処置: 要求は処理されません。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。
システム・プログラマーの応答:

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

接続機能および要求側

00F30017
アプリケーションによってとられたすべてのダンプを入
手してください。

|
|

v CANCEL THREAD コマンドによって接続が終了され
た。

問題判別: DSNAPRHX に入るときに、レジスター 1
には、FRB へのポインターが収められます。
FRBRALE には、渡された無効な値が入っています。渡
された値が、この接続アプリケーションに割り振られた
リソースと整合性がありません。

|

.
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 49。
00F30019

プラン名がブランクであると、SQL 呼び出しは無効に
なります。呼び出し側は、プラン名を指定し直して、要
求を再度出す必要があります。

説明: 要求側の 1 次 ASID (PASID) が、ホーム ASID
(PSAAOLD) と等しくありません。

00F30017

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNAPRHX

説明: 接続機能で無効な FRBQUAL 値が指定されてい
ました。この値は、要求側の接続に関してサポートされ
る値の範囲に収まっていません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNAPRHX
システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 接続機能および要求側
アプリケーションによってとられたすべてのダンプを入
手してください。
問題判別: DSNAPRHX に入るときに、レジスター 1
には、FRB へのポインターが収められます。
FRBQUAL には、渡された無効な値が入っています。渡
された値が、この接続アプリケーションに割り振られた
リソースと整合していません。
00F30018
説明: 要求側の TCB が、DB2 サブシステムのこのイ
ンスタンスに接続されていません。 TCB は前のインス
タンスに接続されている可能性があります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNAPRHX
システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

DB2 への新しい接続を要求してくだ

システム・プログラマーの応答:
照してください。

|
|

問題判別:
す。

|
|
|

v

「問題判別」の項を参

このエラーは次のいずれかの原因で発生しま

DB2 サブシステムが終了した。そのサブシステムを
再始動して接続を再確立せずに、接続されたアプリケ
ーションが DB2 作業要求を出した。

システムの処置: 要求は処理されません。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとる必要が
あるかもしれません。要求の再試行が可能ですが、最初
に、CPU が仮想記憶間モードになっていないことを確
認してください。
システム・プログラマーの応答:
照してください。

「問題判別」の項を参

問題判別: DB2 接続機能の要求側が、仮想記憶間モー
ドになっていないことが考えられます。その場合は、
PASID、HASID、および SASID が等しくなければなり
ません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 49。
00F30020
説明: SSAM 終了要求に基づいて 'コミット・オプショ
ン' を処理していたときに、エラーが検出されました。
'コミット・オプション' パラメーターの値が無効であっ
たか、パラメーターへのアクセス中に異常終了が起こっ
たのかの、いずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSN3ID80

DSN3SI80

DSN3TR00

システムの処置: 要求は処理されません。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。
システム・プログラマーの応答:
照してください。

「問題判別」の項を参

問題判別: 異常終了の場合、呼び出し側の PSW キー
で、どのパラメーターがアドレス不能であったかを示す
ために、この理由コードがレジスター 15 に入れられま
す。この障害は、接続機能の論理エラーが原因で起こっ
ている可能性があります。呼び出し接続機能のユーザー
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00F30021
は、有効な終了オプションが 'SYNC' および 'ABRT' だ
けであることに注意してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。

00F30021
説明: 接続機能がサブシステム・サポート要求を出しま
したが、提供されたパラメーターが少なすぎたか多すぎ
たかの、いずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSN3AB00
DSN3EXT0
DSN3RIA0

DSN3CM00
DSN3ID30
DSN3SI30

DSN3CT30
DSN3ID80
DSN3SI80

DSN3CT80
DSN3PR00
DSN3SY00

システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 接続機能または要求側
アプリケーションによってとられたすべてのダンプを入
手してください。
問題判別: この障害の原因は、おそらく、接続機能の論
理エラーです。
上記の各 CSECT に入るときに、レジスター 1 に機能
要求ブロック (FRB) のアドレスが収められます。
FRBPCNT に、渡されたパラメーターの数が入り、
FRBPARM はパラメーター・アドレスのリストをポイン
トします。必要なパラメーター数は、各 CSECT の呼び
出しプロトコルごとに異なります。
00F30022
説明: 接続要求に関する'接続名'の処理中に、エラーが
検出されました。 '接続名'パラメーターの値が無効であ
ったか、パラメーターへのアクセス中に異常終了が起こ
ったかの、いずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ID30
システムの処置: 要求は処理されません。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。
システム・プログラマーの応答:
照してください。

「問題判別」の項を参

問題判別: 異常終了の場合、呼び出し側の PSW キー
で、どのパラメーターがアドレス不能であったかを示す
ために、この理由コードがレジスター 15 に入れられま
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す。 '接続名'は、印刷可能ストリングでない場合 (たと
えば、2 進数のゼロの場合) には無効です。この障害
は、おそらく、接続機能の論理エラーが原因で起こって
います。

00F30023
説明: 接続名が別の接続アドレス・スペースによってす
でに使用されていて、かつ接続タイプが異なっている場
合に、この理由コードが接続処理時に戻される可能性が
あります。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。 DB2 に接続しようとしている接続相手が、
この接続障害に関係した診断情報を作成しているはずで
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3ID30
システムの処置: 接続要求は拒否されます。
システム・プログラマーの応答: DB2 に接続できなか
った接続アドレス・スペースから出力された診断を集め
てください。
問題判別: 診断が示す指示にしたがって、これ以後に
DB2 へ接続しようとする場合には必ず別の接続名を使
うようにしてください。
00F30024
説明: '接続名' または '接続タイプ' が、アドレス・ス
ペース内で別の接続タスクによって確立された名前また
はタイプと一致していません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3ID30
システムの処置:

接続要求は拒否されます。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。
問題判別: 同じ DB2 サブシステムに接続しているアド
レス・スペース内のすべてのタスクは、同じ接続名およ
び接続タイプを用いて接続しなければなりません。
TSO 内、および 'BATCH' 接続タイプを用いているバッ
チ・アドレス・スペース内のタスクでは、異なる接続名
を指定できます。この障害は、おそらく、接続機能の論
理エラーが原因で起こっています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

00F30025
る次の診断項目を集めてください。 1、 49。

ユーザーの処置:
さい。

00F30025

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。

説明: DB2 の終了 ECB を確立する要求は正常に完了
しましたが、DB2 が停止しています。新しい終了 ECB
が通知されていない可能性があります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3EXT0
システムの処置:

接続機能に制御権が戻されます。

ユーザーの処置: DB2 が停止しているので、接続の終
了を試みる必要があります。次に、接続要求を出して始
動 ECB を提供してください。始動 ECB が通知されて
から、接続要求を再び出して、再始動された DB2 に対
する接続を確立し直してください。
00F30026
説明: 接続機能で無効な FRBFVLE 値が指定されてい
ました。この値は、要求側の接続に関してサポートされ
る値の範囲に収まっていません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNAPRHX
システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 接続機能および要求側
アプリケーションによってとられたすべてのダンプを入
手してください。
問題判別: DSNAPRHX に入るときに、レジスター 1
には、FRB へのポインターが収められます。 FRBFVLE
には、渡された無効な値が入っています。渡された値
が、ゼロであってはならず、また FRBRALE によって
要求されたリソースと整合性がなければなりません。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 異常終了の場合、呼び出し側の PSW キー
で、どのパラメーターがアドレス不能であったかを示す
ために、この理由コードがレジスター 15 に入れられま
す。 '加重因数'の値は、ゼロから 255 の間の正の数で
なければなりません。この障害は、おそらく、接続機能
の論理エラーが原因で起こっています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。
00F30028
説明: DB2 の前の呼び出しにおいて、受け入れ可能な
唯一の要求が ABORT であるような状態にスレッドが
セットされた場合に、この理由コードが戻されます。た
とえば、接続相手が ″コミット準備″ を出し、 DB2 が
呼び出しに拒否を戻した場合に、この状態が発生する可
能性があります。このような状態では、接続相手にとっ
て受け入れ可能な要求は ABORT だけです。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されます。接
続相手が、この状態を報告するために診断情報を出力し
ているか、さもなければ、外部からの介入を要求せず
に、内部的にこの状態を処理できる可能性があります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3TR00、DSN3CHM00
システムの処置: 現行の接続要求は拒否されます。スレ
ッドの状態は変更されません。
システム・プログラマーの応答: 接続アドレス・スペー
スから出力された診断をすべて集めてください。
問題判別: その診断の指示 (もしあれば) に従ってくだ
さい。

00F30027
説明: '加重因数'パラメーターの処理中にエラーが起こ
りました。このパラメーターは、DB2 プランをアプリ
ケーションに割り振る要求に対応して、接続機能が提供
したものです。
'加重因数'へのアクセス中に異常終了が起こったか、こ
のパラメーターの値が範囲外であったかの、いずれかで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3CT30
システムの処置:

要求は処理されません。

00F30029
説明: COMMIT 要求が不適切な文脈で受信された場
合、この理由コードが戻されます。 COMMIT 要求の前
に PREPARE が必要であったか、または、この接続タ
イプでは COMMIT 要求が許されていないかのいずれか
です。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。
この DB2 理由コードは、次の CSECT によって出され
ます。 DSN3CM00、DSN3TR00
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00F30030
システムの処置: 現行の接続要求は拒否されます。スレ
ッドの状態は変更されません。

'未確定解決'へのアクセス中に異常終了が起こったか、
パラメーターの値がこの接続タイプに対して不適切であ
ったかの、いずれかです。

00F30030

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3CT30

説明: PSW キーで実行していたときに、呼び出し側提
供の 'INDOUBT RESOLUTION' パラメーターへのアク
セスを試みたところ、異常終了が起こりました。これ
は、おそらく、要求側プログラムの論理エラーが原因で
起こっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3RIA0、DSN3RIM0
システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こると、エラーの原因となったパラメーターがこ
のレジスターによって示されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。

システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。
問題判別: 異常終了の場合、呼び出し側の PSW キー
で、どのパラメーターがアドレス不能であったかを示す
ために、この理由コードがレジスター 15 に入れられま
す。 TSO、バッチ、および呼び出し接続機能の接続の
場合、 '未確定解決'パラメーターの値は'NO'でなければ
なりません。この障害は、おそらく、接続機能の論理エ
ラーが原因で起こっています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。
00F30033

00F30031
説明: CICS または IMS スレッドから DEALLOCATE
要求を受信しましたが、このスレッドについての
PREPARE がすでに完了していて、受け入れ可能な要求
は COMMIT または ABORT だけであるときに、この
理由コードが戻されます。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3TR00

説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していたときに'
プラン名'パラメーターへのアクセスを試みたところ、異
常終了が起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3CT30
システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。

システムの処置: 現行の接続要求は拒否されます。スレ
ッドの状態は変更されません。 DEALLOCATE 要求を
出した接続相手は、このエラーに関係する診断をすでに
出力している可能性があります。

問題判別: この理由コードがレジスター 15 に入れら
れ、呼び出し側の PSW キーで、どのパラメーターがア
ドレス不能であったかが示されます。この障害は、接続
機能または要求側アプリケーションの論理エラーが原因
で起こっている可能性があります。

システム・プログラマーの応答: 接続アドレス・スペー
スから出力された診断が存在する場合には、その情報を
集めてください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。

問題判別:

診断で示された指示に従ってください。

00F30032
説明: '未確定解決'パラメーターの処理中に、エラーが
起こりました。このパラメーターは、DB2 プランをア
プリケーションに割り振る要求に対応して、接続機能が
提供したものです。
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00F30034
説明: この接続に関連する許可 ID が、指定されたプ
ラン名を使用することが許可されていないか、指定され
たプラン名が存在しないかのいずれかです。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3CT30、DSN3SI30
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00F30035
システムの処置: この許可 ID にプランを割り振る要
求は拒否されます。
ユーザーの処置: 正しいプラン名が指定されたことを確
認してください。このプランが存在している場合には、
プランの所有者、またはプランに実行許可を付与する権
限のある別の人から、プランの実行許可を得なくてはな
りません。
00F30035
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していたときに
呼び出し側提供の許可 ID へのアクセスを試みたとこ
ろ、異常終了が起こりました。これは、おそらく、要求
側プログラムの論理エラーが原因で起こっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SI30
システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

説明: CICS または IMS 従属 (調整プログラム以外の)
スレッドの接続処理中に、その接続名に関する調整プロ
グラムが存在しないと、この理由コードが戻されること
があります。これは、CICS、IMS、または接続パッケー
ジの内部エラーである可能性があります。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。 DB2 に接続しようとしている接続相手が、
この接続障害に関係した診断情報を作成しているはずで
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3ID30
システムの処置:

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

接続要求は拒否されます。

システム・プログラマーの応答: DB2 に接続できなか
った接続アドレス・スペースから出力された診断を集め
てください。
問題判別:

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こると、エラーの原因となったパラメーターがこ
のレジスターによって示されます。

診断で示された指示に従ってください。

00F30038
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していたときに'
相関 ID' パラメーターへのアクセスを試みたところ、異
常終了が起こりました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3CT30、DSN3SI30

00F30036
説明: 接続名に対する調整プログラムがすでに存在して
いると、調整プログラム・スレッドの接続処理時に、こ
の理由コードが戻されることがあります。 2 つの IMS
または CICS システムが同じ接続名を使用していると、
この状態になる可能性があります。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。 DB2 に接続しようとしている接続相手が、
この接続障害に関係した診断情報を作成しているはずで
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3ID30
システムの処置:

00F30037

接続要求は拒否されます。

システム・プログラマーの応答: DB2 に接続できなか
った接続アドレス・スペースから出力された診断を集め
てください。
問題判別: 診断で示された指示に従って、これ以後に
DB2 へ接続しようとする場合には、必ず別の接続名が
使われるようにしてください。

システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。
問題判別: この理由コードがレジスター 15 に入れら
れ、呼び出し側の PSW キーで、どのパラメーターがア
ドレス不能であったかが示されます。この障害は、おそ
らく、接続機能の論理エラーが原因で起こっています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。
00F30039
説明: 現在、ネットワーク ID (NID) が指定されている
が、以前の CREATE THREAD 要求でも NID が指定さ
れていた場合、この理由コードが PREPARE 要求時に
戻されることがあります。 NID を 2 つの要求の両方で
指定することはできません。これは、CICS、IMS、また
は接続パッケージの内部エラーである可能性がありま
す。
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00F30040
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。 DB2 に対して PREPARE を出した接続相手
は、この接続障害に関係した診断を出力しているはずで
す。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3PR00
システムの処置:

PREPARE 要求は拒否されます。

システム・プログラマーの応答: 失敗した要求が含まれ
ていた接続アドレス・スペースから出力された診断を集
めてください。
問題判別:

診断で示された指示に従ってください。

00F30040
説明: 接続へのプランの割り振りが失敗しました。リソ
ースが使用不能であったか、要求されたリソース (プラ
ン) が DB2 に認識されていなかったかの、いずれかで
す。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こると、エラーの原因となったパラメーターがこ
のレジスターによって示されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30043
説明: '割り振り解除' オプションを指定した終了要求が
受け取られましたが、接続に関するリカバリー単位が未
解決のままになっています。 'SYNC' または 'ABRT' の
いずれかを要求してからでないと、リソースの割り振り
解除は行えません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3TR00
システムの処置: 終了要求は処理されません。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3CT30

ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。

システムの処置: 失敗したリソースの名前、オブジェク
トのタイプ、およびデータベース・サービスの理由コー
ドに関する情報が、接続機能に戻され、この情報が割り
振りの失敗を明らかにします。

システム・プログラマーの応答: 接続機能または要求側
アプリケーションによってとられた、すべてのダンプを
入手してください。

ユーザーの処置: 認識されていないプランは、アクセス
する前にバインドしなければなりません。
呼び出し接続機能のユーザーは、接続機能に戻された情
報を、 SQLCA 内のエラー・メッセージ・フィールド
SQLERRMT に移動させるために、 TRANSLATE 機能
を呼び出すことができます。
システム・プログラマーの応答: メッセージ DSNT500I
を参照して、使用不能なリソースおよび集める必要のあ
る診断情報を判別してください。リソース・タイプ・コ
ードの説明については、 1525 ページの『付録 B. 問題
判別』 の表 3 を参照してください。
問題判別:

上記の応答処置を参照してください。

00F30042
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していたとき
に、呼び出し側提供のリカバリー調整プログラム・オプ
ションへのアクセスを試みたところ、異常終了が起こり
ました。これは、おそらく、要求側プログラムの論理エ
ラーが原因で起こっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ID30
システムの処置:
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要求は処理されません。

問題判別: この障害は、おそらく接続機能の論理エラー
が原因で起こったものです。 この理由コードはレジス
ター 0 に入れられ、戻りコードはレジスター 15 に入
れられます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 5、 82 (1527 ペ
ージ)。
00F30044
説明: まだコミットされていない作業が未解決のまま残
っているときに、 DEALLOCATE 要求が受信される
と、この理由コードが戻されます。
PREPARE、COMMIT 手順、または ABORT 要求のい
ずれかを行う必要があります。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3TR00
システムの処置: 現行の接続要求は拒否されます。スレ
ッドの状態は変更されません。 DEALLOCATE 要求を
出した接続相手は、このエラーに関係する診断をすでに
出力している可能性があります。
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00F30045
システム・プログラマーの応答: 接続アドレス・スペー
スから出力された診断が存在する場合には、その情報を
集めてください。
問題判別:

診断で示された指示に従ってください。

00F30045
説明: DISPLAY、COMMIT、または ABORT 要求に関
連したリカバリー単位を見つけようとしていたときに、
エラーが起こりました。これは、おそらく、要求側プロ
グラムの論理エラーが原因で起こっています。

は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3RIA0
システムの処置: 現行の接続要求は拒否されます。スレ
ッドの状態は変更されません。 RECOVER
INDOUBT-ABORT 要求を出した接続相手は、このエラ
ーに関連する診断をすでに出力している可能性がありま
す。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3RIA0、DSN3RIM0

システム・プログラマーの応答: 接続アドレス・スペー
スから出力された診断が存在する場合には、その情報を
集めてください。

システムの処置:

問題判別:

要求は処理されません。

診断で示された指示に従ってください。

ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。

00F30048

問題判別: この理由コードはレジスター 0 に入れら
れ、戻りコードはレジスター 15 に入れられます。

説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していたとき
に、接続機能提供の 'ネットワーク ID' オプションへの
アクセスを試みたところ、異常終了が起こりました。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 22、23、
24、25、 26。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3CT30、DSN3PR00

00F30046
説明: 'コミット' オプションを指定した終了要求が受け
取られましたが、このオプションは、この接続タイプの
場合にはサポートされません。 TSO、バッチ、および
呼び出し接続機能の接続の場合には、 'SYNC' または
'ABRT' オプション以外は無効です。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3TR00
システムの処置:

終了要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 接続機能または要求側
アプリケーションによってとられた、すべてのダンプを
入手してください。
問題判別: この障害の原因は、おそらく、接続機能の論
理エラーです。

システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。
問題判別: この理由コードがレジスター 15 に入れら
れ、呼び出し側の PSW キーで、どのパラメーターがア
ドレス不能であったかが示されます。この障害は、おそ
らく、接続機能の論理エラーが原因で起こっています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。
00F30049
説明: 要求側の TCB を DB2 サブシステムに接続する
要求が受け取られましたが、この TCB はすでに接続さ
れています。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3ID30

00F30047

システムの処置: 接続要求は拒否されます。

説明: RECOVER INDOUBT-ABORT 要求が、CICS ま
たは IMS リカバリー調整プログラムから受信されまし
たが、スレッドがすでに COMMIT 処理中であると、こ
の理由コードが戻されます。

ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。

この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに

システム・プログラマーの応答: 接続機能または要求側
アプリケーションによってとられた、すべてのダンプを
入手してください。
問題判別:

この障害は、おそらく、接続機能の論理エラ
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00F30050
ーが原因で起こっています。

スから出力された診断が存在する場合には、その情報を
集めてください。

00F30050

問題判別: 診断で示された指示に従ってください。

説明: 前の要求で障害が起こり、その要求の終結処理が
完了しないうちに、DB2 要求が受け取られました。こ
れは、前の要求で DB2 リカバリーが迂回された場合に
起こることがあります。この迂回は、アプリケーション
で、アンロックされたタスク (EUT) の FRR がアクテ
ィブで、使用可能になっている場合に、アプリケーショ
ンのメインライン・コードに戻るよう再試行が要求され
ると、起こることがあります。

00F30052
説明: 呼び出し側のリカバリー調整プログラムがすでに
終了しているため、呼び出し側と DB2 との接続は終了
しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNAPRHX

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNAPRHX

システムの処置: エージェントを終了させることによ
り、この要求は処理されています。

システムの処置: 要求は処理されません。 TCB が終了
するときに、DB2 は接続を終了します。

ユーザーの処置: ユーザーのアプリケーション・プログ
ラムは、そのリカバリー調整プログラムが再び識別され
たとき DB2 に対して識別することができます。

ユーザーの処置: ユーザーはタスクを終了しなければな
りません。 それ以後 DB2 要求を試みてはいけませ
ん。接続を終了する要求を出さないでください。問題分
析のためにダンプを要求してください。
システム・プログラマーの応答:
照してください。

「問題判別」の項を参

問題判別: 診断データを調べて、この接続に関する要求
の処理時に、すでに起こっている障害を探してくださ
い。 DB2 の処理中にエラーが起こる場合には、呼び出
し接続機能のユーザーは EUT FRR ルーチンから再試行
することはできません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 49。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。
00F30053
説明: '現行レベル' パラメーターの処理中に、エラーが
起こりました。このパラメーターは、終了要求に対応し
て接続機能によって提供されたものです。
'現行レベル' へのアクセス中に異常終了が起こったか、
パラメーターの値が無効であったかの、いずれかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSN3CT80

DSN3ID80

DSN3SI80

00F30051
説明: RECOVER INDOUBT 要求が CICS または IMS
リカバリー調整プログラムから受信されましたが、スレ
ッドが EOT 以外の DB2 コードでまだ処理中である
と、この理由コードが戻されます。この時点では要求を
処理できませんが、後で要求を出し直せば、正常に処理
される可能性があります。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3RIA0
システムの処置: 現行の接続要求は拒否されます。スレ
ッドの状態は変更されません。 RECOVER INDOUBT
要求を出した接続相手は、このエラーに関連する診断を
すでに出している可能性があります。
システム・プログラマーの応答:
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システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。
問題判別: 異常終了の場合、呼び出し側の PSW キー
で、どのパラメーターがアドレス不能であったかを示す
ために、この理由コードがレジスター 15 に入れられま
す。 '現行レベル'パラメーターの値は、ゼロまたは接続
の許可レベルを表す数値でなければなりません。この障
害は、おそらく、接続機能の論理エラーが原因で起こっ
ています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 5、 49。

接続アドレス・スペー
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00F30054
00F30054

00F30057

説明: '現行レベル'パラメーターの値が、接続の現行許
可レベルと一致していません。このパラメーターは、終
了要求に対応して接続機能によって提供されたもので
す。

説明: アプリケーション提供のデータにアクセスしてい
たときに、アプリケーション提供の無効なアドレスが検
出されました。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3CT80

DSN3ID80

DSN3SI80

システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: 接続機能または要求側
アプリケーションによってとられたすべてのダンプを集
めてください。
問題判別: この障害は、おそらく、接続機能の論理エラ
ーが原因で起こっています。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNAET03、DSNAPRHX
システムの処置: アプリケーション・プログラムは、コ
ード X'04E' およびこの理由コードで異常終了します。
システム・プログラマーの応答: アプリケーション・プ
ログラマーからダンプの印刷出力を入手してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別:
りです。

異常終了時のレジスターの内容は、次のとお

R2

不良データを識別する 10 進コード
1
FRB アドレスが無効
2
FRBPARM に含まれている RDIIN ア
ドレスが無効
18
RDICODEP に含まれている SQLCA
アドレスが無効

この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSN3ID30

R3

アプリケーション・データ域のアドレスが無効

R4

RDIIN のアドレス

システムの処置:

接続要求は処理されません。

R5

データの仮想記憶キー

ユーザーの処置:
さい。

あとで、DB2 への接続を試みてくだ

R8

アプリケーション・アドレス・スペース内の
FRB のアドレス

00F30055
説明: 並行する識別レベル・エージェントが最大数を超
えています。

システム・プログラマーの応答: 並行識別の最大数を制
御する DB2 システム・パラメーターが正しいことを確
認してください。 これらのシステム・パラメーターと
は、インストール・パネル DSNTIPE 上の最大ユーザー
数、最大 TSO 接続数、および最大バッチ接続数です。

00F30058

00F30056

説明: DB2 へのアクセスが、設置システムの許可出口
によって拒否されました。

説明: DB2 に接続するための IDENTIFY 要求が拒否さ
れました。 DB2 は、制限付きアクセス・モードで始動
されていました。 保守機能を実行することが許可され
ている許可 ID でなければ、DB2 にアクセスすること
は許されません。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN
システムの処置:

接続要求は処理されません。

ユーザーの処置: DB2 が全アクセス・モードで始動さ
れた後で、接続要求を再試行してください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 4。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN、DSN3AUSI
システムの処置: 要求は処理されません。
ユーザーの処置: セキュリティー管理者と連絡を取り、
この DB2 サブシステムにアクセスする権限を要求して
ください。
システム・プログラマーの応答: 要求拒否がエラーでな
ければ、処置は必要ありません。要求拒否がエラーの場
合には、許可出口を検査してエラーの原因を判別してく
ださい。
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00F30059
00F30059

00F30062

説明: 許可出口からの戻りコードが有効ではありませ
ん。許可出口では、フィールド EXPLARC を 0 または
12 のいずれかにセットしなければなりません。

説明: SIGNON 許可出口から戻ったときに、1 次許可
ID の戻り値がヌルになっています。最初の文字が X'40'
以下です。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AUCN、DSN3AUSI

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AUSI

システムの処置:

システムの処置:

要求は処理されません。

要求は処理されません。

システム・プログラマーの応答: この障害のために入手
した診断を分析して、出口を訂正してください。

システム・プログラマーの応答: この障害のために入手
した診断を分析して、出口を訂正してください。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、 5。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、 5。

00F30060

00F30063

説明: 許可出口から戻ったときに、SQL ID の戻り値
が、戻された 1 次許可 ID または戻された 2 次許可
ID の 1 つと等しくなっていません。

説明: IMS、CICS、または RRSAF の DB2 接続機能
が 2 次許可 ID 値を提供しましたが、1 次許可 ID 値
がありません。これは SIGNON プロトコルの違反で
す。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AUCN、DSN3AUSI
システムの処置:

要求は処理されません。

システム・プログラマーの応答: この障害のために入手
した診断を分析して、出口を訂正してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 2、 5。
00F30061
説明: 接続機能によって提供された SIGNON 要求の 2
次許可 ID パラメーターを参照していた際に、異常終了
が発生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SI30
システムの処置:

SIGNON 処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: 診断データを分析し
て、どの接続モジュールがエラーになった可能性がある
かを判別してください。 DB2 にエラーがあると思われ
る場合、問題の識別と報告に関する情報については、
DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照し
てください。
問題判別: この理由コードがレジスター 15 に入れら
れ、どのパラメーターが呼び出し側の PSW キーでアド
レス不能であったのかが示されます。 この障害は、お
そらく、接続機能のエラーの結果です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SI30
システムの処置: 戻りコード 12 とこの理由コードを出
して、SIGNON 要求は終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 22、
23、 24、25、 26、49。
これは、おそらく、接続機能内のエラーです。
00F30064
説明: IMS、CICS、または RRSAF の DB2 接続機能
が 1 次許可 ID の値を提供していませんが、現行の 1
次許可 ID もヌルです。これは SIGNON プロトコルの
違反です。ユーザーの接続には、1 次許可 ID が関連付
けられていなければなりません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SI30
システムの処置: 戻りコード 12 とこの理由コードを出
して、SIGNON 要求は終了します。
オペレーターの応答:
てください。
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システム・プログラマーに通知し

00F30065
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。22、23、
24、25、26、49。
これは、おそらく、接続機能内のエラーです。
00F30065
説明: スレッドのコミット状態を判別しているときにエ
ラーが発生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSN3PR00

DSN3CM00

DSN3AB00

システムの処置: 呼び出し側は、DSN3PR00 および
DSN3CM00 の場合は異常終了します。 DSN3AB00 で
は、ダンプがとられて、打ち切りが試みられます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、「DB2 Diagnosis Guide and Reference」の第 2 部
を参照してください。
問題判別: SVC ダンプおよび関連する SYS1.LOGREC
項目が生成されます。これらを使って、調べるオブジェ
クトとなる区域 (特にダンプの RAL) を見つけることが
できます。

問題判別: この理由コードは、呼び出し側提供の情報に
対するアクセスが行われる前に、レジスター 15 に入れ
られます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30067
説明: 呼び出し側が DB2 ラッチを保持しています。
これは、許可サービス要求プロトコルの違反です。呼び
出し側は、接続またはサインオン・サービスを要求して
いるときには DB2 ラッチを保持することができませ
ん。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AUCN、DSN3AUSI
システムの処置: 接続またはサインオン要求は処理され
ません。
ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 接続またはサインオンの要求側は DB2 ラッ
チを保持することができません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 2、 49。要求側が
だれであるかを判別してください。
00F30068

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: CCB は解放されるところです。 この許可サー
ビス要求は、前に解放要求された CCB のアドレスを指
定しています。

00F30066

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AUCN、DSN3AUSI

説明: 呼び出し側の PSW キーで実行中に、呼び出し
側提供の ACEE アドレス・フィールドにアクセスしよ
うと試みているときに、異常終了が発生しました。 こ
れは、おそらく、要求側プログラムの論理エラーが原因
で起こっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SI30
システムの処置:
ん。

このサインオン要求は処理されませ

ユーザーの処置: ユーザー・リカバリー・ルーチン
(ESTAE) から再試行し、異常終了した要求より前のレベ
ルの機能で実行を継続することができます。

システムの処置: 接続またはサインオン要求は処理され
ません。
ユーザーの処置: プログラム分析のためにダンプをとっ
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 許可サービス要求は逐次化しなければなりま
せん。所定の CCB を解放する要求が出されると、その
後同じ CCB を参照する許可サービス要求を出すことは
できません。
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00F30069
1525 ページの『付録 B. 問題判別』に説明された次の
診断項目を集めてください。 2、 5、 49。

次の診断項目を集めてください。 1、 2、 5。
00F30071

00F30069
説明: 出口環境が正しくありません。接続処理の後に出
口環境が解放されたか、CCB 用のストレージを獲得し
ているときか接続処理中にエラーが発生したかの、いず
れかです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AUSI

説明: 論理エラーが発生しています。 現在処理してい
る要求と同じ CCB を参照する許可サービス要求が出さ
れました。これらの要求は順次処理されなければなりま
せん。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN、DSN3AUSI

システムの処置:
ん。

このサインオン要求は処理されませ

システムの処置:
ません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。問題分析のためにダンプをとってください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』で説明
されている次の診断項目を集めてください。 3、 5、
49。
00F30070
説明: 接続またはサインオン処理のための機能リカバリ
ーを確立することができません。実行モジュールがその
ESTAE を確立できません。これは、現行のアドレス・
スペースのストレージが不十分な場合に起こることがあ
ります。これにより、DB2 サブシステムの異常終了が
生じる可能性があります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AUCN、DSN3AUSI
システムの処置: 接続またはサインオン要求は処理され
ません。 呼び出し側は、コード X'04E' およびこの理由
コードで異常終了します。
ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、必要に応じて DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 現行のアドレス・スペ
ース専用域の LSQA 部分での用法とフリー域を調べて
ください。 必要であれば、専用域のサイズを拡張して
ください。
問題判別: システム・プログラマーが LSQA 域を調べ
ることができるように、呼び出し側は SYS1.LOGREC
項目および SVC ダンプを出力しているはずです。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 許可サービス要求は順次処理されなければな
りません。所定の CCB を参照する許可サービス要求が
いったん出されると、最初の要求が完了するまでは、同
じ CCB を参照するサービス要求を出してはなりませ
ん。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』で説明されている
次の診断項目を集めてください。 2、 5、 49。
00F30072
説明: 要求側の許可 ID またはパスワードを検査する
ことができません。 この状態は、セキュリティーの違
反を示すこともあります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN
システムの処置:

接続要求は処理されません。

ユーザーの処置: 正しい RACF 許可 ID およびパスワ
ードを指定したかどうか確認してください。必要な場合
には、セキュリティー管理者に DB2 サブシステムに対
する許可を要求してください。
システム・プログラマーの応答: 要求が拒否されたとき
に出された RACF メッセージをコンソール/SYSLOG 出
力から探してください。 ユーザーが DB2 サブシステ
ムへのアクセスを認めてもらわなければならない場合に
は、セキュリティー管理者に対しユーザーを照会してく
ださい。 このエラーがリモートの接続要求中に発生し
た場合、通信データベースを調べて、リモート接続要求
に有効なセキュリティー管理を判別してください。 DB2
ユニバーサル・データベース (OS/390 版および z/OS
版) 管理ガイド の第 3 部 (第 1 巻) に、特定の DB2

1525 ページの『付録 B. 問題判別』で説明されている
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接続またはサインオン要求は処理され
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00F30073
サブシステムに関してユーザーに許可を授与する方法の
例が示されています。

ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

問題判別: リモート接続処理中に、許可サービスは、
RACF RACINIT 形式を使用して RACROUTE サービス
を呼び出し、要求側に関連する許可 ID およびパスワー
ド (与えられている場合) を確認します。 許可 ID また
はパスワードが確認できないことを RACF 戻りコード
が示している場合には、接続要求はこの理由コードで終
了します。

問題判別: 許可サービスのサービス・タスクが作成され
なかった理由を判別してください。

00F30073

1525 ページの『付録 B. 問題判別』で説明されている
次の診断項目を集めてください。 3、4、49。
00F30075
説明: RACROUTE に対して ACEE を解放するよう要
求が出されたときに、RACROUTE からエラーが戻され
ました。

説明: 許可サービス要求のパラメーター・フラグ設定値
が互いに矛盾しています。 あるフラグは、出口環境の
作成を要求するように設定されています。他のフラグは
出口環境の解放を要求するように設定されています。こ
れらのフラグは同時には使用できません。

システムの処置: 接続またはサインオン要求は処理され
ません。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AUCN

ユーザーの処置: 問題分析のためにダンプをとってくだ
さい。

システムの処置: 接続要求は処理されません。呼び出し
側は、コード X'04E' およびこの理由コードで異常終了
します。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN、DSN3AUSI

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』で説明
されている次の診断項目を集めてください。 1、2、3、
49。
00F30076

問題判別: 接続処理を要求しているときには、これらの
フラグのうち一方だけをセットできます。

説明: CCB を入手しようとしていたときに、エラーが
起こりました。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』で説明されている
次の診断項目を集めてください。 2、49。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3TM00

00F30074

システムの処置: 接続ユーザーは、コード X'04E' およ
びこの理由コードで異常終了します。

説明: 実行環境に問題があります。 SRB モード実行単
位から接続またはサインオンが要求されましたが、通常
は、切り替えられるはずの許可サービスのサービス・タ
スクが存在していません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AUCN、DSN3AUSI
システムの処置:
ません。

接続またはサインオン要求は処理され

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。問題分析のためにダンプをとってください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SVC ダンプ、関連す
る SYS1.LOGREC 項目、および SYSLOG が使用可能
であるはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: 汎用レジスター 2 には許可サービスからの
理由コードが含まれ、この理由コードは障害の原因を示
しています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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00F30077
ード X'04E' およびこの理由コードによって異常終了し
ます。

00F30077
説明: 次のいずれかの理由で、プランまたはパッケージ
を実行できません。
v そのプランまたはパッケージは、ユーザーが実行しよ
うとした環境では使用禁止にされている。
v 使用されている接続ライブラリーは、DB2 の前のリ
リースからのもので、バインド操作の ENABLE およ
び DISABLE オプションをサポートしていない。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3CT30
システムの処置:
れません。

そのプランまたはパッケージは実行さ

システム・プログラマーの応答:

次のいずれかです。

v 現在の環境で実行できるように、プランまたはパッケ
ージをバインドし直す。
v SYSPLSYSTEM または SYSPKSYSTEM カタログ表
を調べ、そのプランまたはパッケージを実行できる環
境を見つける。
v 接続ライブラリーを訂正する。
00F30078
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行していて、呼び
出し側提供の接続システム・タイプ・コードにアクセス
しようとしているときに、異常終了が発生しました。
これは、おそらく、要求側プログラムの論理エラーが原
因で起こっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ID30
システムの処置:

要求は処理されません。

ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

問題判別: 呼び出し側提供の情報へのアクセス中に、こ
の理由コードがレジスター 15 に入れられます。異常終
了が起こると、エラーの原因となったパラメーターがこ
のレジスターによって示されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30080
説明: CSECT DSNAPRHX がその ESTAE を取り消す
ことができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNAPRHX
システムの処置:
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ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。アプリケーションを再試行することができま
す。
システム・プログラマーの応答: 「問題判別」の項を参
照してください。
問題判別: ESTAE 取り消し操作から、ゼロ以外の戻り
コードが戻されました。この戻りコードはレジスター 2
に入っています。戻りコードの意味については、
MVS/ESA プログラミング: アセンブラー・サービス 解
説書 を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 4、5。
00F30081
説明: 呼び出し側のキーで実行していて、呼び出し側提
供のアカウンティング・トークン・フィールドにアクセ
スしようとしているときに、異常終了が起こりました。
これは、おそらく、要求側プログラムの論理エラーが原
因で起こっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SI30
システムの処置:

SIGNON 要求は処理されません。

ユーザーの処置: リカバリー・ルーチン (ESTAE) から
再試行すると、要求を異常終了する前の機能で実行を続
行することができます。
問題判別: この理由コードは、呼び出し側提供の情報に
対するアクセスが行われる前に、レジスター 15 に入れ
られます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30082
説明: プランの自動バインドが使用禁止にされている
と、この理由コードが戻されます。自動バインドは、イ
ンストール・プロセスを通して使用禁止にされます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3CT30
システムの処置:
ん。

プランは自動的にバインドされませ

システム・プログラマーの応答: 実行に先立ってプラン
をバインドし直してください。

アプリケーション・プログラムは、コ
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00F30083 • 00F30087
00F30083
説明: 再試行不能な異常終了 (つまり、 CANCEL、
DETACH) が起こった後に、接続アプリケーションまた
はそのリカバリー・ルーチンが SQL 要求を出そうとす
ると、この理由コードが戻されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSNAPRHX
システムの処置: タスクの終わり (end of task) の処理
が実行できるように、制御権は呼び出しプログラム (ア
プリケーション・プログラムまたはそのリカバリー・ル
ーチンのいずれか) に戻されます。
ユーザーの処置: これが DB2 の問題だと思われる場合
は、その旨をシステム・プログラマーに通知してくださ
い。
システム・プログラマーの応答: この理由コードが出さ
れるのは、接続アプリケーションが MVS CANCEL ま
たは DETACH を出し、そのリカバリー・ルーチンがア
プリケーションを再試行したか、それ自体が DB2 に対
して別の SQL ステートメントを実行しようとしたから
です。この呼び出しは拒否され、アプリケーションがタ
スクの終わり処理を通じて処理できるようになりまし
た。
問題判別: このエラーが上記の理由の結果でないと考え
られる場合には、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
にリストされている次の診断項目を集めてください。
1、5。
00F30085
説明: リクエスターのパスワードを検査できません。
この状態は、セキュリティーの違反を示すこともありま
す。
システムの処置:

接続要求は処理されません。

ユーザーの処置: このリクエスターに正しい RACF パ
スワードを指定したことを検査してください。
システム・プログラマーの応答: 要求が拒否されたとき
に出された RACF メッセージを、コンソールまたは
SYSLOG 出力から探してください。 このエラーがリモ
ートの接続要求中に発生した場合、通信データベースを
調べて、リモート接続要求に有効なセキュリティー管理
を判別してください。 DB2 ユニバーサル・データベー
ス (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 3 部
(第 1 巻) の通信データベースでリモート接続要求のセ
キュリティー管理をセットアップする方法の例を参照し
てください。
問題判別: リモート接続処理中に、許可サービスは、
RACF RACINIT 形式を使用して RACROUTE サービス
を呼び出し、要求側に関連する許可 ID およびパスワー

ド (与えられている場合) を確認します。 パスワードが
確認できないことを RACF 戻りコードが示している場
合には、接続要求はこの理由コードで終了します。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN
00F30086
説明: リクエスターのパスワードの期限が切れました。
この状態は、セキュリティーの違反を示すこともありま
す。
システムの処置: 接続要求は処理されません。
ユーザーの処置: パスワードを変更して期限切れではな
いようにしてください。
システム・プログラマーの応答: 要求が拒否されたとき
に出された RACF メッセージを、コンソールまたは
SYSLOG 出力から探してください。 このエラーがリモ
ートの接続要求中に発生した場合、通信データベースを
調べて、リモート接続要求に有効なセキュリティー管理
を判別してください。 DB2 ユニバーサル・データベー
ス (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 3 部
(第 1 巻) の通信データベースでリモート接続要求のセ
キュリティー管理をセットアップする方法の例を参照し
てください。
問題判別: リモート接続処理中に、許可サービスは、
RACF RACINIT 形式を使用して RACROUTE サービス
を呼び出し、要求側に関連する許可 ID およびパスワー
ド (与えられている場合) を確認します。 パスワードの
期限が切れていることを RACF 戻りコードが示してい
る場合には、接続要求はこの理由コードで終了します。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN
00F30087
説明: リクエスターの許可 ID またはパスワードは、
サイトのセキュリティー出口ルーチンによって検査でき
ません。 この状態は、セキュリティーの違反を示すこ
ともあります。
システムの処置: 接続要求は処理されません。
ユーザーの処置: 正しい RACF 許可 ID およびパスワ
ードを指定したかどうか確認してください。必要な場合
には、セキュリティー管理者に DB2 サブシステムに対
する許可を要求してください。
システム・プログラマーの応答: 要求が拒否されたとき
に出された RACF メッセージを、コンソールまたは
SYSLOG 出力から探してください。 このエラーがリモ
ートの接続要求中に発生した場合、通信データベースを
調べて、リモート接続要求に有効なセキュリティー管理
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00F30088
を判別してください。 DB2 ユニバーサル・データベー
ス (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 3 部
(第 1 巻) の通信データベースでリモート接続要求のセ
キュリティー管理をセットアップする方法の例を参照し
てください。
問題判別: リモート接続処理中に、許可サービスは、
RACF RACINIT 形式を使用して RACROUTE サービス
を呼び出し、要求側に関連する許可 ID およびパスワー
ド (与えられている場合) を確認します。 RACF 戻りコ
ードがサイトのセキュリティー出口ルーチンがリクエス
ターを検査するのに失敗したことを示す場合、接続要求
が終了し、この理由コードが出されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN
00F30088
説明: リクエスターの許可 ID が取り消されました。
この状態は、セキュリティーの違反を示すこともありま
す。
システムの処置:

接続要求は処理されません。

ユーザーの処置: 正しい RACF 許可 ID およびパスワ
ードを指定したかどうか確認してください。必要な場合
には、セキュリティー管理者に DB2 サブシステムに対
する許可を要求してください。
システム・プログラマーの応答: 要求が拒否されたとき
に出された RACF メッセージを、コンソールまたは
SYSLOG 出力から探してください。 このエラーがリモ
ートの接続要求中に発生した場合、通信データベースを
調べて、リモート接続要求に有効なセキュリティー管理
を判別してください。 DB2 ユニバーサル・データベー
ス (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 3 部
(第 1 巻) の通信データベースでリモート接続要求のセ
キュリティー管理をセットアップする方法の例を参照し
てください。
問題判別: リモート接続処理中に、許可サービスは、
RACF RACINIT 形式を使用して RACROUTE サービス
を呼び出し、要求側に関連する許可 ID およびパスワー
ド (与えられている場合) を確認します。 RACF 戻りコ
ードがリクエスターの許可 ID が取り消されたことを示
す場合、通信要求が終了され、この理由コードが出され
ます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN

00F30089
説明: リクエスターの許可 ID が RACF に定義されて
いません。 この状態は、セキュリティーの違反を示す
こともあります。
システムの処置: 接続要求は処理されません。
ユーザーの処置: 正しい RACF 許可 ID およびパスワ
ードを指定したかどうか確認してください。必要な場合
には、セキュリティー管理者に DB2 サブシステムに対
する許可を要求してください。
システム・プログラマーの応答: 要求が拒否されたとき
に出された RACF メッセージを、コンソールまたは
SYSLOG 出力から探してください。 このエラーがリモ
ートの接続要求中に発生した場合、通信データベースを
調べて、リモート接続要求に有効なセキュリティー管理
を判別してください。 DB2 ユニバーサル・データベー
ス (OS/390 版および z/OS 版) 管理ガイド の第 3 部
(第 1 巻) の通信データベースでリモート接続要求のセ
キュリティー管理をセットアップする方法の例を参照し
てください。
問題判別: リモート接続処理中に、許可サービスは、
RACF RACINIT 形式を使用して RACROUTE サービス
を呼び出し、要求側に関連する許可 ID およびパスワー
ド (与えられている場合) を確認します。 RACF 戻りコ
ードが、リクエスターの許可 ID が定義されていないこ
とを示す場合、接続要求が終了し、この理由コードが出
されます。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN
00F30090
説明: アプリケーション・プログラムが RRSAF
SIGNON または AUTH SIGNON 機能要求を出しました
が、アプリケーションは初期状態でない OPEN
CURSORS または SPECIAL REGISTERS のいずれかを
もっており、reuse=INITIAL 規則が有効です。
システムの処置: SIGNON または AUTH SIGNON 要
求は処理されません。
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。DSN3SI30
00F30091
説明: アプリケーション・プログラムが RRSAF
IDENTIFY 機能要求を出しましたが、 RR/MVS を使用
することができません。
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00F30092
システムの処置:

IDENTIFY 要求は処理されません。

ユーザーの処置: RRS/MVS を始動してから IDENTIFY
要求を再試行してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSN3ID30

SYSLOG 出力を検査して、要求が拒否されたときに出
された RACF メッセージを調べてください。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3AUCN
00F30095

00F30092
説明: アプリケーション・プログラムが RRSAF
SIGNON または AUTH SIGNON 機能要求を出しました
が、アプリケーションが SRRCMIT または SRRBACK
の最後の呼び出し以降に SQL 要求を出したため、一貫
性がありません。
システムの処置: SIGNON または AUTH SIGNON 要
求は処理されません。
ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。DSN3SI30
00F30093
説明: アプリケーション・プログラムが RRSAF
TERMINATE THREAD または TERMINATE IDENTIFY
機能要求を出しましたが、アプリケーションが
SRRCMIT または SRRBACK の最後の呼び出し以降に
SQL 要求を出したため、一貫性がありません。
システムの処置:

機能要求は処理されません。

ユーザーの処置:
ができます。

要求を訂正して、処理を続行すること

システムの処置: アプリケーションは異常終了します。
このエラーは、多くの場合、最終的に DB2 サブシステ
ムを異常終了させる場合があります。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: このエラーは、DB2
または OS/390 RRS 内のエラーであると考えられま
す。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: DB2 は SYS1.LOGREC データ・セットに記
録され、SVC ダンプを要求します。 このエラーは、
DB2 または OS/390 RRS に関する問題を示している場
合があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SQLF、 DSN3CMIT、 DSN3CT30、
DSN3SPIN、 DSN3SPTN、 DSN3BABR、
DSN3CMT2、 DSN3CTXS、 DSN3RRSX
00F30096

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。 DSN3CT80 DSN3ID80
00F30094
説明: リモート接続の処理中に、許可サービスが
RACF RACINIT 形式を使用して RACROUTE サービス
を呼び出し、リクエスターに関連付けられた許可 ID お
よびパスワードを検査し、(提供されている場合は) パス
ワードを新しいパスワードに変更します。 RACF 戻り
コードがリクエスターの新しいパスワードが無効である
ことを示している場合は、接続要求はこの理由コードで
終了します。
システムの処置:

説明: 内部エラーが DB2 または OS/390 RRS 内のい
ずれかで検出されました。

接続要求は処理されません。

ユーザーの処置: 新しいパスワードの値が、新規パスワ
ードのインストール要件を満たしているかどうかを検査
してください。
システム・プログラマーの応答:

コンソールまたは

説明: 内部エラーが DB2 または OS/390 RRS 文脈サ
ービス内で検出されました。
システムの処置: アプリケーションは異常終了します。
このエラーは、多くの場合、最終的に DB2 サブシステ
ムを異常終了させます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: このエラーは、DB2
または OS/390 RRS 内のエラーであると考えられま
す。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
問題判別: DB2 は SYS1.LOGREC データ・セットに記
録され、SVC ダンプを要求します。 このエラーは、
DB2 または OS/390 RRS 文脈サービスに関する問題を
示している場合があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
第 55 章 DB2 コード

1431

00F30097 • 00F3009C
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ID30、 DSN3ID80、 DSN3SPIN、
DSN3SPTN
00F30097
説明: RRSAF の CONTEXT SIGNON 機能が供給する
context_key が、現在のコンテキストに関連していませ
ん。
システムの処置:
ん。

CONTEXT SIGNON は実行されませ

ユーザーの処置: CONTEXT SIGNON を呼び出す前
に、CTXSDTA を使用して、現在のコンテキストに関連
したコンテキストに 1 次 AUTHID を保管してくださ
い。データを保管するのに使用する context_key は、
CONTEXT SIGNON の入力で渡される context_key であ
る必要があります。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。DSN3SI30
00F30098
説明: RRSAF の CONTEXT SIGNON 機能は、OS/390
R5 またはそれ以降を必要とします。
システムの処置:
ん。

CONTEXT SIGNON は実行されませ

ユーザーの処置: 稼働している OS/390 のリリース・
レベルを検査してください。

00F3009A
説明: 同期点処理を実行中であったエージェントに対し
て、DB2 API を呼び出す試みがなされました。これ
は、他の制御タスクが DB2 エージェントに対して RRS
同期点処理を既に始めてしまった後、 RRSAF 付加アプ
リケーションが、同じ DB2 を呼び出す場合に起こるこ
とがあります。
RRSAF により DB2 に接続されたエージェントのため
に同期点処理が開始されてしまうと、同期点処理が完了
するまで、DB2 API が DB2 のアクセスに使用できな
いことがあります。
システムの処置: API 要求は拒否されます。
ユーザーの処置: DB2 API を使用する RRS 同期点処
理の開始を順次化してください。
00F3009B
説明: DB2 で実行中の DB2 エージェントに対して、
RRSAF 準備の出口が呼び出されました。
これは、アプリケーション・タスクが DB2 エージェン
トを使用して DB2 データにアクセスしている時、制御
タスクが 同じ DB2 エージェントに対して、RRS 同期
点処理を始めてしまった場合に起こることがあります。
DB2 エージェントが、DB2 でアクティブになると、他
のタスクは、その同じエージェントに対して、 RRS 同
期点処理を開始できなくなります。

問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。DSN3SI30

システムの処置: DB2 が、PREPARE 要求に対して
ATRABACK を戻します。 DB2 エージェントは、理由
コード 00E50013 で異常終了します。

00F30099

ユーザーの処置: DB2 データにアクセスする RRS 同
期点処理の開始を順次化してください。

説明: RRSAF の CONTEXT SIGNON 機能から渡され
た context_key を使用して検索されたデータが、 DB2
でサポートされていないバージョンです。

問題判別: この条件を記録する項目が SYS1.LOGREC
に書き込まれます。

システムの処置:
ん。

00F3009C

CONTEXT SIGNON は実行されませ

ユーザーの処置: 実行している DB2 がサポートするバ
ージョン番号を判別してください。この番号は、DB2
アプリケーション・プログラミングおよび SQL の手引
き の CONTEXT SIGNON に説明されています。
CONTEXT SIGNON を呼び出す前に、CTXSDTA を使
用して、現在のコンテキストに関連した、正しいバージ
ョンのコンテキスト・データを保管してください。
問題判別: この理由コードは、次の CSECT によって
出されます。DSN3SI30
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説明: DB2 エージェントに現在関連しているタスクと
は異なるタスクにより、その DB2 エージェントに対し
て RRS 同期点出口が呼び出されたが、システムにイン
ストールされている DB2 の早期コード・モジュール
は、この機能をサポートしていません。
システムの処置: RRS 同期点要求は異常終了します。
この結果、DB2 は RRS との接続を失います。 RRS と
の新規の接続を確立するには、DB2 サブシステムを停
止し、再度開始する必要があります。
オペレーターの応答:
てください。

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

システム・プログラマーに通知し

00F3009D
システム・プログラマーの応答: LINKLIST ライブラリ
ーからロードされた DB2 早期コードのバージョンが、
RRS 同期点をサポートしていません。この同期点はタ
スクから開始されますが、このタスクが、開始中のこの
同期点に対する、RRS リカバリー単位に関連づけられ
ている DB2 エージェントに接続されていません。 DB2
早期コードは、APAR PQ16273 適用済み DB2 V5、ま
たは DB2 V6 早期コードである必要があります。 DB2
早期コードの互換性のあるバージョンをロードして、シ
ステムを再 IPL してください。
問題判別: この条件を記録する項目が SYS1.LOGREC
に書き込まれます。
00F3009D
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行中、呼び出し側
提供のユーザー ID にアクセスしようとして異常終了が
起こりました。これは、おそらく、要求側プログラムの
論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

SIGNON 要求は処理されません。

ユーザーの処置: リカバリー・ルーチン (ESTAE) から
再試行すると、要求を異常終了する前の機能で実行を続
行することができます。
問題判別: この理由コードは、呼び出し側提供の情報に
対するアクセスが行われる前に、レジスター 15 に入れ
られます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00F3009f
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行中、呼び出し側
提供のワークステーション名にアクセスしようとして異
常終了が起こりました。これは、おそらく、要求側プロ
グラムの論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置: SIGNON 要求は処理されません。
ユーザーの処置: リカバリー・ルーチン (ESTAE) から
再試行すると、要求を異常終了する前の機能で実行を続
行することができます。
問題判別: この理由コードは、呼び出し側提供の情報に
対するアクセスが行われる前に、レジスター 15 に入れ
られます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

# 00F300A1
# 説明: SIGNON 要求に対して指定されたグローバル・
# トランザクション ID (XID) パラメーターは、次のいず
# れかの理由により無効です。
# v 誤った XID 値を指定した
# v 誤った形式で値を指定した
# v グローバル・トランザクション ID のアドレスを指定
した場合に、長さの値が有効範囲内にない
#
# システムの処置: SIGNON 要求は処理されません。
# ユーザーの処置: SIGNON 要求に対する XID パラメ
# ーターを訂正してください。

00F3009E
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行中、呼び出し側
提供のアプリケーション名にアクセスしようとして異常
終了が起こりました。これは、おそらく、要求側プログ
ラムの論理エラーが原因で起こっています。
システムの処置:

SIGNON 要求は処理されません。

ユーザーの処置: リカバリー・ルーチン (ESTAE) から
再試行すると、要求を異常終了する前の機能で実行を続
行することができます。
問題判別: この理由コードは、呼び出し側提供の情報に
対するアクセスが行われる前に、レジスター 15 に入れ
られます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00F30101
説明: DB2 (および他のサブシステム) を初期設定する
ために使われる IEFSSNxx メンバーに含まれるパラメー
ターに誤りがあります。 詳しくはメッセージ DSN3101I
を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3UR00
システム・プログラマーの応答:
を参照してください。

メッセージ DSN3101I

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00F30102
説明: DB2 (および他のサブシステム) を初期設定する
ために使われる IEFSSNxx メンバーに含まれるパラメー
ターに誤りがあります。 DB2 サブシステム認識文字が
ブランクであってはなりません。 詳しくは、メッセー
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00F30103
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3UR00

ジ DSN3102I を参照してください。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSN3UR00
システム・プログラマーの応答:
を参照してください。

システム・プログラマーの応答: メッセージ DSN3105I
を参照してください。 DB2 にエラーがあると思われる
場合、問題の識別と報告に関する情報については、DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。

メッセージ DSN3102I

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。

00F30103

00F30106

説明: DB2 (および他のサブシステム) を初期設定する
のに使われる IEFSSNxx メンバーに含まれるパラメータ
ーに誤りがあるか、または IPL 中に指定のモジュール
が使用可能なライブラリー内に含まれていなかったか、
あるいはその両方です。詳細についてはメッセージ
DSN3103I を参照してください。

説明: RRS からのグローバル・トランザクション ID
を、SIGNON 要求のために抽出できませんでした。
SIGNON 要求は、グローバル・トランザクションの一部
であり、 RRS がグローバル・トランザクション ID を
提供しようとしていたことを示していたスレッドに対し
てのものです。

この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSN3UR00

# システムの処置: アプリケーションは異常終了します。

システム・プログラマーの応答:
を参照してください。

# オペレーターの応答: SYS1.LOGREC および
# SVCDUMP を集めて、システム・プログラマーに通知し
# てください。

メッセージ DSN3103I

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00F30104
説明: モジュール DSN3UR00 が、指定されたサブシス
テムに関する DB2 サブシステム類似性表索引を獲得で
きません。 MVS が、指定のサブシステムを認識できま
せん。詳細についてはメッセージ DSN3109I を参照して
ください。
この異常終了コードは、次の CSECT によって出されま
す。 DSN3UR00
システム・プログラマーの応答:
を参照してください。

メッセージ DSN3109I

#
#
#
#
#

システム・プログラマーの応答: このエラーは、DB2
または OS/390 RRS 内のエラーであると考えられま
す。問題の識別および報告については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の第 2 部を参照してください。
RRS が終了した場合は、RRS を再始動してください。

# 問題判別: SVCDUMP を調べて、RRS の障害の原因を
# 判別してください。レジスター・ゼロには、RRS
# ATRRWID 要求からの戻りコードが入っています。
00F30107
説明: 呼び出し側の PSW キーで実行中、呼び出し側
提供の xid パラメーターにアクセスしようとして異常終
了しました。これは、おそらく、要求側プログラムの論
理エラーが原因で起こっています。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。

システムの処置:

00F30105

問題判別: この理由コードは、呼び出し側提供の情報に
対するアクセスが行われる前に、レジスター 15 に入れ
られます。

説明: モジュール DSN3UR00 が、初期モジュール
'DSN3EPX' をロードすることができません。入出力エラ
ーが起こったか、または、IPL の際に指定のモジュール
が使用可能なライブラリー内に常駐していないかのいず
れかです。 詳細についてはメッセージ DSN3105I を参
照してください。
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SIGNON 要求は処理されません。

ユーザーの処置: 問題を訂正して、もう一度ジョブをサ
ブミットしてください。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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00F30111 • 00F30116
MVS/ESA SP4.2.2 またはそれ以上のリリースが必要で
す。

00F30111
説明: マスター・スケジューラー初期設定中に MVS
サブシステムとして DB2 を確立する DB2 プログラム
が、プログラム所有のロード・モジュールまたはプログ
ラムがロードしたロード・モジュールのいずれかの属性
が、 AMODE (31) および RMODE (ANY) になってい
ないことを判断しました。異常終了の直前にメッセージ
DSN3111I が出ています。このメッセージには、誤りの
あるロード・モジュールの名前が含まれています。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3UR00
システムの処置: DB2 サブシステムが利用できませ
ん。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3UR00

システム・プログラマーの応答: サブシステム定義パラ
メーターを修正して、グループ接続名と 再 IPL を指定
しないようにしてください。

システムの処置:
します。

問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。

DB2 サブシステムの初期設定は終了

システム・プログラマーの応答:
を参照してください。

メッセージ DSN3111I

次の診断項目を集めてください。CONSOLE
LOG、SVCDUMP、および LOGREC。

00F30112

00F30115

説明: DB2 は、ご使用のシステムで指定されているコ
マンド接頭部を MVS に登録することができませんでし
た。コマンド接頭部は、サブシステム定義パラメーター
の中で指定されています。 メッセージ DSN3112I で
ssnm によって指定されているサブシステムが使用でき
ません。

説明: DB2 がグループ接続名を登録するときに、DB2
は非ゼロ戻りコードを MVS 名前 / トークン・サービ
ス IEANTCR から受信しました。 グループ接続名がサ
ブシステム定義パラメーター IEFSSNxx に指定されてい
ます。 DB2 サブシステムが利用できません。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3UR00
システム・プログラマーの応答:
を参照してください。

メッセージ DSN3112I

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3UR00
システムの処置:
ん。

DB2 サブシステムが利用できませ

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00F30113
説明: DB2 は、サブシステム定義パラメーターにエラ
ーを検出しました。このパラメーターは
SYS1.PARMLIB の IEFSSNxx メンバーから得たもので
す。 メッセージ DSN3113I で ssnm によって指定され
ているサブシステムが使用できません。この異常終了理
由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3UR00
システム・プログラマーの応答:
を参照してください。

メッセージ DSN3113I

システム・プログラマーの応答: IBM サポート担当員
に連絡してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。レジスター 3 には、16
進数の戻りコードがあります。これは MVS IEANTCR
名前 / トークン・サービスから DB2 に戻されます。
次の診断項目を集めてください。
CONSOLE、SVCDUMP、 LOGREC。
00F30116

00F30114
説明: DB2 グループ接続は、この MVS リリースでは
サポートされていません。 DB2 は、サブシステム定義
パラメーターに指定された、ご使用のシステムで指定さ
れているグループ接続名 IEFSSNxx を見つけましたが、
DB2 グループ接続は、この MVS リリースではサポー
トされていません。 DB2 のグループ接続機能には

説明: 使用を試みている DB2 早期コード・モジュール
のバージョンは、この MVS バージョンとは互換性があ
りません。 このバージョンの DB2 には MVS/ESA が
必要です。
システムの処置: DB2 サブシステムが利用できませ
ん。
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00F30120 • 00F30123
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: LINKLIST ライブラリ
ーからロードする DB2 早期コードのバージョンは、使
用中の MVS のリリースと互換性がありません。
LINKLIST ライブラリーの連結順序を変更して、互換性
がある DB2 早期コードのリリースが使用できるように
してください。
問題判別: 診断情報が SYS1.LOGREC に記録され、
DB2 ダンプが要求されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3UR00

| セージ DSN3581I を参照してください。 問題の識別お
| よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
| Reference の第 2 部を参照してください。
| 問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
| トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
| 5。
| 00F30122
|
|
|
|
|
|
|

説明: DB2 がセキュリティー許可機能 R_usermap 呼び
出し可能サービスを呼び出したときに、エラーが発生し
ました。DB2 はこの呼び出し可能サービスを使って、
リモート・クライアントから受け取った Kerberos チケ
ットを介して受け取ったプリンシパル名に関連付けられ
たユーザー ID を判別しようとしました。この理由コー
ドがメッセージ DSN3581I と一緒に生成されます。

| システムの処置: 認証に失敗します。

| 00F30120

| ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
| ださい。

|
|
|
|
|
|
|

説明: DB2 がセキュリティー許可機能 R_ticketserv 呼
び出し可能サービスを呼び出したときに、エラーが発生
しました。DB2 はこの呼び出し可能サービスを使っ
て、リモート・クライアントから受け取った Kerberos
チケットの妥当性を検査しようとしました。 DB2 はメ
ッセージ DSN3581I と一緒にこの理由コードを生成しま
した。

|

システムの処置:

認証に失敗します。

| 00F30123

|
|

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

|
|
|
|
|
|
|

| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
| システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
| セージ DSN3581I を参照してください。
| 00F30121
|
|
|
|
|
|
|

説明: DB2 がセキュリティー許可機能 R_ticketserv 呼
び出し可能サービスを呼び出したときに、DB2 内部エ
ラーが発生しました。DB2 はこの呼び出し可能サービ
スを使って、リモート・クライアントから受け取った
Kerberos チケットの妥当性を検査しようとしました。こ
の理由コードがメッセージ DSN3581I と一緒に生成され
ます。

| システムの処置: 認証に失敗します。問題分析のために
| ダンプをとってください。
| ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
| ださい。
| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。

| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
| システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
| セージ DSN3581I を参照してください。

説明: DB2 がセキュリティー許可機能 R_usermap 呼び
出し可能サービスを呼び出したときに、DB2 内部エラ
ーが発生しました。DB2 はこの呼び出し可能サービス
を使って、リモート・クライアントから受け取った
Kerberos チケットの妥当性を検査しようとしました。こ
の理由コードがメッセージ DSN3581I と一緒に生成され
ます。

| システムの処置: 認証に失敗します。 問題分析のため
| にダンプをとってください。
| ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
| ださい。
| オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
| てください。
|
|
|
|

システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
セージ DSN3581I を参照してください。 問題の識別お
よび報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

| 問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
| トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
| 5。

| システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
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00F30203
要求は、おそらく、完全に処理されています。ただし、
処理の逐次化は維持されていないかもしれません。

00F30203
説明: この理由コードが戻されるのは、DB2 プログラ
ムがすでにアクティブである SSI 機能コードを活動化
しようとしたか、またはすでに非アクティブである SSI
機能コードを非活動化しようとした場合です。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。
00F30210
説明: 以下のいずれかの状態が存在しています。
v モジュール DSN3RS0X が、ENQ (排他) からゼロ以
外の戻りコードを受け取った。
v モジュール DSN3ENQ0 が ENQ (共用) からゼロ以
外の戻りコードを受け取り、'タスクのリソースがすで
に待機中' である旨以外の標識が示されている。
これは重大なエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ENQ0、DSN3RS0X
システムの処置:

呼び出し側は異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ENQ SVC から戻され
たエラーを判別するために、SVC ダンプを調べてくだ
さい。
問題判別: SVC ダンプおよび関連する SYS1.LOGREC
項目が生成されます。異常終了時点でのレジスター 2
には、ENQ によってレジスター 15 に戻された値が入
っています。これによって応答域を突き止めることがで
きます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システム・プログラマーの応答: DEQ SVC から戻され
たエラーを判別するために、SVC ダンプを調べてくだ
さい。
問題判別: SVC ダンプおよび関連する SYS1.LOGREC
項目が生成されます。異常終了時点のレジスター 2 に
は、DEQ によってレジスター 15 に戻された値が入っ
ています。これによって応答域を突き止めることができ
ます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30212
説明: DB2 キーの呼び出し側にしか許されない機能
が、別のキーの監視プログラム状態の呼び出し側によっ
て呼び出されました。 (代わりに、問題プログラム状態
の呼び出し側が、X'0C2' 異常終了コードを受け取りま
す。)
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AC0X
システムの処置:

呼び出し側は異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 誤った PSW キーで
実行されている DB2 サービス・モジュールを判別する
ために、 SVC ダンプを調べてください。
問題判別: 呼び出し側が DB2 サービス・モジュールで
ある場合には、SVC ダンプおよび関連の
SYS1.LOGREC 項目が作成されます。呼び出し時には、
呼び出し側は DB2 KEY に入っていたはずです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00F30211
説明: 以下の条件のうちのいずれか 1 つが存在してい
ます。
v モジュール DSN3DEQ0 がリソースを無条件に解放し
ようとしたものの、解放できなかった。
v モジュール DSN3RS0X が DEQ からゼロ以外の戻り
コードを受け取り、'タスクに制御権が割り当てられて
いない' 旨以外の標識が示されている。
これは重大なエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3DEQ0、DSN3RS0X
システムの処置:

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

呼び出し側は異常終了します。現行の

00F30213
説明: モジュール DSN3AC0X の呼び出し側が、無効
なアクション・コードを渡しました。有効なコードは、
0 (非活動化) および 1 (活動化) だけです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AC0X
システムの処置: 呼び出し側は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し
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00F30214
システム・プログラマーの応答: 活動化および非活動化
サービス・モジュールの呼び出し側を判別するために、
SVC ダンプを調べてください。

求側を示しているはずです。モジュール DSN3AC0X を
呼び出す前に、呼び出し側は正しいパラメーター値を設
定しているはずです。

問題判別: DB2 サービス・モジュールによって、SVC
ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が作成されま
す。保管域チェーンが、このサービス・モジュールの要
求側を示しているはずです。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30214
説明: モジュール DSN3AC0X の呼び出し側が、無効
な SSOB 機能コードを渡しました。有効なコードの範
囲は 1 〜 255 です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AC0X
システムの処置:

呼び出し側は異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 活動化および非活動化
サービス・モジュールの呼び出し側を判別するために、
SVC ダンプを調べてください。
問題判別: DB2 サービス・モジュールによって、SVC
ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が作成されま
す。保管域チェーンが、このサービス・モジュールの要
求側を示しているはずです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00F30216
説明: 新たに作成された DB2 サブシステム・サービス
のアドレス・スペースのための ASCB を突き止めるこ
とができません。 DB2 サブシステムが正常に始動され
ていなかったものと思われます。 DB2 サブシステムに
対してさらにコマンドを入力すると、DB2 の始動が試
みられます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3EC0X
システムの処置: 現在の -START コマンド処理は終了
します。後続のコマンドは、このコマンドが処理されな
かったかのように処理されます。
オペレーターの応答: コマンドを再試行してください。
コマンドが再び失敗する場合には、システム・プログラ
マーに知らせてください。
システム・プログラマーの応答: コマンドが再び失敗す
る場合には、この障害は MVS 内部の問題の結果かもし
れないので、MVS の IPL を要求してください。
問題判別: SVC ダンプおよび関連する SYS1.LOGREC
項目が生成されます。 -START コマンドに対して MVS
コマンド・スケジューラーによって返された ASID が、
無効です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00F30215
説明: モジュール DSN3AC0X の呼び出し側が、無効
な 'QUEUE' を渡しました。提供されたストレージが、
DB2 PSW キーで変更することができません。

00F30217

システムの処置: 呼び出し側は、システム完了コード
X'0C4' で異常終了します。

説明: 現行のコマンドを入力した MVS コンソールの
コンソール ID が、 MVS 装置制御モジュール (UCM)
構造の中に見つかりません。これは重大なエラーです。
無効な入力パラメーターを指定したアプリケーション・
プログラムによって、内部的な MVS START コマンド
が誤って出された可能性があります。

オペレーターの応答:
てください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3EC0X

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AC0X

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 活動化および非活動化
サービス・モジュールの呼び出し側を判別するために、
SVC ダンプを調べてください。
問題判別: DB2 サービス・モジュールによって、SVC
ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が作成されま
す。保管域チェーンが、このサービス・モジュールの要
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システムの処置: 呼び出し側は異常終了します。
オペレーターの応答: -START DB2 コマンドを再試行
してください。コマンドが再び失敗する場合には、シス
テム・プログラマーに知らせてください。
システム・プログラマーの応答: 障害が再発する場合に
は、MVS 内部の問題が原因かもしれませんので、独立
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00F30218
型ダンプおよび MVS の IPL を要求してください。
問題判別: IEFSSCM によってマップされた SSOB コ
マンド拡張部分に、無効なコンソール ID が含まれてい
ます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30218
説明: この DB2 サブシステムの ERLY ブロックに誤
りがあります。コマンド処理を管理する制御ワードが、
未定義状態になっています。これは重大なエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3EC0X
システムの処置: 現行の TCB は異常終了します。 原
因としては、次の 2 つが考えられます。
v DB2 サブシステム・サービスのアドレス・スペース
がありません。 したがって、初期コマンド状態は制
御ワードにセットされ、また、現行のコマンドは '最
初の' (-START) コマンドとして取り扱われます。コ
マンドの処理が続行されます。
v システム・サービス・アドレス・スペースの ASID
は認識されているものの、 DB2 サブシステムの状態
が不確定です。 この場合には、コマンド機能が使用
禁止にされていると見なされ、コマンドの入力側にメ
ッセージ DSN3108I が戻されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ERLY ブロック・フ
ィールド ERLYCMST を調べてください。 ERLYCMST
の値が 2 よりも大きな場合には、このフィールドに誤
りがあります。
問題判別: 呼び出し側の TCB が、SVC ダンプの要求
または関連の SYS1.LOGREC 項目の作成を行っている
かもしれません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30219

システム・プログラマーの応答: ERLY ブロック・フ
ィールド ERLYEMST を調べてください。 ERLYEMST
の値が 2 より大きな場合には、このフィールドに誤り
があります。
問題判別: 呼び出し側の TCB が、SVC ダンプの要求
または関連の SYS1.LOGREC 項目の作成を行っている
かもしれません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F3021A
説明: この DB2 サブシステムの ERLY ブロックに誤
りがあります。識別処理を管理する制御ワードが未定義
状態になっています。これは重大なエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3CL0X
システムの処置: 呼び出し側の TCB は異常終了しま
す。
オペレーターの応答: DB2 サブシステムを停止させ
て、-START DB2 コマンドを出し直してください。
システム・プログラマーの応答: ERLY ブロック・フ
ィールド ERLYIDST を調べてください。 ERLYIDST
の値が 2 よりも大きな場合には、このフィールドに誤
りがあります。
問題判別: SVC ダンプおよび関連する SYS1.LOGREC
項目が生成されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00F3021B

説明: この DB2 サブシステムの ERLY ブロックに誤
りがあります。 EOM ブロードキャスト処理を管理する
制御ワードが、未定義状態になっています。 これは重
大なエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3EC0X
システムの処置:
す。

オペレーターの応答: DB2 を取り消してください。
(タスクの終わり (end of task) 処理がまだ作動するかも
しれません。これにより、ストレージの終わり処理より
も完全な終結処理が行われます。) タスクの終わり処理
が作動しない場合には、DB2 アドレス・スペースに対
して MVS FORCE コマンドを出してください。それで
も問題が解決できない場合には、独立型ダンプを要求
し、MVS を IPL し直してください。

呼び出し側の TCB は異常終了しま

説明: MVS 内部の START コマンド処理プログラムか
ら、0、4、または 8 以外の戻りコードが戻されまし
た。 DB2 サブシステムが正常に始動されていなかった
ものと思われます。 DB2 サブシステムに対してさらに
コマンドを入力すると、DB2 の始動が試みられます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3EC0X
システムの処置:

現在の -START コマンド処理は異常
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00F3021C
終了します。 後続のコマンドは、このコマンドが処理
されなかったかのように処理されます。

サブシステムに対してさらにコマンドを入力すると、
DB2 が正常に始動されるかもしれません。

オペレーターの応答: コマンドを再試行してください。
コマンドが再び失敗する場合には、独立型ダンプを要求
して、MVS を再 IPL してください。

現行のアドレス・スペース (通常はシステム・サービ
ス、また、EOM ブロードキャストの場合には MVS シ
ステム・アドレス・スペース) のストレージが不足して
いる場合には、終了中に起こることがあります。この場
合には、DB2 サブシステムのシャットダウン後に DB2
サブシステムに対してさらにコマンドを入力すると、
DB2 が正常に始動されるかもしれません。

システム・プログラマーの応答: SVC ダンプ、
LOGREC 項目、およびコンソール・ログを調べて、
MVS 障害を示すものを探してください。
問題判別: SVC ダンプおよび関連する SYS1.LOGREC
項目が生成されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3RS0X
システムの処置: 呼び出し側は異常終了します
(ABDUMP はとられません)。初期設定は打ち切られま
すが、終了は続行されます。

00F3021C
説明: 最初のコマンド (-START コマンドと推定されま
す) の処理中に、モジュール DSN3EC0X が ESTAE を
確立できません。 呼び出し側は異常終了します。これ
は、コマンドをブロードキャストしている MVS システ
ム・アドレス・スペースのストレージが不十分な場合
に、起こることがあります。 DB2 サブシステムに対し
てさらにコマンドを入力すると、DB2 が正常に始動さ
れるかもしれません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3EC0X
システムの処置: 呼び出し側は異常終了します
(ABDUMP はとられません)。現在の -START コマンド
処理は終了します。後続のコマンドは、このコマンドが
処理されなかったかのように処理されます。
オペレーターの応答: コマンドを再試行してください。
コマンドが再び失敗する場合には、独立型ダンプを要求
して、MVS を再 IPL してください。
システム・プログラマーの応答: 独立型ダンプ、
LOGREC 項目、およびコンソール・ログを調べて、
MVS 障害を示すものを捜してください。
問題判別:

独立型ダンプが必要です。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 51。
00F3021D
説明: オンラインの DB2 サブシステムの初期設定時ま
たは終了時に、モジュール DSN3RS0X が ESTAE を
確立できませんでした。呼び出し側は異常終了します。
これは、初期設定で、最初のコマンド (-START コマン
ドと推定されます) をブロードキャストしている MVS
システム・アドレス・スペースのストレージが不足して
いる場合に、起こる場合があります。この場合、DB2
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オペレーターの応答: コマンドを再試行してください。
障害が再発する場合には、MVS の再 IPL が必要であ
り、システム・プログラマーに通知する必要がありま
す。まず、独立型ダンプを要求してください。
システム・プログラマーの応答: 独立型ダンプ、
LOGREC 項目、およびコンソール・ログを調べて、
MVS 障害を示すものを捜してください。
問題判別:

独立型ダンプが必要です。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5、 51。
00F3021E
説明: 実際の ESTAE ルーチンに制御権を経路指定す
る処理中に、モジュール DSN3RTR0 が ESTAE を確立
できません。呼び出し側 (RTM) は異常終了します。こ
れにより、もとのエラーはより高位のリカバリー・ルー
チンにリカバリー機能委任され、この異常終了が RTM
リカバリー環境で示されます。
これは、現行のアドレス・スペース (通常は接続アドレ
ス・スペース) のストレージが不足している場合に起こ
ることがあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3RTR0
システムの処置: 呼び出し側は異常終了します
(ABDUMP はとられません)。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 現行のアドレス・スペ
ース専用域の LSQA 部分での用法とフリー域を調べて
ください。 必要であれば、専用域のサイズを拡大して
ください。
問題判別:

SYSUDUMP が要求されます。
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00F3021F
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、4、 5。

00F30230

00F3021F

説明: DB2 から切り離されつつある接続アドレス・ス
ペースに対するユーザー出口がまだ存在していること
を、モジュール DSN3SSLM が検出しました。 これは
内部エラーです。

説明: DB2 サブシステムの初期設定時または終了時
に、SSVT が初期状態にセットされていないことを、モ
ジュール DSN3RS0X が検出しました。異常終了が出
て、SYS1.LOGREC データの記録と SVC ダンプが要求
されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3RS0X
システムの処置: 呼び出し側は異常終了しません。
SSVT は初期状態にリセットされます。 サブシステム
の初期設定または終了が続行されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SVC ダンプに、SSCVT および SSVT のイ
メージが入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30220
説明: DB2 サブシステムの初期設定時または終了時に
PRHB が初期状態にセットされていないことを、モジュ
ール DSN3RS0X が検出しました。 異常終了が出て、
SYS1.LOGREC データの記録と SVC ダンプが要求され
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3RS0X
システムの処置: 呼び出し側は異常終了しません。
PRHB は初期状態にリセットされます。 サブシステム
の初期設定または終了が続行されます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 関連の SYS1.LOGREC 項目および SVC ダ
ンプに、関連情報が入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSLM
システムの処置: 接続アドレス・スペースと DB2 サブ
システムとの間の接続は終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: DB2 と接続アドレス・スペースとの間の切
り離し処理の以前の部分は、完了していないか、または
エラーで終了しています。 SVC ダンプおよび関連する
SYS1.LOGREC 項目には、問題分析のための関連資料が
入っています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00F30310
説明: リカバリー管理プログラムから非ゼロ戻りコード
を受け取りました。これは、モジュール DSN3RIA0 (ア
プリケーションの未確定 UR 解決) およびモジュール
DSN3RIM0 (リソース・マネージャーの未確定 UR 解
決) によって出されます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3RIA0、DSN3RIM0
システムの処置: これは、DB2 エラーです。呼び出し
側は異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 関連の資料を集めてく
ださい。呼び出されたリカバリー管理プログラムのモジ
ュールおよび異常終了を出したモジュールを判別してく
ださい。
問題判別: 関連の SYS1.LOGREC 項目で、異常終了を
出したモジュールが示されています。リカバリー管理プ
ログラムの未確定解決出口トレースから、戻りコードを
調べてください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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00F30311
00F30311

00F30313

説明: 未確定解決 (RMRQ) 要求の処理中に、モジュー
ル DSN3RIM0 が ESTAE を確立できません。 これ
は、現行のアドレス・スペースのストレージが不十分な
場合に起こることがあります。この結果としておそら
く、DB2 サブシステムが異常終了します。

説明: CCB を割り振ることができません。 これは、
ストレージ・プールに使用可能なフリー・スペースがな
いときに起こります。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3RIM0
システムの処置: 呼び出し側は異常終了します
(ABDUMP はとられません)。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、必要に応じて DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 現行のアドレス・スペ
ース専用域のローカル・システム・キュー域 (LSQA) 部
分の用法、およびその中のフリー域を調べてください。
必要であれば、専用域のサイズを拡大してください。
問題判別: システム・プログラマーが LSQA 域を調べ
ることができるように、呼び出し側は SYS1.LOGREC
項目および SVC ダンプを出力しているはずです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システムの処置: CCB の獲得要求は処理されません。
アプリケーション・プログラムは、コード X'04E' およ
びこの理由コードによって異常終了します。
ユーザーの処置:
さい。

問題分析のためにダンプをとってくだ

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: これは、通常は先行のエラーが原因で起こる
ものであり、このエラーによって SYS1.LOGREC デー
タ・セットにデータが記録され、 SVC ダンプが要求さ
れています。 エラーの実際の原因を判別するために、
SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプを調べる必要が
あります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。

00F30312
説明: 未確定 UR 解決 (RARQ) 要求の処理中に、モジ
ュール DSN3RIA0 が ESTAE を確立できません。 これ
は、現行のアドレス・スペースのストレージが不十分な
場合に起こることがあります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3RIA0
システムの処置: 呼び出し側は異常終了します
(ABDUMP はとられません)。
オペレーターの応答:
てください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3RIB2

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 現行のアドレス・スペ
ース専用域のローカル・システム・キュー域 (LSQA) 部
分の用法、およびその中のフリー域を調べてください。
必要であれば、専用域のサイズを拡大してください。
問題判別: 呼び出し側は、SYS1.LOGREC 項目および
SVC ダンプを生成しているはずです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00F30400
説明: DB2 プログラムが、特定の SSI 機能コードが
SSI で検出されたとき重複要求を呼び出すように要求す
ると、この理由コードが戻されます。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースの中で示される可能性
があります。
システム・プログラマーの応答: 障害を報告しているア
プリケーション・プログラムによって作成された診断情
報があれば、それを集めてください。
問題判別: 診断で示された指示に従ってください。
00F30401
説明: DB2 プログラムが、特定の SSI 機能コードが
SSI で検出されたとき、もはや呼び出さないように要求
しましたが、呼び出すべき元の要求を表す制御ブロック
が使用中であるため、その時点では削除できない場合
に、この理由コードが戻されます。この要求は、制御ブ
ロックが使用中でなくなると、処理されます。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースの中で示される可能性
があります。
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システム・プログラマーの応答: 障害を報告しているア
プリケーション・プログラムによって作成された診断情
報があれば、それを集めてください。
問題判別:

診断で示された指示に従ってください。

00F30402
説明: DB2 プログラムが、特定の SSI 機能コードが
SSI で検出されたとき、もはや呼び出さないように要求
しましたが、呼び出すべき元の要求を表す制御ブロック
が見つからない場合に、この理由コードが戻されます。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースの中で示される可能性
があります。
システム・プログラマーの応答: 障害を報告しているア
プリケーション・プログラムによって作成された診断情
報があれば、それを集めてください。
問題判別:

診断で示された指示に従ってください。

00F30405
説明: システム・サービス・アドレス・スペースのジョ
ブ・ステップ・タスクが終了したために、モジュール
DSN3SSI1 によって、DB2 サブシステムが異常終了させ
られました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1
システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答: DB2 が終了した後で、DB2 を再
始動することができます。
システム・プログラマーの応答: 少なくとも 1 つの
SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が使用可
能なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、
問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
問題判別: これは通常は先行するエラーが原因で起こり
ます。また、先行のエラーが発生した時点で、
SYS1.LOGREC データ・セットに項目が記録され、
SVC ダンプが要求されているはずです。
SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプを調べ、エラー
の実際の原因を判別してください。 X'04F' および
X'04E' 異常終了完了コードについては、 5 ページの
『DB2 異常終了コード (X'04E' および X'04F')』を参照
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。

00F30406
説明: システム・サービス・アドレス・スペースがメモ
リーの終わり条件を強制されたために、モジュール
DSN3SSI1 によって、DB2 サブシステムが異常終了させ
られました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1
システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答: DB2 が終了した後で、DB2 を再
始動することができます。
システム・プログラマーの応答: 少なくとも 1 つの
SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が使用可
能なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、
問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: これは通常は先行するエラーが原因で起こり
ます。また、先行のエラーが発生した時点で、
SYS1.LOGREC データ・セットにデータが記録され、
SVC ダンプが要求されています。 SYS1.LOGREC 項目
および SVC ダンプを調べ、エラーの実際の原因を判別
してください。 X'04F' および X'04E' 異常終了完了コー
ドについては、 5 ページの『DB2 異常終了コード
(X'04E' および X'04F')』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00F30407
説明: リソース・マネージャー・アドレス・スペースの
中のジョブ・ステップ・タスクが終了したために、モジ
ュール DSN3SSI1 によって、DB2 サブシステムが異常
終了させられました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1
システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答: DB2 が終了した後で、DB2 を再
始動することができます。
システム・プログラマーの応答: 少なくとも 1 つの
SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が使用可
能なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、
問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: これは、通常は先行のエラーが原因で起こる
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00F30408
ものであり、このエラーによって SYS1.LOGREC デー
タ・セットにデータが記録され、 SVC ダンプが要求さ
れています。 SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプ
を調べ、エラーの実際の原因を判別してください。
X'04F' および X'04E' 異常終了完了コードについては、
5 ページの『DB2 異常終了コード (X'04E' および
X'04F')』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00F30408
説明: DB2 リソース・マネージャー・アドレス・スペ
ースがメモリーの終わり処理の最中であるために、
DB2 サブシステムが終了させられました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1
システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答:
きます。

DB2 は終了したあとで再始動で

システム・プログラマーの応答: 少なくとも 1 つの
SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が使用可
能なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、
問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: これは通常は先行するエラーが原因で起こり
ます。また、先行のエラーが発生した時点で、
SYS1.LOGREC データ・セットにデータが記録され、
SVC ダンプが要求されています。 SYS1.LOGREC 項目
および SVC ダンプを調べ、エラーの実際の原因を判別
してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、3、 5。
00F30409
説明: タスクの終わりまたは親元タスクの 1 つの終了
が行われていた接続タスクが、 DB2 完了必須機能の途
中であったか、あるいは DB2 ラッチをまだ保持してい
たため、 DB2 サブシステムがモジュール DSN3SSES
によって異常終了されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSES
システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。
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システム・プログラマーの応答: 少なくとも 1 つの
SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が使用可
能なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、
問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: これは、通常は先行のエラーが原因で起こる
ものであり、このエラーによって SYS1.LOGREC デー
タ・セットにデータが記録され、 SVC ダンプが要求さ
れています。 エラーの実際の原因を判別するために、
SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプを調べる必要が
あります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00F3040A
説明: タスクの終わりが行われていた接続アドレス・ス
ペース内の 1 つまたは複数のエージェントが、DB2 完
了必須機能の途中であったか、あるいは DB2 ラッチを
まだ保持していたため、 DB2 サブシステムがモジュー
ル DSN3SSI1 によって異常終了されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1
システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。
システム・プログラマーの応答: 少なくとも 1 つの
SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が使用可
能なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、
問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: これは、通常は先行のエラーが原因で起こる
ものであり、このエラーによって SYS1.LOGREC デー
タ・セットにデータが記録され、 SVC ダンプが要求さ
れています。 エラーの実際の原因を判別するために、
SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプを調べる必要が
あります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00F3040B
説明:

メッセージ DSN3001I を参照してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSTM
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00F3040C
システム・プログラマーの応答:
を参照してください。

メッセージ DSN3001I

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00F3040C
説明: エージェント・サービスの接続エージェント作成
機能から戻ったときに、 SSSS IEFSSREQ サービス・
エージェント (EB) が DB2 完了必須機能の途中であっ
たため、 DB2 サブシステムが異常終了されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI2
システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。
システム・プログラマーの応答: 少なくとも 1 つの
SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が使用可
能なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、
問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: これは、通常は先行のエラーが原因で起こる
ものであり、このエラーによって SYS1.LOGREC デー
タ・セットにデータが記録され、 SVC ダンプが要求さ
れています。 エラーの実際の原因を判別するために、
SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプを調べる必要が
あります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。

SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が使用可
能なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、
問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: これは、通常は先行のエラーが原因で起こる
ものであり、このエラーによって SYS1.LOGREC デー
タ・セットにデータが記録され、 SVC ダンプが要求さ
れています。 エラーの実際の原因を判別するために、
SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプを調べる必要が
あります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00F3040E
説明: IDENTIFY、COMMAND、または MVS HELP
サブシステム・インターフェース・ブロードキャストの
処理中にエラーが起こった後で、 DB2 サブシステムが
異常終了しました。リカバリー・ルーチン DSN3SSES
が終結処理をして呼び出し側にエラーを渡そうとしまし
たが、これを行うことができません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSES
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: DB2 サブシステムを再始動させ
てください。
システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
を走査して、DSN3SSES によって検出された初期エラー
およびその後の異常終了を調べてください。 ESTAE
DSN3SSES は、少なくとも 3 回確立されています。
ESTAE モジュール内で繰り返しエラーが起こると、最
終的には、サブシステムがこの理由コードで終了しま
す。

00F3040D
説明: エージェント・サービスの接続エージェント終了
機能から戻ったときに、 SSSS IEFSSREQ サービス・
エージェント (EB) が DB2 完了必須機能の途中であっ
たため、 DB2 サブシステムが異常終了しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSN3ID80

DSN3SSI2

DSN3SSES

システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。
システム・プログラマーの応答:

少なくとも 1 つの

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00F3040F
説明: 据え置きタスクの終わり (EOT) 終了処理にとっ
て重要な役割を果たす DB2 ラッチが、通常は接続アド
レス・スペース内にある MVS タスク・ディスパッチ可
能単位によって保持されていたために、 DB2 サブシス
テムが異常終了しました。この単位は、もはやディスパ
ッチのオブジェクトとなってはおらず、そのためラッチ
を解放することができなくなっています。
この DB2 終了理由コードは、次の CSECT によって出
されます。
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00F30410
DSN3SSES

DSN3SSI1

DSN3SSI2

システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。システム・プログラマーに通知
してください。
システム・プログラマーの応答: 少なくとも 1 つの
SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が使用可
能なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、
問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。

00F30411
説明: 接続アドレス・スペースに関するストレージの終
わり (EOM) 処理中にエージェントの異常終了が失敗し
たため、DB2 サブシステムが異常終了しました。この
ESTAE ルーチンの'ユーザー'は、接続された EOM ルー
チンの DSN3EOM0 でした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AAES
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 DB2 は、終了した後で、再始動させるこ
とができます。

問題判別: この問題は、通常は接続アドレス・スペース
と関連する先行のエラーが原因で、特に、その接続アド
レス・スペースが強制的にストレージの終わり (EOM)
状態にされている場合に起こります。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

コンソール出力を調べて、接続アドレス・スペースに関
連するエラーを捜す必要があります。

問題判別: リカバリー・ルーチン DSN3AAES が、
SYS1.LOGREC データ・セットにデータを記録し、SVC
ダンプを要求しています。 SYS1.LOGREC 項目および
SVC ダンプを調べて、エラーの原因を判別してくださ
い。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。

00F30410
説明: 完了必須ウィンドウにおいてタスクの終わり受信
モジュールが失敗したため、DB2 サブシステムが異常
終了しました。 タスクの終わり処理は、ESTAE が確立
されないうちは完了必須状態にあると見なされます。
この ESTAE ルーチンの 'ユーザー' は、接続されたタ
スクの終わり受信モジュール DSN3EOT0 でした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AAES
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: リカバリー・ルーチン DSN3AAES が、
SYS1.LOGREC データ・セットにデータを記録し、SVC
ダンプを要求しています。 SYS1.LOGREC 項目および
SVC ダンプを調べて、エラーの原因を判別してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。

00F30412
説明: 接続エージェントに関する未確定解決処理中にエ
ージェントの異常終了が失敗したため、DB2 サブシス
テムが異常終了しました。 この ESTAE ルーチンの 'ユ
ーザー' は、未確定 UR 解決 RMRQ ルーチンの
DSN3RIM0 でした。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AAES
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 DB2 は、終了した後で、再始動させるこ
とができます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: リカバリー・ルーチン DSN3AAES が、
SYS1.LOGREC データ・セットにデータを記録し、SVC
ダンプを要求しています。 SYS1.LOGREC 項目および
SVC ダンプを調べて、エラーの原因を判別してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
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る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00F30413
説明: エージェントの異常終了が失敗したため、DB2
サブシステムが異常終了しました。 ただし、このリカ
バリー・ルーチンは、その呼び出し側を判別できませ
ん。 呼び出し側は、DSN3EOT0、DSN3EOM0、または
DSN3RIM0 のうちいずれかのはずです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AAES
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: リカバリー・ルーチン DSN3AAES が
SYS1.LOGREC データ・セットにデータを記録し、SVC
ダンプを要求しています。 SYS1.LOGREC 項目および
SVC ダンプを調べて、エラーの原因を判別してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00F30414
説明: コマンド SSI 呼び出しの処理中にモジュール
DSN3SSI1 (またはその呼び出し側である DSN3CL0X)
が ESTAE を確立できなかったために、DB2 サブシス
テムが異常終了しました。 これらのモジュールは MVS
CONSOLE アドレス・スペースで実行されるので、これ
はおそらく MVS の問題です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。障害が再発生する場合には、独
立型ダンプを要求し、MVS を IPL し直してください。
システム・プログラマーの応答: これは、コマンドをブ
ロードキャストしている MVS システム・アドレス・ス
ペースのストレージが不十分な場合に、起こります。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: DB2 が、SYS1.LOGREC レコードを書き込
んだりダンプを要求したりすることはできません。

MVS CONSOLE 機能が、これらの診断援助を作成して
いるはずです。 ダンプを調べて、問題が MVS または
DB2 のどちらで起こっているかを判別してください。
MVS CONSOLE アドレス・スペースでほかに無関係の
障害が起こると、MVS の問題として示されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3。
00F30415
説明: EOM SSI ブロードキャストの処理中にモジュー
ル DSN3SSI1 (またはその呼び出し側である
DSN3CL0X) が ESTAE を確立することができなかった
ため、 DB2 サブシステムが異常終了しました。 これ
らのモジュールは MVS マスター・スケジューラーのア
ドレス・スペースで実行されるので、これはおそらく
MVS の問題です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。障害が再発する場合には、独立
型ダンプを要求し、MVS を IPL し直してください。
システム・プログラマーの応答: これは、MVS マスタ
ー・スケジューラーのアドレス・スペースの空き仮想記
憶域が不十分な場合に起こることがあります。 DB2 に
エラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関す
る情報については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference
の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: DB2 が、SYS1.LOGREC レコードを書き込
んだりダンプを要求したりすることはできません。
MVS マスター・スケジューラーがこれらの診断援助を
作成しているはずです。ダンプを調べて、問題が MVS
または DB2 のどちらで起こっているかを判別してくだ
さい。 MVS マスター・スケジューラーのアドレス・ス
ペースでほかに無関係な障害が起こると、MVS の問題
として示されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3。
00F30416
説明: 接続アドレス・スペースのための EOM の処理
中にモジュール DSN3EOM0 が ESTAE を確立できなか
ったため、DB2 サブシステムが異常終了しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3EOM0
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
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00F30417
させることができます。障害が再発生する場合には、独
立型ダンプを要求し、MVS を IPL し直してください。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSES

システム・プログラマーの応答: これは、EOM をブロ
ードキャストしている MVS マスター・スケジューラ
ー・アドレス・スペースの空き仮想記憶域が不十分な場
合に起こることがあります。 DB2 にエラーがあると思
われる場合、問題の識別と報告に関する情報について
は、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を
参照してください。

システムの処置:

問題判別: DB2 が、SYS1.LOGREC レコードを書き込
んだりダンプを要求したりすることはできません。
MVS マスター・スケジューラーがこれらの診断援助を
作成しているはずです。ダンプを調べて、問題が MVS
または DB2 のどちらで起こっているかを判別してくだ
さい。 MVS マスター・スケジューラーのアドレス・ス
ペースでほかに無関係な障害が起こると、MVS の問題
として示されます。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 3。
00F30417
説明: DB2 に対してサブシステム類似性を確立したタ
スクに関する最初のタスクの終わり (FEOT) 処理中に障
害が発生したため、DB2 サブシステムが異常終了しま
した。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSES
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答:
きます。

DB2 は終了したあとで再始動で

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: リカバリー・ルーチン DSN3SSES が、
SYS1.LOGREC データ・セットにデータを記録し、SVC
ダンプを要求しています。 SYS1.LOGREC 項目および
SVC ダンプを調べて、エラーの原因を判別してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00F30418
説明: DB2 に対してサブシステム類似性を確立したア
ドレス・スペースに関するメモリーの終わり (EOM) 処
理中に障害が発生したために、 DB2 サブシステムが異
常終了しました。
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DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: リカバリー・ルーチン DSN3SSES が、
SYS1.LOGREC データ・セットにデータを記録し、SVC
ダンプを要求しています。 SYS1.LOGREC 項目および
SVC ダンプを調べて、エラーの原因を判別してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00F30419
説明: 据え置きタスクの終わり (EOT) 終了処理にとっ
て重要な役割を果たす DB2 ラッチが、通常は接続アド
レス・スペース内にある MVS ディスパッチ可能単位に
よって保持されていたために、 DB2 サブシステムが異
常終了しました。この単位は、もはやディスパッチの対
象となってはおらず、そのためラッチを解放することが
できなくなっています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSN3SSES

DSN3SSI1

DSN3SSI2

システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答: DB2 は、終了した後で、再始動
させることができます。システム・プログラマーに通知
してください。
システム・プログラマーの応答: 少なくとも 1 つの
SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が使用可
能なはずです。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: この問題は、通常は接続アドレス・スペース
と関連する先行のエラーが原因で、特に、その接続アド
レス・スペースが強制的にストレージの終わり (EOM)
状態にされている場合に起こります。
コンソール出力を調べて、接続アドレス・スペースに関
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00F3041A
連するエラーを捜す必要があります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F3041A
説明: 据え置きタスクの終わり (EOT) 処理プログラム
が、ESTAE を確立できません。このエラーは、DB2 サ
ブシステムの始動時以外には発生しません。 おそら
く、LSQA スペースが不足しているために、ESTAE を
確立することができません。

00F3041C
説明: 接続アドレス・スペースに対する MEMTERM
要求が失敗したために、DB2 サブシステムが異常終了
しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1、DSN3SSES
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3EOTS

オペレーターの応答:
きます。

システムの処置:

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 障害が再発する場合に
は、システム・サービス・アドレス・スペースの専用域
のサイズを大きくしてください。

DB2 は終了したあとで再始動で

問題判別: SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC
項目が使用可能なはずです。

問題判別: リカバリー・ルーチン DSN3SSES が、
SYS1.LOGREC データ・セットにデータを記録し、SVC
ダンプを要求しています。 SYS1.LOGREC 項目および
SVC ダンプを調べ、エラーの原因を判別してくださ
い。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。

00F3041B

00F30420

説明: 据え置きタスクの終わり (EOT) 処理プログラム
が、異常終了したエージェントの ACE に関する AGNT
ブロックを突き止められません。 これはシステム・エ
ラーです。

説明: エージェントに関する据え置きタスクの終わり
(EOT) 処理中に、障害が発生しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3EOTS

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3EOTS

システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。

システムの処置:

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目および関連の SVC ダ
ンプが要求されています。異常終了時点でのレジスター
8 には、ACE ポインターが入っています。 ACE 内の
EB を指し示す AGNTEB フィールドをもつ AGNT ブ
ロックが、突き止められません。

システム・プログラマーの応答: 失敗したモジュールお
よびエラー時点のレジスターを判別してください。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報
告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の 第 2 部 を参照してください。
問題判別: SYS1.LOGREC 項目および関連の SVC ダ
ンプが要求されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
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00F30429
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

00F30429
説明: タスクの終わり (EOT) が行われていた DB2 サ
ブシステム・タスク (通常はサービス・タスク)、または
終了中のその親元タスクのうちの 1 つが、DB2 完了必
須機能の途中であったか、あるいは 1 つまたは複数の
DB2 ラッチをまだ保持しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1
システムの処置: DB2 サブシステムは終了し、SVC ダ
ンプがとられます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: 少なくとも 1 つの
SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC レコードが使
用可能なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場
合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: これは、通常は先行のエラーが原因で起こる
ものであり、このエラーによって SYS1.LOGREC にデ
ータが記録され、 SVC ダンプが要求されています。
エラーの実際の原因を判別するために、 SYS1.LOGREC
レコードおよび SVC ダンプを調べてください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2。
00F30450
説明: 識別 SSI 呼び出しの処理中に、CSECT
DSN3CL0X が ESTAE を確立できません。 これは、現
行のアドレス・スペースのストレージが不十分な場合に
起こります。

00F30451
説明: 識別 SSI 呼び出しの処理中に、CSECT
DSN3SSI1 が ESTAE を確立できません。これは、現行
のアドレス・スペースのストレージが不十分な場合に起
こります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1
システムの処置: 接続タスクは異常終了します
(ABDUMP はとられません)。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: ユーザーは識別要求を
再試行できます。ダンプが使用可能な場合には、仮想記
憶管理プログラムの制御ブロックを見直して、すべての
専用域が割り振られているかどうかを判別してくださ
い。必要であれば、接続アドレス・スペースの専用域サ
イズを大きくしてください。
問題判別: 接続タスクによってダンプが作成されるはず
です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30452
説明: 識別 SSI 呼び出しの処理中に、CSECT
DSN3ID30 が ESTAE を確立できません。これは、現行
のアドレス・スペースのストレージが不十分な場合に起
こります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ID30、DSN3SI30

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3CL0X

システムの処置: 接続タスクは異常終了します
(ABDUMP はとられません)。

システムの処置: 接続アドレス・スペースは異常終了し
ます (ABDUMP はとられません)。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーの応答: ユーザーは識別要求を
再試行できます。ダンプが使用可能な場合には、仮想記
憶管理プログラムの制御ブロックを見直して、すべての
専用域が割り振られているかどうかを判別してくださ
い。必要であれば、接続アドレス・スペースの専用域サ
イズを大きくしてください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ユーザーは識別要求を
再試行できます。ダンプが使用可能な場合には、仮想記
憶管理プログラムの制御ブロックを見直して、すべての
専用域が割り振られているかどうかを判別してくださ
い。必要であれば、接続アドレス・スペースの専用域サ
イズを大きくしてください。
問題判別:
です。

接続タスクによってダンプが作成されるはず

問題判別: 接続タスクによってダンプが作成されるはず
です。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
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00F30453
00F30453

00F30455

説明: FEOT、 EOM、 HELP、 COMMAND、および
IDENTIFY 以外の SSI 呼び出しの処理中に、 CSECT
DSN3SSI1 が ESTAE を確立できません。これは、現行
のアドレス・スペースのストレージが不十分な場合に起
こります。

説明: 識別終了要求の処理中に、CSECT DSN3ID80 が
ESTAE を確立できません。 これは、現行のアドレス・
スペースのストレージが不十分な場合に起こります。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1
システムの処置: 接続タスクは異常終了します
(ABDUMP はとられません)。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ユーザーは、要求を再
試行できます。ダンプが使用可能な場合には、仮想記憶
管理プログラムの制御ブロックを見直して、すべての専
用域が割り振られているかどうかを判別してください。
必要であれば、接続アドレス・スペースの専用域サイズ
を大きくしてください。
問題判別:
です。

接続タスクによってダンプが作成されるはず

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30454
説明: モジュール DSN3SSI1 の再試行ルーチンが、SSI
呼び出し処理中にエラーを検出したあとでメインライ
ン・コードに戻ろうとしていたときに、未知の再試行点
を検出しました。 これは DB2 サブシステムのエラー
です。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ID80
システムの処置: 接続タスクは異常終了します
(ABDUMP はとられません)。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ユーザーは、要求を再
試行できます。ダンプが使用可能な場合には、仮想記憶
管理プログラムの制御ブロックを見直して、すべての専
用域が割り振られているかどうかを判別してください。
必要であれば、接続アドレス・スペースの専用域サイズ
を大きくしてください。
問題判別:
です。

接続タスクによってダンプが作成されるはず

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30456
説明: CSECT DSN3TM00 がその呼び出し側を識別で
きません。 サポートされる呼び出し側は、 EOT、
EOM、 RIUR、および CNCL だけです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3TM00
システムの処置: 呼び出し側タスクは異常終了します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SSI1

オペレーターの応答:
てください。

システムの処置:

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

接続タスクは異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ユーザーは、関連の
SSI 呼び出しを再試行できます。 DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: リカバリー・ルーチン DSN3SSES が、
SYS1.LOGREC データ・セットにデータを記録し、SVC
ダンプを要求しています。 SYS1.LOGREC 項目および
SVC ダンプを調べて、エラーの原因を判別してくださ
い。

システム・プログラマーに通知し

問題判別: 呼び出し側のリカバリー・ルーチンが
SYS1.LOGREC データ・セットに記録を行い、 SVC ダ
ンプを要求しています。トレース項目に記録されたモジ
ュール DSN3TM00 の呼び出し側のパラメーター・リス
トを調べてエラーの原因を判別し、必要であれば、新し
い呼び出し側サポートを DSN3TM00 に追加してくださ
い。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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00F30457
00F30457

00F30459

説明: 追加終了要求 (DSNARARQ) の後でエージェン
ト終了が行われていないことを、 CSECT DSN3TM00
が検出しました。

説明: 接続 TCB と関連している DB2 接続を終了させ
ることができません。次のいずれかの理由で、接続を終
了させるための RARQ 要求を出すことができません。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3TM00

v フィールド ACERAL 内のリソース・アクセス・リス
ト (RAL) アドレスがゼロであったか、あるいは

システムの処置: 呼び出し側は異常終了します。多くの
場合、呼び出し側は最終的には DB2 サブシステムを異
常終了させます。

v RAL 内の SSAM 機能ベクトル・リスト (FVL) アド
レスがゼロであった。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 呼び出し側のリカバリー・ルーチンが
SYS1.LOGREC データ・セットに記録を行い、SVC ダ
ンプを要求しています。このエラーは、サブシステム・
サポート・サブコンポーネントの終了ルーチン (つま
り、 DSN3ID80、 DSN3SI80、および DSN3CT80、ある
いはそのいずれか) に問題がある可能性があることを示
しています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30458
説明: ユーザー出口モジュール DSN3@ATH または
DSN3@SGN が、AMODE(31) 属性でリンク・エディッ
トされていないため、DB2 サブシステムが異常終了し
ました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3TM00
システムの処置: DB2 サブシステムは、理由コード
X'00F30420' で異常終了します。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: 問題の識別および報告
については、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第
2 部を参照してください。
問題判別: これは、DB2 の内部エラーです。 1525 ペ
ージの『付録 B. 問題判別』にリストされている次の診
断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30460
説明: WLM によって設定されたストアード・プロシー
ジャーのアドレス・スペースでアプリケーションが実行
されており、 RRSAF 以外の DB2 接続のタイプを使用
して DB2 に接続しようとしています。
システムの処置: アプリケーションは異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AMI1

プログラマーの応答: アプリケーションを変更、再リン
ク、および再実行してください。

システムの処置:

システム・プログラマーの応答: MVS VARY
WLM,APPLENV=name,REFRESH コマンドを使用して、
ストレージ内のロード・モジュールを更新してくださ
い。

サブシステムの始動は終了します。

オペレーターの応答: DSN3@ATH または DSN3@SGN
あるいはその両方のリンク・エディット属性が、
AMODE(31) RMODE(ANY) に変更された後で、 DB2
を再始動させることができます。
システム・プログラマーの応答: 属性として
AMODE(31) RMODE(ANY) を指定して、ユーザー出口
モジュールをリンク・エディットしてください。
問題判別: ユーザー出口モジュールのリンク・エディッ
ト属性を指定している JCL を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、 4。
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問題判別: DB2 呼び出し接続機能言語インターフェー
ス・モジュール DSNALI でストアード・プロシージャ
ーをリンク・エディットしたか、そのモジュールをロー
ドしたことが問題である場合があります。 WLM によ
って設定されたアドレス・スペースで実行されるストア
ード・プロシージャーは、RRS 接続機能の言語インタ
ーフェース・モジュール DSNRLI でリンク・エディッ
トするか、このモジュールをロードしなければなりませ
ん。
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00F30461 • 00F30503
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ID30
00F30461
説明: DB2 または OS/390 RRS 内のいずれかで起こっ
た内部エラーのため、 OS/390 RRS に接続した状態で
DB2 を再始動することができませんでした。
システムの処置: DB2 は RRS に接続されず、その接
続に従属するサービスはすべて使用不能です。これは、
アプリケーションが RRSAF を使用して DB2 に接続し
ておらず、 DB2 が OS/390 RRS に接続した状態で再
始動しない限り、 WLM によって設定されたアドレ
ス・スペースが DB2 ストアード・プロシージャーに使
用されないことを意味しています。
オペレーターの応答:
てください。

了を出しているモジュールが、記述子名 (これは、接続
タイプと要求タイプを示す標識とが連結されたもの) ま
たは記述子の構成中にエラーを起こしたか、あるいは
DSN3DIR1 ディレクトリーの中の情報が誤っているか
の、いずれかです。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30502
説明: 識別またはサインオン要求中に、エージェント・
サービスの接続エージェント作成機能からゼロ以外の戻
りコードを受け取りました。 これは、このレベルの能
力では起こってはならない割り振りエラーを示していま
す。

システム・プログラマーに通知し

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ID50、DSN3SI30

システム・プログラマーの応答: OS/390 RRS を終了し
てから始動してください。 DB2 を終了してから始動し
てください。 問題が解決しない場合は、OS/390 RRS
コールド・スタートを実行してください。 問題の識別
および報告については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

システムの処置: 要求側は異常終了し、要求は処理され
ません。

問題判別:
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3RRSR、DSN3RRRS
00F30501
説明: DSN3DIR1 ディレクトリーから記述子を読み取
ろうとしていたときに、 DB2 のシステム・パラメータ
ー管理プログラム (SPM) サブコンポーネントからゼロ
以外の戻りコードが戻されました。この記述子は、アク
ティブなサインオンまたはスレッド作成処理を完了させ
るために必要なものです。これは重大なエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3CT30、DSN3SI30
システムの処置: 要求側は異常終了し、要求は処理され
ません。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別:

SVC ダンプが使用可能なはずです。異常終

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: SVC ダンプおよび関連の SYS1.LOGREC
が使用可能なはずです。 DB2 トレース表を調べて、エ
ラー表示を出したリソース・マネージャーを判別してく
ださい。 また、該当のプロトコルに関する DSN3DIR1
項目を調べて、割り振りに関して指定されているのが
SSAM だけであることを確認してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30503
説明: DSNZPARM のメンバー DSN6SYSP が抜けてい
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AMI1
システムの処置: DB2 の始動は終了します。
システム・プログラマーの応答: DB2 インストレーシ
ョン・ガイド の第 2 部の DSNZPARM のコーディン
グ手順を参照してください。
問題判別: DSNZPARM ロード・モジュールの
DSN6SYSP CSECT が抜けています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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00F30571
アクセス・リスト・エレメント (RALE) の値が含まれて
います。

00F30571
説明: すでに非アクティブなプログラム要求ハンドラー
(PRH) を DB2 プログラムが UNSPECIFY しようとす
ると、この理由コードが戻されます。 指定された PRH
は非アクティブです。この理由コードは、単に補足情報
を示すものにすぎません。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30574

この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。

説明: DSN3SPRH の呼び出し側が、無効な要求修飾子
(QUAL) 値を指定しました。このルーチンは、プログラ
ム要求ハンドラー (PRH) に制御を経路指定するルーチ
ンです。

00F30572

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SPRX

説明: DB2 プログラムがプログラム要求ハンドラー
(PRH) を SPECIFY しようとしたとき、すでにアクティ
ブなハンドラーが存在していると、この理由コードが戻
されます。新しい指定は、古い指定の上にオーバーレイ
されます。
この理由コードは通常、ユーザーまたはオペレーターに
は見えませんが、 DB2 トレースでは表示されることが
あります。
この DB2 理由コードは、次の CSECT によって出され
ます。 DSN3SPRX
システムの処置:
えられます。

古い指定が新しい指定によって置き換

00F30573
説明: DSN3SPRH の呼び出し側が、リソース・アクセ
ス・リストの項目 (RALE) として無効な値を指定しまし
た。 RALE が、アプリケーション・プログラム・サポ
ート CALL ルーチンによってサポートされる値の範囲
を超えています。 (アプリケーション・プログラム・サ
ポート CALL ルーチンは、プログラム要求ハンドラー
に制御を経路指定します。)

システムの処置: 要求側は異常終了し、要求は処理され
ません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DB2 リソース・マネージャーにより、SVC
ダンプおよび SYS1.LOGREC 項目が作成されます。異
常終了に入った時点のレジスター 2 には、渡された
QUAL の値が含まれています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30580
説明: '作業解放' 通知中に出された、EOM、最初の
EOT、または識別 SSI 呼び出しに関する DSN3CONN
要求により、ゼロ以外の戻りコードが戻されました (メ
ッセージ DSN3580I を参照してください)。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3SPRX

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AMI2

システムの処置:
ません。

システムの処置:

要求側は異常終了し、要求は処理され

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: DB2 サービスにより、SVC ダンプおよび関
連の SYS1.LOGREC 項目が作成されます。異常終了に
入った時点のレジスター 2 には、渡されたリソース・
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要求側は異常終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 元の戻りコードおよび理由コードが、
DSN3AMI2 によって出された DSN3580I メッセージで
示されています。 なんらかの DB2 リソース・マネー
ジャーにより、SVC ダンプおよび関連の
SYS1.LOGREC 項目が作成されます。
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00F30581
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30598

00F30581
説明: CSECT DSN3AMI2 が、メッセージ・バッファ
ーから未知のタイプの通知メッセージを検出しました。
これは DB2 サブシステムのエラーです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AMI2
システムの処置: 異常終了が出され、始動 / シャット
ダウン ESTAE が SYS1.LOGREC 項目を作成して、
SVC ダンプをとります。

説明: 識別要求に関して、プロトコル違反が検出されま
した。 アクティブな調整プログラムの KEY とは異な
る PSW キーで、識別時に非調整プログラム識別要求が
要求されました。 これは、調整プログラムが DB2 に
対してそれ自体を識別した場合に限って起こります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ID30
システムの処置:
されません。

接続タスクは異常終了し、要求は処理

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
および SVC ダンプを調べてください。 DB2 にエラー
があると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報
については、DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第
2 部 を参照してください。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

問題判別: 作成された SVC ダンプに、問題分析のため
の関連資料が含まれています。 これらのバッファー
は、DSN3CL0X によって設定されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30597
説明: 識別要求に関して、プロトコル違反が検出されま
した。 アクティブな調整プログラムのサブタスク以外
のタスクから、非調整プログラム識別要求が要求されま
した。 これは、TCB 階層に従わなくてはならないプロ
トコル (SASS) だけについて、しかも、調整プログラム
が DB2 に対してそのプログラム自体をすでに認識して
いた場合に限って起こります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3ID30
システムの処置:
されません。

接続タスクは異常終了し、要求は処理

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 接続アドレス・スペースによって SVC ダン
プが作成されることがあります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい

問題判別: 接続アドレス・スペースによって SVC ダン
プが作成されることがあります。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30599
説明: サブシステム・サポート・サブコンポーネント
(SSAM) の接続ストレージ機能が、すべての従属 AGNT
ブロックが除去される前に、一連のアクティブな AGNT
ブロック (接続された接続調整プログラム・タスクを表
す) から、 AGNT ブロックを除去しようとしました。
この AGNT ブロックは、通常、SSAM 終了処理の間、
または調整プログラム・タスクに対する EOT 処理の間
にのみ取り除かれます。ただし、このような場合、従属
ブロックは逆方向に終了するので、これが起こるようで
あれば状況は重大です。このメッセージは、おそらく、
サブシステム・サポート・サブコンポーネントの接続ス
トレージ機能 (SSAM) の論理エラーを表しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3UNCH
システムの処置: 要求側の SSAM モジュールは異常終
了します。エラーに関連する接続名は、おそらく、DB2
が終了してから再始動されるまで、 DB2 との通信を続
けることができません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。必要であれば、DB2 を停止してから再始
動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
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00F30601
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知
し、必要であれば DB2 を再始動させてください。

問題判別: これは、通常、先行するエラーが原因で起こ
るものであり、このエラーによって SYS1.LOGREC 項
目が作成され、SVC ダンプが要求されています。
SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプを調べ、エラー
の実際の原因を判別してください。

システム・プログラマーの応答: 必要であれば、失敗し
たアドレス・スペースの専用域サイズを増やしてくださ
い。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

問題判別: 初期設定プロシージャー (IP) サブコンポー
ネントのジョブ・ステップ・タスクによって、 SVC ダ
ンプおよび関連の SYS1.LOGREC 項目が要求されてい
ます。

00F30601

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: 非同期イベントが起こったために、スレッドが途
中で終了しました。 スレッドはリカバリーすることが
できません。
非同期イベントが何であるかを示す、この接続ユーザー
に関する他の異常終了またはメッセージがあるかもしれ
ません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSN3ID30

DSN3RIA0

DSN3RIM0

システムの処置: 接続ユーザーは、コード X'04E' およ
びこの理由コードで異常終了します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: SYS1.LOGREC 項目
に関連した SVC ダンプ、および SYSLOG が使用可能
なはずです。 DB2 にエラーがあると思われる場合、問
題の識別と報告に関する情報については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部 を参照して
ください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、2、
5。
00F30610

00F30801
説明: モジュール DSNAPRHX によって、DB2 サブシ
ステムが異常終了させられました。 DSNAPRHX が呼
び出され、要求が DB2 サブシステムに渡されました。
しかし、戻ったときに、要求側 (呼び出し側) TCB が
DB2 完了必須機能の途中であったか、あるいは DB2 ラ
ッチをまだ保持していたことが検出されました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNAPRHX
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
MVS SVC ダンプが要求されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
た上で、DB2 を再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: これは、通常、先行するエラーが原因で起こ
るものであり、このエラーによって SYS1.LOGREC 項
目が作成され、SVC ダンプが要求されています。
SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプを調べ、エラー
の実際の原因を判別してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

説明: '作業停止強制の終了' 通知の処理中に、CSECT
DSN3AMT3 が ESTAE を確立できません。これは、現
行のアドレス・スペース (通常はシステム・サービス)
のストレージが不足している場合に起こることがありま
す。これにより、DB2 が異常終了することがありま
す。

説明: 要求された機能からの戻りパス (通常の非エラ
ー・パス) で、 FRBUDATA フラグがオンになっていた
ことが、 CSECT DSNAPRHX によって検出されまし
た。これは DB2 サブシステムのエラーです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3AMT3

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNAPRHX

システムの処置: 呼び出し側は異常終了します
(ABDUMP はとられません)。

システムの処置: 要求側のタスクは、要求された機能に
よってセットされた、 FRB 戻りコードおよび理由コー
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00F30802
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00F30803
ドを受け取ります。タスクは異常終了しません。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。

00F30901
説明: 接続相手が許可索引を解放したために、DB2は、
接続アドレス・スペースに対する仮想記憶域間権限を失
いました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。

問題判別: エラーの実際の原因を判別するために、
SYS1.LOGREC 項目および SVC ダンプを調べてくださ
い。

システムの処置: 接続アドレス・スペースは終了しま
す。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

00F30803
説明: アプリケーション・プログラム・サポート呼び出
しの処理中に、CSECT DSNAPRHX が ESTAE を確立
できません。 これは、現行のアドレス・スペースのス
トレージが不十分な場合に起こります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNAPRHX
システムの処置: 接続タスクは異常終了します
(ABDUMP はとられません)。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: ユーザーは、要求を再
試行できます。必要であれば、アプリケーション・アド
レス・スペースの専用域サイズを大きくしてください。
問題判別: 接続タスクが SVC ダンプを要求しているか
もしれません。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F30805
説明: DB2 サブシステムが終了していたか、あるいは
異常終了処理の途中であったため、呼び出し側と DB2
との接続が終了しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNAPRHX
システムの処置: 要求は、処理されている場合と、打ち
切られている場合とがあります。
ユーザーの処置: DB2 が再び操作可能になったとき
に、要求側は DB2 に対して識別することができます。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、5。

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00F30902
説明: 接続アドレス・スペースにあるタスクについてタ
スクの終わり (EOT) を処理しているときに、DB2 が再
帰的異常終了状態を検出しました。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
システムの処置: 接続アドレス・スペースは終了しま
す。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00F30903
説明: 制御アドレス・スペースまたはリソース・マネー
ジャー・アドレス・スペースについてタスクの終わり
(EOT) を処理していたときに、異常終了が起こりまし
た。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
システムの処置: このアドレス・スペースは、この理由
コードにより強制的にメモリーの終わり (EOM) になり
ます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
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00F30904
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
00F30904
説明: 制御アドレス・スペースまたはリソース・マネー
ジャー・アドレス・スペースに関するタスクの終わり
(EOT) が発生しましたが、DB2 がその処理を保護する
ための ESTAE を確立することができません。ストレー
ジの不足が、ESTAE が確立できない理由である可能性
があります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3SSI1
システムの処置: このアドレス・スペースは、この理由
コードにより強制的にストレージの終わり (EOM) にな
ります。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
問題判別: 1 つまたは複数の DB2 アドレス・スペース
にストレージの制約があるかどうか判別してください。
この条件が発生する前の時点のコンソール出力を調べる
と、終了されたアドレス・スペースにストレージの制約
があることを示す、他のメッセージまたは表示が見つか
ることがあるかもしれません。
00F30905
説明: 接続アドレス・スペースのジョブ・ステップ・タ
スクについてタスクの終わり (EOT) が発生しました。
DB2 は、通常、DB2 に対するアドレス・スペースの接
続を終了しようとしますが、 ESTAE を確立してその処
理を保護することができません。ストレージの不足が、
ESTAE が確立できない理由である可能性があります。
この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3SSI1
システムの処置: このアドレス・スペースは、この理由
コードにより強制的にメモリーの終わり (EOM) になり
ます。
オペレーターの応答:
てください。
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システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、5。
問題判別: 1 つまたは複数の接続アドレス・スペースに
ストレージの制約があるかどうかを判別してください。
この条件が発生する前の時点のコンソール出力を調べる
と、終了された接続アドレス・スペースにストレージの
制約があることを示す他のメッセージまたは表示が見つ
かることがあります。
00F33100
説明:

DB2 スレッドは '読み取り専用' です。

この理由コードは、次の CSECT によって出されます。
DSN3PR00
システムの処置: アプリケーション・プログラムにより
発行された PREPARE が、フェーズ 1 で処理されまし
た。修正されたリソースはなく、引き続いて、COMMIT
または ABORT を発行する必要のないことを、 DB2 が
検出しました。
ユーザーの処置: 通常は PREPARE の後に出される
COMMIT または ABORT が、出されないことによっ
て、経路の長さが節約できるかもしれません。リカバリ
ー単位を完了するためにさらに処置を行う必要はありま
せん。リカバリー単位は完了しています。
00F3AFFF
説明: RACROUTE REQUEST=VERIFY マクロ・サー
ビスからリカバリー不能なエラー戻りコードが受信され
ました。この戻りコードは、0、4、または 8 以外でし
た。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN3@SGN
システムの処置: SIGNON 要求は異常終了します。
DB2 機能リカバリーによって、SVC ダンプが要求され
ます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: この理由コードによる異常終了は、サンプル
SIGNON 出口が、ご使用のシステムでインプリメンテー
ションされた後に、この出口によって出されます。この
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理由コードは、RACROUTE REQUEST=VERIFY マク
ロ・サービスで、リカバリー不能なエラーが発生したこ
とを示しています。
異常終了時点の GPR 2 には、GPR 15 からの元の
RACROUTE 戻りコードが収められます。 GPR 0 内に
RACROUTE マクロ・サービスによって戻された理由コ
ードが存在する場合には、その理由コードが異常終了時
点の GPR 3 に収められます。
RACROUTE の戻りコードと理由コードについては、
「Recource Access Control Facility (RACF) System
ProgrammerS」を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
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第 56 章 X’F7......’ コード
00F70001
説明: DB2 は、システム・パラメーター CSECT
DSN6GRP を見つけることができませんでした。
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: システム・パラメーター・ロー
ド・モジュールを訂正して、DB2 を再始動してくださ
い。 問題が生じる場合は、システム・プログラマーに
連絡してください。
システム・プログラマーの応答: システム・パラメータ
ーのロード・モジュールを調べてください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

オペレーターの応答: 始動に失敗した DB2 に指定され
ているサブシステム・パラメーターのロード・モジュー
ル名が正しいことを確認してください。 正しいサブシ
ステム・パラメーター名を指定して DB2 を再始動して
ください。
システム・プログラマーの応答: DB2 サブシステムに
指定されているサブシステム・パラメーター名が正しい
ものであり、別のメンバーまたはグループのためのもの
でないことを確認してください。 データ共用グループ
のメンバーの間では、サブシステム・パラメーターを共
用することはできません。 サブシステム・パラメータ
ーに指定されているグループ名とメンバー名が、DB2
ssnmMSTR JCL 始動プロシージャーにあるグループ名
およびメンバー名と同じであることを確認してくださ
い。

このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7SINI

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

00F70002

このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7SINI

説明: DB2 データ共用が要求されましたが、MVS が
要求レベルにはありませんでした。 MVS バージョン 5
リリース 1.0 またはそれ以降のリリースを使用してくだ
さい。
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: MVS バージョン 5 リリース 1.0
またはそれ以降のリリースを使用するシステム上で
DB2 を再始動してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7SINI
00F70003
説明: DB2 サブシステム・パラメーターは、データ共
用がアクティブになるように指定しました。 DB2 始動
検査が失敗したのは、以下の 2 つの理由のいずれかの
ためです。
v サブシステム・パラメーターにあるグループ名とメン
バー名が、 DB2 ssnmMSTR JCL 始動プロシージャ
ーにあるグループ名およびメンバー名と同じでない
v DB2 メンバーがすでに別の MVS システム上でアク
ティブである
システムの処置:

DB2 は終了します。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

00F70401
説明: DB2 は、システム・パラメーター CSECT
DSN6GRP を見つけることができませんでした。
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・パラメーター・ロー
ド・モジュールを訂正して、DB2 を再始動してくださ
い。 問題が生じる場合は、システム・プログラマーに
連絡してください。
システム・プログラマーの応答: システム・パラメータ
ーのロード・モジュールを調べてください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7GINI
00F70402
説明: DB2 は、グループ基本サービス機能のサービ
ス・タスクを作成できませんでした。
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
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00F70403
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7GCTK

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN7GJON、DSN7GRMA
00F70406

00F70403
説明: DB2 は、システム・パラメーター CSECT
DSN6SPRM を見つけることができませんでした。
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: システム・パラメーター・ロー
ド・モジュールを訂正して、DB2 を再始動してくださ
い。 問題が生じる場合は、システム・プログラマーに
連絡してください。
システム・プログラマーの応答: システム・パラメータ
ーのロード・モジュールを調べてください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

説明: DB2 は XCF マクロ IXCQUERY を出しました
が、失敗しました。 (XCF は MVS のシステム間結合
機構コンポーネントです。）
システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

オペレーターの応答: XCF 関連のエラー・メッセージ
の MVS コンソールを確認してください。 MVS
DISPLAY XCF,GROUP コマンドを実行して、XCF が機
能することを確かめてください。その後、DB2 サブシ
ステムを再始動します。問題が生じる場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 予期しないエラーの原
因を調べてください。 XCF 戻りコードと理由コードに
ついては、MVS/ESA プログラミング: シスプレックス・
サービス 解説書 を参照してください。

このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7GCHK

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。

00F70404

このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7GJON

説明: DB2 は、SCA メンバー情報レコードをオープン
できませんでした。
システムの処置: DB2 は終了します。

00F70407

オペレーターの応答: CF SCA 構造が割り当てられて
いるかどうかを確認してください。 DB2 を再始動して
ください。問題が再び生じる場合、システム・プログラ
マーに通知してください。

説明: これは DB2 の内部エラーです。 メンバー名と
メンバー ID が、BSDS、XCF 機能データ・セット、ま
たは SCA 構造で一致していません。

システム・プログラマーの応答: 正しいポリシーがアク
ティブになっているかを確認してください。

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7GCHK
00F70405
説明: 共有連絡域 (SCA) から読み取り中、または書き
込み中に DB2 に予期しないエラーが生じました。
システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SYS1.LOGREC 項目が作成され、SVC ダン
プが要求されます。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
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システムの処置:

DB2 サブシステムは終了します。

このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7GJON
00F70408
説明: DB2 が MVS XCF IXCJOIN 要求を出しました
が、失敗しました。 (XCF は MVS のシステム間結合
機構コンポーネントです。）
システムの処置: DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: XCF 関連のエラー・メッセージ
の MVS コンソールを確認してください。 MVS
DISPLAY XCF,GROUP コマンドを実行して、XCF が機
能することを確かめてください。その後、DB2 サブシ
ステムを再始動します。問題が生じる場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
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00F70409
システム・プログラマーの応答: 予期しないエラーの原
因を調べてください。 XCF 戻りコードと理由コードに
ついては、MVS/ESA プログラミング: シスプレックス・
サービス 解説書 を参照してください。
問題判別: DB2 にエラーがあると思われる場合、問題
の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis
Guide and Reference の 第 2 部 を参照してください。
このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7GJON
00F70409
説明: ローカル・ブートストラップ・データ・セット
(BSDS) からの読み取り、または書き込みを行っている
ときに、DB2 に予期しないエラーが生じました。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN7GJON
00F70600
説明: 共用連絡域 (SCA) へ接続ができません。
システムの処置: DB2 データ共用は、SCA がないと機
能しないため、 DB2 が終了しました。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: この中央演算処理装置
複合システム (CPC) への SCA リンクが失われた理由
を調べ、その問題を訂正してください。そして、DB2
を再始動します。

システムの処置: この要求を出した実行単位は、異常終
了します。 SYS1.LOGREC 項目が作成され、SVC ダン
プが要求されます。

問題判別: SCA の再構築が生じることを指定するアク
ティブな SFM がある場合、問題の識別および報告に関
する詳細については、 DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 2 部を参照してください。

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

このコードは、次の CSECT によって出されます。
DSN7LST3

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN7GJON

00F70601

00F7040A
説明: DB2 サービス・タスクの削除中に DB2 は予期
しないエラーを検出しました。
システムの処置:

DB2 は終了します。

システム・プログラマーの応答: 問題を調べて、IBM
サポート・センターに連絡してください。

説明: 共用連絡域 (SCA) 構造に障害が発生しました。
DB2 が構造の動的再構築を開始しました。 しかし、再
構築処理が失敗し、DB2 は SCA なしでは続行できま
せん。
システムの処置: DB2 は終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: SCA 構造を訂正し、
DB2 を再始動してください。 グループ内のすべての
DB2 がこのコードで終了する場合、次の DB2 再始動
は、グループの再始動になることがあります。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN7GTRM

問題判別: このコードは、次の CSECT によって出さ
れています。 DSN7LST2、DSN7LST3

00F70410

00F70602

説明: IRLM ロッキング中に DB2 は予期しないエラー
を検出しました。

説明: DB2 は、共用連絡域 (SCA) 結合機構構造体に接
続できません。

システムの処置: DB2 は終了します。

システムの処置: DB2 データ共用は SCA なしでは機
能しないため、 DB2 は終了します。

システム・プログラマーの応答:
い。

問題を調べてくださ

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
セージ DSN7506I を参照してください。
問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
第 56 章 DB2 コード
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00F70603
によって出されています。 DSN7LSTK、DSN7LST2

00F70606

00F70603

説明: DB2 は予期しないエラーを検出しました。 これ
は、DB2 の内部エラーです。

説明: DB2 が、共用連絡域 (SCA) 結合機構構造体にア
クセスするときにエラーが生じました。

システムの処置:

DB2 は終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システムの処置: DB2 データ共用は SCA なしでは機
能しないため、 DB2 は終了します。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
セージ DSN7508I を参照してください。
問題判別:
れます。
DSN7LRE1

このコードは、次の CSECT によって出さ

DSN7LRO1

DSN7LWR1

DSN7LDE1

システム・プログラマーの応答: 問題を調べてくださ
い。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。この異常終了理由コードは、次の CSECT によ
って出されます。 DSN7LSUS、DSN7LEST。
00F70607

00F70604

説明: DB2 は、共用連絡域 (SCA) 結合機構構造体がデ
ィレクトリー項目の限度である 200 に達したことを検
出しました。

説明: DB2 は、共用連絡域 (SCA) 結合機構構造体を再
構築できません。

システムの処置: DB2 データ共用は、SCA がないと機
能しないため、 DB2 が終了しました。

システムの処置: DB2 データ共用は SCA なしでは機
能しないため、 DB2 は終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 問題を調べてくださ
い。

システム・プログラマーの応答: 詳細については、メッ
セージ DSN7506A と DSN7508I を参照してください。

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。

問題判別: この異常終了理由コードは、次の CSECT
によって出されます。 DSN7LSTK

システム・プログラマーに通知してく

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN7LOP1

00F70605
説明: DB2 は、必要なサービス・タスクを作成できま
せん。 これは、DB2 の内部エラーです。
システムの処置: DB2 は終了します。
ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。
システム・プログラマーの応答:
い。

問題を調べてくださ

問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN7LCTK
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00F70608
説明: DB2 は予期しないエラーを検出しました。 これ
は、DB2 の内部エラーです。
システムの処置:

DB2 は終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: 問題を調べてくださ
い。
問題判別: 問題の識別および報告については、 DB2
Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を参照してく
ださい。この異常終了理由コードは、次の CSECT によ
って出されます。DSN7LOP1、DSN7LUTL
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00F70609
00F70609
説明:

SCA がフルです。

システムの処置: SCA 項目に書き込まずに重要な役割
を果たす機能を実行することはできないので、 SCA 内
の項目に書き込んでいた DB2 は終了します。
システム・プログラマーの応答: SCA のシナリオ・セ
クションの処置の説明については、 DB2 データ共用:
計画および管理 を参照してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている、次の診断項目を集めてください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN7LWRI
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第 57 章 X’F9......’ コード
以下の異常終了状態のすべてについて、SYS1.LOGREC データ・セットへの記録が要求されます。 SDWA
可変記録域 (VRA) には、DSNWRCRD 機能によって提供される情報が含まれています。VRA スペースに
余裕があれば、診断データ表の記録可能なセクション (DDT 制御ブロック) も VRA 内に収められます。
DB2 にエラーがあると思われる場合、問題の識別と報告に関する情報については、 DB2 Diagnosis Guide
and Reference の第 2 部 を参照してください。
すべての汎用コマンド・プロセッサー・モジュールが、レジスター 10 を基底レジスターとして使用してい
ます。レジスター値をモジュール・マップと突き合わせる場合には、これが役に立ちます。
00F90000
説明: 呼び出し側のアドレス・スペースのローカル・ロ
ックが保持されているときに、アプリケーション・プロ
グラム・サポート機能を介してコマンド処理プログラム
が呼び出されました。 CSECT DSN9SCNF が、応答メ
ッセージ・バッファーを入手するためにロックを獲得し
ようとしましたが、ロックを獲得できません。これは、
コマンドをアプリケーション・プログラム・サポート機
能に受け渡した機能に論理エラーがあることを示してい
ます。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCNF
システムの処置: コマンド実行は異常終了します。コマ
ンドが正しく入力された場合、そのコマンドは一部また
は全体が実行されているかもしれません。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。接続機能 (IMS ま
たは CICS) を再始動させる必要があるかもしれませ
ん。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が
SDWA の可変記録域 (VRA) に示されています。追加の
診断情報については、『第 57 章 X’F9......’ コード』を
参照してください。
00F90001
説明: アプリケーション・プログラム・サポート機能を
介してコマンド処理プログラムが呼び出されました。
CSECT DSN9SCNF が、応答メッセージ・バッファーを
入手する前に、呼び出し側のアドレス・スペースの
LOCAL ロックを獲得しましたが、その後でそのロック
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を解除することができません。このような状態が発生す
ると、重大なことになります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCNF
システムの処置: コマンド実行は異常終了しました。コ
マンドが正しく入力された場合、そのコマンドは一部ま
たは全体が実行されているかもしれません。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。接続機能 (IMS ま
たは CICS) を再始動させる必要があるかもしれませ
ん。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が
SDWA の可変記録域 (VRA) に示されています。追加の
診断情報については、『第 57 章 X’F9......’ コード』を
参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F90002
説明: MVS の複数コンソール・サポート (MCS) サー
ビスのルーチンが、初期設定できません。 CSECT
DSN9SCNM が、コンソール・タスクの制御プログラ
ム・サービス・タスクを作成しようとしましたが、この
タスクが正常に作成されません。この状態は、アドレ
ス・スペースにおける問題を示していることもありま
す。このような状態が発生すると、重大なことになりま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCNM
システムの処置: サブシステムの初期設定は打ち切ら
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00F90003
れ、DB2 サブシステムは終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。 DB2 サブシステ
ムを再始動させてください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が
SDWA の可変記録域 (VRA) に示されています。追加の
診断情報については、 1467 ページの『第 57 章
X’F9......’ コード』を参照してください。

00F90004
説明: MVS の複数コンソール・サポート (MCS) サー
ビスのルーチンが論理エラーを検出しました。 CSECT
DSN9SCN7 が、コマンド・プリプロセッサー
(DSN9CMD サービス) から受け入れられない状態を示
す戻りコードを受け取りました。 DSN9CMD 呼び出し
パラメーターが無効な場合 (コマンド・テキストの長さ
が正の数でないか、または PHB アドレスがゼロの場合)
は、X'04' の戻りコードが出されます。

1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

CSECT DSN9SCNP によって得られたグローバル・スト
レージ・プールから、トークン化コマンド・ステートメ
ント (TCS) 用のストレージが獲得できない場合には、
戻りコード X'24' が出されます。 TCS ストレージ要求
は、このプールを使用してなされた最初のストレージ要
求です。これはユーザー・エラーではありません。

00F90003

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCN7

説明: MVS の複数コンソール・サポート (MCS) サー
ビスのルーチンが、初期設定できません。 CSECT
DSN9SCNM または DSN9SCN6 が、コンソール・サー
ビス・タスクを作成しようとしましたが、タスクが正常
に作成されません。 このような状態が発生すると、重
大なことになります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCN6、DSN9SCNM
システムの処置: この異常終了が CSECT DSN9SCNM
から出ている場合は、 DB2 サブシステムの初期設定は
打ち切られ、終了します。この異常終了が CSECT
DSN9SCN6 から出ている場合には、関連するコンソー
ルからのコマンドは別のサービス・タスクのもとで実行
され、正常に続行されます。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が
SDWA の可変記録域 (VRA) に示されています。追加の
診断情報については、 1467 ページの『第 57 章
X’F9......’ コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システムの処置:

このコマンドは実行されません。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が
SDWA の可変記録域 (VRA) に示されています。追加の
診断情報については、 1467 ページの『第 57 章
X’F9......’ コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F90005
説明: MVS の複数コンソール・サポート (MCS) サー
ビスのルーチンが、ESTAE リカバリー環境を作成でき
ません。この状態は、MVS の ESTAE サービスが非ゼ
ロの戻りコードを戻したときに検出されます。関連する
MCS コンソールからのコマンドは実行されません。
ESTAE 戻りコードの説明については、該当の MVS 資
料を参照してください。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSN9SCN5

DSN9SCN6

DSN9SCN7

システムの処置: コマンド処理は終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
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00F90006
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) を入手
できる場合は、この診断データ表が SDWA の可変記録
域 (VRA) 内に示されます。 追加の診断情報について
は、 1467 ページの『第 57 章 X’F9......’ コード』を参
照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F90006
説明: エージェント割り振りルーチンが、エージェント
にコマンド処理能力を割り振ることができません。この
失敗は、グローバル・ストレージ (CSA) 内に損傷を受
けた制御ブロックがあるために起こります。制御ブロッ
クは、コマンド・グローバル・データ域 (CGDA) で
す。 CGDA のアドレスは、汎用コマンド処理プログラ
ムの RMFTRUSE フィールドに入っています。これはユ
ーザー・エラーではありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCNB
システムの処置:

エージェント割り振りは終了します。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。接続 (IMS または
CICS) あるいは DB2 サブシステムを再始動させる必要
があるかもしれません。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が
SDWA の可変記録域 (VRA) に示されています。追加の
診断情報については、 1467 ページの『第 57 章
X’F9......’ コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F90007
説明: コマンド構文解析ルーチンが、ローカル・ストレ
ージ内に保管されている、コマンド統計カウンターの 1
つを更新しようとしました。しかし、カウンター制御ブ
ロックの妥当性検査フィールドに誤りがあり、制御ブロ

ックが損傷していることを示しています。カウンター制
御ブロックは、コマンド・グローバル・データ域
(CGDA) 制御ブロック内の、 'CGDASTA' アドレスを介
して突き止められます。 CGDA のアドレスは、汎用コ
マンド処理プログラムの RMFTRUSE フィールドに入っ
ています。これはユーザー・エラーではありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCN2
システムの処置: 統計の更新は完了していません。さら
に障害が起こるのを防ぐために、統計ブロック・アドレ
スが CGDA から消去されます。コマンド統計カウント
はこれ以上維持されません。コマンドの処理が再試行さ
れ、正常に完了するはずです。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が
SDWA の可変記録域 (VRA) に示されています。追加の
診断情報については、 1467 ページの『第 57 章
X’F9......’ コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F90008
説明: リカバリー管理プログラム制御ルーチンが呼び出
されましたが、DSN9SCN9 に入ったときに、レジスタ
ー 6 に実行ブロック (EB) のアドレスが含まれていま
せん。 リカバリー論理は EB のアドレスを必要とする
ので、 CSECT DSN9SCN9 の処理は続行できません。
EB アドレスを妥当性検査するために、 EB の 16 進制
御ブロック ID およびブロック長が既知の値と比較され
ます。 これはユーザー・エラーではありません。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCN9
システムの処置: リカバリー管理サービスを要求してい
る機能が異常終了しました。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。接続 (IMS または
CICS) あるいは DB2 サブシステムを再始動させる必要
があるかもしれません。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
第 57 章 DB2 コード
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00F90009
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が
SDWA の可変記録域 (VRA) に示されています。追加の
診断情報については、 1467 ページの『第 57 章
X’F9......’ コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F90009
説明: この理由コードは、CSECT DSN9SCN9 が
SDWA 可変記録域 (VRA) 内で、 DSNWRCRD サービ
スによって提供されたデータのあとに情報を追加したこ
とを記述するために使用されます。 DSN9SCN9 が
SYS1.LOGREC に障害を記録し、かつ VRA 内の理由コ
ードの形式が X'00F9xxxx' でない場合、この理由コード
は X'00F90009' に変更されます。これは、
SYS1.LOGREC 項目を調べているユーザーがこの理由コ
ードから、 VRA にどのような追加データが入っている
のかを判別できるようにするために行われます。この理
由コードは、マクロ IHAVRA によってマップされた、
VRA 内の最初のデータ項目です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCN9
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の 第 2 部
を参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が
SDWA の可変記録域 (VRA) に示されています。追加の
診断情報については、 1467 ページの『第 57 章
X’F9......’ コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F9000A
説明: コマンド構文解析ルーチンが、システム・パラメ
ーター管理プログラムの DSNZGDE サービスを用いて
記述子を入手しようとしましたが、予期された記述子が
見つかりません (DSNZGDE 戻りコードが X'04' でし
た)。構文解析プログラムによって用いられたすべての記
述子は、CSECT DSN9SCNA に入っています。この障害
は、おそらく CSECT DSN9SCNA に正しくないデータ
があることを示しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSN9SCN4
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DSN9SCN2

DSN9SCN1

システムの処置: コマンド実行は異常終了します。この
コマンドは実行されません。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。接続 (IMS または
CICS) あるいは DB2 サブシステムを再始動させる必要
があるかもしれません。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が
SDWA の可変記録域 (VRA) に示されています。追加の
診断情報については、 1467 ページの『第 57 章
X’F9......’ コード』を参照してください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F9000B
説明: コマンド構文解析ルーチンが、 DSN9SCAN サ
ービス要求で提供されたストレージ・プール (PHB) か
らストレージを獲得しようとしました。通常、これは
CSECT DSN9SCNP によって作成されたプール内にある
CSA ストレージです。使用可能な CSA ストレージが
なかったか、あるいはあまりにも大きなストレージが要
求されたために、このストレージ要求を満足させること
ができません。要求されたストレージの大きさは、構文
解析されているコマンドの長さによって判別されます。
通常は、この大きさは数百バイトです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCN0
システムの処置: コマンドの実行は異常終了します。
オペレーターの応答: SYS1.LOGREC データ・セット
の内容を印刷してください。 ダンプが作成されている
場合には、それを印刷してください。接続機能 (IMS ま
たは CICS) あるいは DB2 サブシステムを再始動させ
る必要があるかもしれません。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: 診断データ表 (DDT 制御ブロック) が、サ
ブシステム診断作業域 (SDWA) の可変記録域 (VRA)
に示されています。レジスター 8 には、トークン・コ
マンド・ステートメント (TCS) 制御ブロックのアドレ
スが入り、レジスター 9 には、要求されたストレージ
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00F9000C
の長さが入っています。 TCS は、コマンド・テキスト
の DB2 内部表示です。追加の診断情報については、
1467 ページの『第 57 章 X’F9......’ コード』を参照して
ください。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。

システムの処置: DB2 サブシステム始動は終了しま
す。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: プログラム使用説明書
を検査し、必要とされる早期コード PTF を適用し、
MVS を IPL し直してください。

00F9000C
説明: コマンド処理プログラムから戻されたメッセー
ジ・チェーンを検査していたときに、コマンド前処理プ
ログラム (GCPC) のメインライン・ルーチン
(DSN9SCNP) で妥当性エラーが検出されました。
呼び出されたコマンド処理プログラムは、MVS 複数行
WTO に入れるために、形式設定したメッセージを戻そ
うとしました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCNP
システムの処置:

コマンドの実行は異常終了します。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このエラーは、DB2
内部プロトコル検査中に識別された障害を反映していま
す。エラーが発生したコマンドは、メッセージ
DSN9017I で識別されています。 レジスター 8 は、コ
マンド処理プログラムによって戻された応答メッセー
ジ・チェーンの開始を示しています。レジスター 9
は、エラーであることが分かったメッセージ・チェーン
内のメッセージを示しています。
システム・プログラマーの応答: DB2 にエラーがある
と思われる場合、問題の識別と報告に関する情報につい
ては、 DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 2 部を
参照してください。
問題判別: エラーに関連する SDWA の可変記録域に、
GCPC 診断データ表 (DSNDDDT 制御ブロック) が記録
されています。
1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリストされてい
る次の診断項目を集めてください。 1、2、 5。
00F9000D
説明: コマンド前処理プログラム (GCPC) 始動ルーチ
ン (DSN9SCNE) が、 ERLY ブロックが廃版になってい
ることを見つけました。このエラーは、現行の早期コー
ドがこの DB2 バージョンと互換性がないことを示して
います。必要とされる早期コード PTF が欠落していま
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSN9SCNE
第 57 章 DB2 コード
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第 58 章 IRLM メッセージおよびコード
この項では、IMS リソース・ロック・マネージャー (IRLM) によって出されるすべてのメッセージ、エラ
ー戻りおよび理由コードさらに異常終了理由コードについて説明します。 メッセージおよびコードを通じ
て言及されるデータベース管理システム (DBMS) は、DB2 または IMS のことです。 メッセージおよび
コードの中には、DB2 操作には適用されないものもあります。

IRLM メッセージ
この項では、IMS リソース・ロック・マネージャー (IRLM) のサブコンポーネントのメッセージについて
説明します。
このメッセージは、DXRxxxa の形式で、番号順にリストされています。
DXR

IRLM メッセージの接頭部。

xxx

メッセージの数値部。

a

英字接尾部、詳細は下のとおり。
I

通知用のメッセージ。

E

処置を必要とするようなエラー状態を報告するメッセージ。

A

処理を継続するにはユーザーによる処置を必要とするメッセージ。

| IRLM は、メッセージを 2 つの方法で送信します。
| 1. 非送信請求メッセージが発行される場合は、 IRLM が開始されたコンソールが、ターゲット・コンソー
|
ルになります。
| 2. 送信請求メッセージが発行される場合 (すなわち ″F IRLM,STATUS″ opercmd による) は、修正が受け
|
付けられたコンソールにメッセージが自動的に戻されます。 SDSF を実行している TSO セッションで
|
も同じです。
| すべてのメッセージは、その発行 IRLM サブシステムの名前と ID、irlmx を含んでいます。 irlmx は、以
| 下に示すように、IRLM が開始されたとき EXEC パラメーターとして指定された、 IRLMNM および
| IRLMID の連結です。
|
|
|

If IRLMNM=’KRLM’ and IRLMID=’12’ then irlmx=’KRLM012’
If IRLMNM=’LRLM’

and IRLMID=’0’ then irlmx=’LRLM000’

| IRLMID は、メッセージでは、3 文字で表示されます。
DXR101I

IRLM に対して識別された DBMS のリストが表示され
ます。 作業単位とロック情報が各 DBMS ごとに表示
されます。

irlmx STATUS SCOPE=nnnnnn
SUBSYSTEMS IDENTIFIED

:
メッセージ変数は、以下のとおりです。
NAME

STATUS

UNITS

HELD

WAITING

RET_LKS

ssname

zzz

wun

reh

rew

rtlks

nnnnnn

次のいずれかです。
LOCAL

説明: このメッセージは、次のコマンドへの応答として
出されます。
F irlmproc,STATUS
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

SCOPE=LOCAL は、IRLM 開始時
に、EXEC パラメーターとして指定さ
れています。
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DXR102I
GLOBAL
SCOPE=GLOBAL は、IRLMPROC に
指定され、IRLM はデータ共用グルー
プに接続されています。

作業単位の数。 失敗した DBMS について
は、作業単位が存在しません。 失敗した
DBMS について ’...’ が設定されます。
reh

DBMS によってロックされているリソースの
数。

rew

ロック要求を待っている数。 失敗した DBMS
については、要求を待つことはできません。
失敗した DBMS について ’...’ が設定されま
す。

rtlks

失敗した IRLM 上で実行していた、あるいは
失敗したサブシステムが保持していた保存ロッ
クの数。多くの場合、保存ロックは、DBMS
が IRLM を再度識別する時に除去されます。
したがって、アクティブな DBMS について
は、その数はゼロです。しかし、DBMS が以
前の失敗からリカバリー中の場合は、アクティ
ブおよび保存のロックを DBMS が保持するこ
とは可能です。

DISCON
SCOPE=GLOBAL または
SCOPE=NODISCON は、IRLMPROC
に指定され、 IRLM はデータ共用グ
ループに接続されていません。
NoDISC
SCOPE=NODISCON は、IRLMPROC
に指定され、IRLM はデータ共用グル
ープに接続されています。
GINIT

SCOPE=GLOBAL は、IRLMPROC に
指定され、IRLM はデータ共用グルー
プと結合しています。

GTERM
SCOPE=GLOBAL は、IRLMPROC に
指定され、IRLM はデータ共用グルー
プの処理を終了しています。
ssname

8 文字の DBMS 名。

zzz

次のいずれかです。
UP

システムの処置: 処理は正常に続行されます。

DBMS はアクティブです。

DOWN DBMS が失敗しました。
UP-RO DBMS サブシステムはアクティブで
あり、現在 IRLM に対し ’読み取り専
用’ サブシステムとして識別されてい
ます。
UP-NS DBMS サブシステムはアクティブで
あり、現在 IRLM に対し ’非共用’ サ
ブシステムとして識別されています。
CLEANUP
IRLM は、障害条件を示す DBMS
STATUS 出口を駆動したため、
DBMS が終結処置の完了を示す
PURGE で応答するのを待っていま
す。
SFAIL

DBMS がこの IRLM に対し識別されていない
場合は、 ssname で始まる行が NO
INFORMATION AVAILABLE に置き換えられ
ます。

DBMS が識別されている IRLM がデ
ータ共用グループから切断されまし
た。 IRLM 上のすべてのサブシステ
ムのロック修正は、IRLM によって保
存されていました。 データ共用グル
ープから切断されたと IRLM が識別
した、すべての DBMS は、残りの
IRLM によって SFAIL としてリスト
されます。

DXR102I

irlmx STATUS SUBSYSTEMS
IDENTIFIED

:
XNAME

STATUS

XRET-LKS

IRLMID

IRLM_NAME

IRLM_LEVL

ssname

zzz

rtlks

id

iname

ilevl

説明: このメッセージは、以下のコマンドへの応答とし
て出されます。
F irlmproc,STATUS,ALLD
F irlmproc,STATUS,irlmx
ここで、irlmx は、その状態が要求されている
IRLMPROC に指定されているように IRLMX +
IRLMID フィールドです。
データ共用グループの中で IRLM に対し識別されてい
る DBMS のリストが表示されます。
メッセージ変数は、以下のとおりです。
ssname

8 文字の DBMS 名。

zzz

次のいずれかです。
UP

DBMS はアクティブです。

DOWN DBMS が失敗しました。
UP-RO DBMS サブシステムはアクティブで

wun

ロックを保持しているか待っている DBMS の
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DXR103I
あり、現在 IRLM に対し ’読み取り専
用’ サブシステムとして識別されてい
ます。

DXR103I

UP-NS DBMS サブシステムはアクティブで
あり、現在 IRLM に対し ’非共用’ サ
ブシステムとして識別されています。

:

CLEANUP
IRLM は、障害条件を示す DBMS
STATUS 出口を駆動したため、
DBMS が終結処置の完了を示す
PURGE で応答するのを待っていま
す。
SFAIL

rtlks

iname

DBMS が識別されている IRLM の名前。
任意の IRLM または指定された IRLM に対し
識別される DBMS がないか、または指定され
た IRLM が不明の場合は、ssname で始まる行
が、 NO INFORMATION AVAILABLE に置き
換えられます。

# ilevl
#

識別時に DBMS から要求された IRLM 関数レ
ベル。

#
#
#
#
#
#

DBMS が識別される対象の IRLM がデータ共
用グループに接続されていない場合、
IRLM_LEVL に表示される値はゼロになりま
す。 DBMS に対して表示される値は、その
DBMS に適用された APAR または PTF のレ
ベルによって決まります。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

STATUS

LEVEL

SERVICE

MIN_LEVEL

MIN_SERVICE

iname

zzz

lv

s

mlv

ms

id

F irlmproc,STATUS,ALLI
アクティブでデータ共用を行っているグループ内の
IRLM のリストが表示されます。 データ共用でない場
合、単一 IRLM が表示されます。
glv

データ共用グループの中のすべての IRLM が
使用している IRLM 関数レベル。

iname

4 文字の IRLM 名。

id

IRLM の ID。

zzz

次のいずれかです。
UP

失敗した IRLM 上で実行していた、あるいは
失敗したサブシステムが保持していた保存ロッ
クの数。多くの場合、保存ロックは、DBMS
が IRLM を再度識別する時に除去されます。
したがって、アクティブな DBMS について
は、その数はゼロです。しかし、DBMS が以
前の失敗からリカバリー中の場合は、アクティ
ブおよび保存のロックを DBMS が保持するこ
とは可能です。
DBMS が識別されている IRLM の ID。

IRLM-NAME IRLMID

説明: このメッセージは、次のコマンドに応答してアク
ティブな IRLM を表示します。

DBMS が識別されている IRLM がデ
ータ共用グループから切断されまし
た。 IRLM 上のすべてのサブシステ
ムのロック修正は、IRLM によって保
存されていました。 データ共用グル
ープから切断されたと IRLM が識別
した、すべての DBMS は、残りの
IRLM によって SFAIL としてリスト
されます。

id

irlmx STATUS IRLMS PARTICIPATING
IN DATA SHARING GROUP
FUNCTION LEVEL glv

IRLM がアクティブです。

DOWN IRLM が失敗しました。
lv

現行の IRLM 関数レベル。

s

s で示される関数レベルに対応する IRLM サ
ービスまたはリリース。

mlv

この IRLM が共存できる最低限の IRLM 関数
レベル。

ms

mlv で示される関数レベルに対応する IRLM
サービスまたはリリース。

システムの処置: 処理は正常に続行されます。

| DXR104I
|
|
|
|
|
|
|

irlmx MAINTENANCE LEVELS

説明: この表示は、MODIFY irlmproc,STATUS,MAINT
コマンドによって作成されます。 DXRRL183、
DXRRLFTB、 DXRRLM50、および DXRRL186 を除
く、すべての IRLM ロード・モジュールの保守レベル
が、コンソールに 2 列形式で表示され、最新の APAR
レベルと、各 csect に適用されたコンパイル日付を示し
ます。

| システムの処置: IRLM の処理は正常に継続します。
| オペレーターの応答: モジュール・エラーの疑いがない
| か、あるいは IBM サポート・センターの要求に従っ
| て、保守レベルを検討してください。
| システム・プログラマーの応答: なし
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DXR105E
DXR105E

PURGE IN PROGRESS:
別の PURGE コマンドが処理中である
か、または別のグループ・メンバーの
切断から終結処理に入っているかのい
ずれかです。

irlmx STOP COMMAND REJECTED.AN
IDENTIFIED SUBSYSTEM IS STILL
ACTIVE

説明: STOP irlmproc コマンドが入力されましたが、識
別されたアクティブな DBMS がまだ IRLM にありま
す。

NAME NOT FOUND OR ACTIVE:
指定された DBMS 名が見つからない
か、またはその DBMS がアクティブ
なサブシステムとして識別されたた
め、PURGE コマンドによって除去で
きない状態にあります。

システムの処置: このコマンドは処理されませんが、
IRLM の処理は正常に続行されます。
オペレーターの応答: すべてのアクティブな DBMS が
終了した後に STOP コマンドを入力するか、または
IRLM を F irlmproc,ABEND コマンドを用いて異常終了
させます。

システムの処置: このコマンドは失敗しましたが、
IRLM の処理は続行されます。

DXR106E

オペレーターの応答: 正しいパラメーターを指定して、
PURGE コマンドを入力し直してください。

irlmx INVALID MODIFY COMMAND
PARAMETER SPECIFIED

説明: MODIFY コマンドにこの IRLM のプロシージャ
ー名を指定しましたが、このコマンドは、IRLM によっ
てサポートされていないパラメーター値を含んでいる
か、または必要なパラメーターを含んでいません。
システムの処置: このコマンドは処理されませんが、
IRLM の処理は正常に続行されます。
オペレーターの応答: 正しいパラメーターを指定して、
MODIFY コマンドを入力し直してください。
DXR107E

irlmx STORAGE NOT AVAILABLE TO
PROCESS THIS COMMAND

説明: IRLM が、コマンドを処理するために十分な内部
作業ストレージを獲得できません。
システムの処置: このコマンドは処理されませんが、
IRLM の処理は正常に続行されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。 コマンドを処理するストレージを使用可
能にしてから、そのコマンドを入力し直します。
システム・プログラマーの応答: IRLM 始動プロシージ
ャーに指定されている領域サイズを増やしてください。
DXR108I

irlmx PURGE, nnnnnnnn COMMAND
FAILED yyyyyyyy

DXR109I
説明:

irlmx PURGE COMMAND COMPLETED
FOR nnnnnnnn

PURGE コマンドが正常に完了しました。

nnnnnnnn
PURGE,dbmsname コマンドに指定された DBMS
名。
システムの処置:
DXR110I

処理は正常に続行されます。

irlmx STOP COMMAND ACCEPTED

説明: IRLM は STOP コマンドを受け入れました。ま
たは IRLM は AUTOSTOP 機能を開始し、通常シャッ
トダウン処理を開始しています。
システムの処置: IRLM はシャットダウン処理を実行中
です。 IRLM サブタスクは静止して切り離されます。
IRLM がデータ共用グループの一部としてアクティブな
場合は、この IRLM がデータ共用グループを離れる時
に、他の IRLM が通知を受けます。 IRLM が DB2 に
よって自動始動されていた場合、DB2 が終了すると
IRLM はこのメッセージを発行します。

# DXR116E
#

irlmx INITIALIZATION FAILED,
CODE=xx DETECTED BY zzzzzzzz

説明: PURGE コマンドが、アクティブな DBMS の名
前、またはこの IRLM に未知の名前を指定しました。

説明: IRLM は、エラー・コード xx が出たため、初期
設定を完了させることができません。 失敗を検出した
モジュールの名前は、zzzzzzzz です。

nnnnnnnn

xx の値は、以下のとおりです。
PURGE,dbmsname コマンドに指定された
dbmsname。

yyyyyyyy
除去コマンドが失敗した理由。
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01

グローバル・ストレージを割り振れません。

02

ローカル・ストレージを割り振れません。

03

IRLMID が欠落しているかまたは無効です。
IRLMID は、0 から 255 までの 1 から 3 桁
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DXR116E
の数値として指定される必要があります。
IRLMID は、同じデータ共用グループ (同じ
GROUP パラメーターをもつ) に属するすべて
の IRLM の中で固有でなければなりません。
印刷可能文字 ('D' など) を IRLM ID に使用し
ている場合にもこのコードが戻される場合があ
ります。 MVS が引用符を解釈する方法に従っ
て、IRLM が印刷可能文字を判別できるように
必要な数の単一引用符で印刷可能文字を囲まな
ければなりません。開始プロシージャーの
IRLMID パラメーターでは、文字の両側に引用
符を 7 個ずつ付けなければなりません
('''''''D''''''')。 EXEC ステートメントで IRLMID
を指定する場合は、文字の両側に引用符を 3
個ずつ付けなければなりません ('''D''')。
05

06

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

DEADLOK パラメーターがなかったか、無効で
した。 このパラメーターは iiii,kkkk として指
定される必要があります。ここで、iiii および
kkkk は、1 から 9999 までの 1 から 4 桁の数
値です。
IRLMNM パラメーターで指定された名前を含
む MVS サブシステム SSCVT は存在しませ
ん。 IRLM は、サブシステム・インターフェ
ースを使うために MVS で正しく登録されてい
ませんでした。

07

モジュール zzzzzzzz 初期設定のエラー。

08

IRLM モジュールのロード中にエラーが起こり
ました。

09

IRLM がすでに開始されています。

10

SCOPE パラメーターがなかったか、無効で
す。 LOCAL、GLOBAL、または NODISCON
のいずれかを指定する必要があります。

11

MAXCSA パラメーターがなかったか、無効で
す。 このパラメーターには、0 〜 999 の範囲
の値、またはブランクを指定する必要がありま
す。値は無視されますが、互換性のためにパラ
メーターを指定する必要があります。

15

IRLM が開始しようとするオペレーティング・
システムは MVS/XA かまたはそれ以上ではあ
りません。

16

MAXUSRS パラメーターが無効です。

17

無効なグループ名です。 SCOPE=GLOBAL を
実行する場合は、1 〜 8 文字のグループ名を
指定する必要があります。

18

無効なロック表名です。 ロック表名は、MVS
ロッキング・ポリシーに定義されたのと同じ名
前を指定する必要があります。そうでなけれ
ば、ロック表名は指定しないでおくべきです。

19

CTRACE DELETE HEAD レベルのトレースが
失敗しました。

20

CTRACE DEFINE HEAD レベルのトレースが
失敗しました。

21

CTRACE DEFINE SUB のトレースが失敗しま
した。

22

複数の表示可能な文字が IRLMID パラメータ
ーに指定されました。

23

TRACE パラメーターに無効な値が指定されて
います。 有効な値は YES および NO のみで
す。

24

LTE= に指定された値が、有効な範囲 0 〜
1024 にないか、2 のべき乗 (つまり、2、
4、8、16...) でありません。

システムの処置: IRLM ユーザー異常終了 2018 が出さ
れています。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: コードに基づいて以下
の処置をとってください。
01

IRLM がグローバル・ストレージを使用できる
ようにします。 詳細な情報を得るにはダンプ
を分析します。

02

IRLM 始動プロシージャーの領域サイズを増や
します。 詳細な情報を得るにはダンプを分析
します。

12

IRLMNM パラメーターがなかったか、4 を超
える長さの値が指定されました。

13

初期デッドロック時間間隔の SETDIE が失敗
しました。

03

IRLM 始動プロシージャーの IRLMID パラメ
ーターを訂正します。

14

PC パラメーターが正しく指定されていませ
ん。 値は YES、NO、またはブランクにする必
要があります。値は無視されますが、互換性の
ためにパラメーターを指定する必要がありま
す。

05

IRLM 始動プロシージャーの DEADLOK パラ
メーターを訂正します。

06

IRLM 始動プロシージャーが希望する IRLM
名を指定していることを検査します。

第 58 章 IRLM メッセージおよびコード

1479

DXR117I
IRLMNM が希望する名前を指定する場合は、
その名前で MVS サブシステムが定義されてい
ることを検査します。
07

ダンプを分析して問題を判別します。

08

ダンプを分析して問題を判別します。

09

IRLM 始動プロシージャーが希望する IRLM
名を指定していることを検査します。

10

IRLM 始動プロシージャーで SCOPE パラメー
ターを訂正します。

11

IRLM 始動プロシージャーで MAXCSA パラメ
ーターを訂正します。

DXR121I

| 説明: IRLM タスク終了ルーチンが、EOT/EOM 処理に
| 必要なストレージを除いて、終了 IRLM によって使用
| 中だった MVS 共通ストレージを全部解放しました。
| HI-CSA は、この初期設定中に IRLM に割り振られた
| CSA + ECSA の最大値です。 HI-CSA の値は、K バイ
| トの場合は xxxK、または M バイトの場合は xxxM と
| して表示されます。
システムの処置:

IRLM 始動プロシージャーで IRLMNM パラメ
ーターを訂正します。

13

ダンプを分析して問題を判別します。

14

IRLM PC パラメーターを訂正します。

15

IRLM は MVS/XA またはそれ以上のシステム
で実行する必要があります。

16

MAXUSRS パラメーターを訂正します。

17

IRLM 始動プロシージャーの XCF グループ名
パラメーターを訂正します。

xxxxxxxx

18

IRLM 始動プロシージャーのロック表名パラメ
ーターを訂正します。

zzzz

19

CTRACE の何が誤っているかを見るためにダ
ンプを分析します。

20

CTRACE の何が誤っているかを見るためにダ
ンプを分析します。

21

CTRACE の何が誤っているかを見るためにダ
ンプを分析します。

22

IRLMID パラメーターの値の値を訂正します。

23

TRACE パラメーターの値の値を訂正します。

24

LTE パラメーターの値を訂正し、START コマ
ンドを再実行します。

DXR122E

DXR117I

irlmx INITIALIZATION COMPLETE

説明: IRLM の初期設定が正常に完了して、使用可能に
なりました。 SCOPE=GLOBAL または NODISCON が
指定される場合、メッセージ DXR132I は、 IRLM が
グローバル環境に接続されてシステム間データ共用がで
きるときに、出されます。
システムの処置:
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IRLM は正常に処理しています。

IRLM は処理を終了します。

オペレーターの応答: 不要。 S irlmproc コマンドを入
力して、IRLM を再始動してください。

12

コード 1、2、6、7、8、13、18、19、および 20 の場
合、SDUMP もとられます。 IRLM がその初期設定処
理を打ち切りました。

irlmx END-OF-TASK CLEANUP
SUCCESSFUL — HI-CSA xxxK or xxxM

irlmx ABEND UNDER IRLM TCB/SRB
IN MODULE xxxxxxxx ABEND CODE
zzzz

説明: IRLM が、IRLM 実行単位のもとで処理中に、回
復不能プログラミング・エラーが生じました。 メッセ
ージを出している IRLM とのグローバル共用は禁止さ
れています。
障害を検出したモジュールの名前。
障害と関連付けられる異常終了コード。

システムの処置: IRLM は、異常終了処理を実行中で
す。 MVS SYS1.LOGREC 項目および SDUMP が要求
されました。 IRLM ジョブ・ステップのタスクを終了
させるために異常終了が出されました。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。ダンプが分析される前に、 SDUMP を含
む SYS1.DUMPxx データ・セットが上書きされないよ
うにしてください。
システム・プログラマーの応答: IPCS 保守援助機能を
使ってダンプを分析し、障害の原因を判別してくださ
い。
DXR123E

irlmx ABEND UNDER DBMS TCB/SRB
IN MODULE xxxxxxxx ABEND
CODE=zzzz ERROR ID=wwww

説明: IRLM が、DBMS 実行単位のもとで処理中に、
回復不能プログラミング・エラーが生じました。 メッ
セージを出している IRLM とのグローバル共用は禁止
されています。 MVS SYS1.LOGREC 項目および
SDUMP が要求されました。
xxxxxxxx
障害を検出したモジュールの名前。
zzzz

障害と関連付けられる異常終了コード。
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DXR124E
wwww

CSA の場合 ECSA、または IRLM 専用ストレ
ージの場合 PRIVATE のどちらかです。

エラー ID または関連する LOGREC 項目のダ
ンプ・シーケンス番号。

システムの処置:
す。

システムの処置: IRLM は、デッドロック検出 / 解決
の完了前に、デッドロック・データ構造を終結処理しま
す。 IRLM 始動プロシージャーのパラメーターで指定
されている 1 つのローカル・デッドロック間隔で、デ
ッドロック検出 / 解決が試行されています。

IRLM は、異常終了処理を実行中で

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。ダンプが分析される前に、 SDUMP を含
む SYS1.DUMPxx データ・セットが上書きされないよ
うにしてください。 そのあとで、IRLM 再始動プロシ
ージャーに従ってください。

オペレーターの応答: IRLM を停止し、IRLM 始動プロ
シージャーでより大きなサイズを指定してから、始動し
直してください。 IRLM に対する要求量を DBMS 活動
を制限して少なくすれば、IRLM は、直ちに停止させる
必要はなく、いつまでも利用できます。

システム・プログラマーの応答: IPCS 保守援助機能を
使ってダンプを分析し、障害の原因を判別してくださ
い。
DXR124E

irlmx ABENDED VIA MODIFY
COMMAND

説明: IRLM が、F irlmproc,ABEND コマンドを受け取
った結果として、終了しました。 メッセージを出して
いる IRLM とのグローバル共用は禁止されています。
MVS SYS1.LOGREC 項目が要求されました。
NODUMP パラメーターが MODIFY コマンドにない場
合には、SDUMP が要求されました。 NODUMP オプシ
ョンが組み込まれていて、コマンドが 2 度発行される
場合、または IRLM に識別されている DBMS がない場
合、ダンプがとられて、このメッセージも発行されま
す。
システムの処置:
す。

IRLM は、異常終了処理を実行中で

オペレーターの応答: SDUMP が行われた場合には、ダ
ンプが分析される前に、SDUMP を含む SYS1.DUMPxx
データ・セットが上書きされないようにしてください。
システム・プログラマーに通知してください。
システム・プログラマーの応答: IPCS 保守援助機能を
使ってダンプを分析し、障害の原因を判別してくださ
い。
DXR131I

irlmx OUT OF xxxx STORAGE
DETECTED DURING DEADLOCK.
DEADLOCK PROCESS DELAYED.

説明: IRLM が、デッドロック検出 / 解決処理中にス
トレージ不足状態を検出しました。 IRLM が異常終了
するというよりは、デッドロックの完全な検出 / 解決の
前に、このデッドロック検出間隔についてのデッドロッ
ク処理が終了しました。 この状態が頻発するような場
合には、未解決のデッドロックが発生することがありま
す。
xxxx

ストレージのタイプ IRLM は、ストレージ不
足状態が検出されたときに入手しようとしてい
ました。 そのストレージ・タイプは、拡張

# DXR132I
#
#
#

irlmx SUCCESSFULLY JOINED THE
DATA SHARING GROUP WITH yyyyM
HASH AND nnnnnnnn RECORD LIST
ENTRIES.

#
#
#
#
#

説明: IRLM がデータ共用グループに正常に接続しまし
た。 これには、XCF グループへの正常な結合およびロ
ック構造体への正常な接続が含まれています。 (XCF
は、MVS のシステム共通結合機構です。) IRLM は、
システム間データ共用に参加できます。

#
#
#
#
#
#

値 yyyy は 1048576 を単位とするロック表の項目数を表
し、nnnnnnnn は結合機構内で使用可能なレコード・リ
ストの項目数を表します。ロック表の項目数が 1048576
より小さい場合、yyyy はゼロになります。最初にグルー
プに接続して構造体の割り振りを発生させた IRLM
が、グループのこれらの値を決定します。
システムの処置: IRLM の操作は続行されます。
DXR133I

irlmx TIMEOUT DURING GLOBAL
INITIALIZATION WAITING FOR
nnnnnnn

説明: IRLM がグローバル初期設定を試みる間にタイム
アウトが起きました。この問題は、通常、誤ったロック
構造体または XCF グループ名が LOCKTAB および
IRLMGRP パラメーターに指定されているために生じま
す。 (XCF は MVS のシステム間結合機構コンポーネ
ントです。）しかし、グローバル初期設定を少なくとも
30 秒遅らせるときはどんな場合でも、このメッセージ
が出ます。 ’nnnnnnn’ の値は、既存の対等メンバーの
irlmnm+irlmid 値、または「NOEVENT」のどちらかで
す。
システムの処置: IRLM は、以下の 1 つが起きるまで
は、このメッセージを出し続けます。
v グローバル初期設定が完了する。
v システム・プログラマーが IRLM を異常終了させる
何らかの処置をとる。
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DXR134E
ードの説明については、「MVS/ESA プログラミング: シ
スプレックス・サービス 解説書」の IXCJOIN の節を
参照してください。接続の失敗の原因が訂正されたら、
IRLM を再始動させ、それに対して DBMS を識別し直
してください。

v タイムアウト・メッセージの内部限界に達した後、
IRLM が U2025 で異常終了する。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: nnnnnnn の値をもと
に、初期化が遅れている原因を調べてください。この値
が対等 irlm の名前ならば、そのメンバーは必要な XCF
メッセージを結合中の新規メンバーに送っていません。
この原因としては、XCF メッセージングの問題、
DXR167E などの処理の問題、または XCF EVENTS の
欠落が考えられます。新規結合メンバーが前に失敗して
いた場合は、それぞれの既存メンバーが msgDXR137I
リカバリー・メッセージを出したかどうか確認してくだ
さい。「nnnnnnn」が NOEVENT ならば、問題はおそら
く新規結合メンバーに限定され、このメンバーのダンプ
と XCFAS のみが必要であると考えられます。ロック構
造体および XCF グループ名を調べて、この IRLM に
指定した名前がすべてのグループ・メンバーに使用され
ている名前と一致していることを確かめてください。
XCF コマンドを使って XCF グループの現在のメンバ
ーを表示し、この IRLM が正常に結合しているかを見
てください。必要があれは、ダンプをとって、障害分析
に役立てます。 このメッセージは、他のメンバーとの
対話ができないために出される可能性があるので、
XCFAS とともに対等 SYSPLEX IRLM メンバーのダン
プが必要になることがあります。「nnnnnnn」が対等
irlm の場合は、そのメンバーと結合メンバーのダンプを
とってください。新規メンバーを正常に結合する必要が
ある場合は、新規メンバーの開始を試行する前に、
「nnnnnnn」に名前が示されている対等メンバーを終了
する必要があります。
DXR134E

irlmx JOIN XCF GROUP wwwwwwww
FAILED FOR GLOBAL
INITIALIZATION, RETURN=xx,
REASON=yyyy

DXR135E

irlmx CONNECT TO LOCK TABLE
wwwwwwww FAILED FOR GLOBAL
INITIALIZATION, RETURN=xx,
REASON=yyyy

説明: IRLM がデータ共用グループに正常に接続できま
せん。
wwwwwwww
識別時に渡されたロック表名、または IRLM
始動プロシージャーに指定された LOCKTAB
名。
システムの処置: IRLM は、データ共用グループに接続
していません。 識別しようとしている DBMS に対す
る識別要求が拒否されました。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: IRLM が接続できなか
った理由を判別してください。戻りコードおよび理由コ
ードの説明については、「MVS/ESA プログラミング: シ
スプレックス・サービス 解説書」の IXLCONN の節を
参照してください。接続の失敗の原因が訂正されたら、
IRLM を再始動させ、それに対して DBMS を識別し直
してください。

|
|
|

DXR137I

irlmy GROUP STATUS CHANGED.irlmy
HAS BEEN DISCONNECTED FROM
THE DATA SHARING GROUP

説明: IRLM irlmy は、データ共用グループとの接続性
を失いました。
1473 ページの『第 5 部 IRLM メッセージお
よびコード』 に説明されるような切断された
IRLM の ID。

説明: IRLM が正常に XCF グループと結合できませ
ん。 (XCF は MVS のシステム間結合機構コンポーネ
ントです。）

irlmy

wwwwwwww
IRLM 始動プロシージャーに指定された
IRLMGRP 名。

すべての最後に残った IRLM は、このメッセージを出
します。 切断された IRLM は、DXR136I メッセージ
を出すことがあります。

システムの処置: IRLM は、データ共用グループに接続
していません。 識別しようとしている DBMS に対す
る識別要求が拒否されました。

システムの処置: IRLM irlmy は、データ共用グループ
から切断されました。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: IRLM が結合できなか
った理由を判別してください。戻りコードおよび理由コ
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オペレーターの応答: この MVS システムについて
は、何も行う必要がありません。 DXR136I メッセージ
を調べて、切断されたシステムについてオペレーターの
適切な応答を得てください。
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DXR138E
DXR138E

irlmx QUERY STRUCTURE FOR LOCK
TABLE wwwwwwww FAILED FOR
GLOBAL INITIALIZATION, RETURN=xx,
REASON=yyyy

説明: このメッセージは、IRLM がロック構造体のサイ
ズについて QUERY から XCF への非ゼロ戻りコード
を得るときに出されます。

DXR140E

irlmx IRLMID=zzz IS NOT UNIQUE FOR
THE DATA SHARING GROUP IT
ATTEMPTED TO JOIN

説明: IRLM がデータ共用グループの結合を試みました
が、 IRLM 始動プロシージャーで指定されていた
IRLMID zzz がすでにグループ内の別の IRLM によって
使用中になっていました。

wwwwwwww
識別時に渡されたロック表名、または IRLM
始動プロシージャーに指定された LOCKTAB
名。

システムの処置: IRLM は、異常終了 U2025 を出して
終了します。

IRLM は、有効な構造体サイズをもっていないときは、
データ共用グループに接続できません。

システム・プログラマーの応答: 始動プロシージャーの
中の IRLMID を、データ共用グループの他の IRLM が
まだ使用していない 1 から 255 までのある番号に変更
します。

システムの処置: IRLM は、データ共用グループに接続
していません。 識別しようとしている DBMS に対す
る識別要求が拒否されました。
オペレーターの応答: メッセージに指定されている戻り
コードと理由コードから、 XCF についてどんな問題が
あるかを判別してください。 戻りコードおよび理由コ
ードの説明については、「MVS/ESA プログラミング: シ
スプレックス・サービス 解説書」の IXCQUERY の節
を参照してください。問題が修正されてから、DBMS
を再始動してください。
システム・プログラマーの応答: オペレーターが問題を
検出できないときは、XCF QUERY 要求が失敗した理
由を判別してください。
DXR139E

irlmx zzzzzzzz REQUEST FAILED,
RETURN=xx, REASON=yyyy

説明: MVS に対する IRLM の要求が、予期しない戻
りコードと理由コードを出して、失敗しました。要求の
タイプは、zzzzzzzz です。
システムの処置:
終了します。

IRLM は、異常終了 U2025 を出して

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

オペレーターの応答:
てください。

DXR141I

irlmx THE LOCK TABLE wwwwwwww
WAS ALLOCATED IN A zzzzzzzz
FACILITY

説明: IRLM が使用中のロック表を含む MVS 結合機
構が、zzzzzzzz 状態で実行中です。
zzzzzzzz 揮発性または非揮発性。
揮発性状態は、電源障害が起きたとき設備とし
て電源バックアップがないことを示します。
wwwwwwww
識別時に渡されたロック表名、または IRLM
始動プロシージャーに指定された LOCKTAB
名。
システムの処置: データ共用は正常に続行します。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: よりよい使用可能度を
望まれる場合は、非揮発性の構造体へ移るための処置を
とってください。
DXR142E

システム・プログラマーの応答: 要求タイプ、理由コー
ド、および戻りコードを用いて、失敗の原因を見つけて
ください。 戻りコードおよび理由コードの説明につい
ては、「MVS/ESA プログラミング: シスプレックス・サ
ービス 解説書」の要求タイプ 'zzzzzzzz' の節を参照し
てください。IBM サポート・センターによる分析のた
めに、ダンプを保管してください。

システム・プログラマーに通知し

irlmx THE LOCK STRUCTURE
wwwwwwww IS zzz% IN USE

説明: このメッセージは、ロック構造体の使用可能容量
の何パーセントがそのグループによって使われているか
を示します。そして、ストレージを解放するアクション
が必要であることを示すことがあります。
wwwwwwww
現在 IRLM によって使用中のロック表名。
zzz

次の値の 1 つです。 80、90、100。

システムの処置:

このメッセージは、ストレージが
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DXR143I
70% を割るまで、またはオペレーターがメッセージを除
去するまで、コンソールにとどまっています。 データ
共用は、場合によってはロック構造体がどの程度使われ
ているかによって制限はあるものの、続けられます。
v 80% 使用済みの場合は、データ共用は制約なしで続
けられます。ただし、ストレージはしきい値の限界に
達しつつあります。
v 90% 使用済みの場合は、データ共用は、制限付きで
続行します。 ロック構造体のストレージを必要とす
る要求のタイプ 'must-complete' の場合だけ、処理が
行われます。 ロック構造体のストレージを必要とす
るその他のすべてについては、 'out lock structure
storage' 理由コードが出て、処理が拒否されます。
v 100% 使用済みの場合、データ共用は、より多くの制
限付きで続行します。 ロック構造体のストレージを
必要とする要求はすべて、 'out of lock structure
storage' 理由コードが出て、拒否されます。
オペレーターの応答: ロック構造体にストレージ不足の
おそれがある場合は、システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: より大きなスペースを
必要とする場合は、ロック構造体のサイズを大きくする
処置をとります。 ロック構造体のストレージを順次解
放するよう修正ロックを解放するため、更新タイプのト
ランザクションを強制終了させます。
DXR143I

irlmx REBUILDING LOCK STRUCTURE
BECAUSE IT HAS FAILED OR AN
IRLM LOST CONNECTION TO IT

説明: ロック構造体が失敗したか、あるいは 1 つまた
は複数の IRLM がロック構造体への接続を失いまし
た。 IRLM は、すべての現在の情報を、属性を変えな
いで新規のロック構造体内に再構築しようと試みまし
た。
システムの処置: 再構築の進行中、データ共用は停止し
ます。 再構築が正常に完了した後に、データ共用が正
常に続行します。 再構築が成功しなかった場合、IRLM
は、データ共用グループから切断されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
て、失敗した構造体またはそれへの接続の修復を依頼し
てください。
システム・プログラマーの応答: 構造体または接続の失
敗の理由を判別して、失敗した構造体のリカバリーのた
めの処置をとります。

DXR144I

irlmx REBUILDING LOCK STRUCTURE
BECAUSE ALL CONNECTIONS TO IT
ARE IN USE

説明: ロック構造体への最後の使用可能な接続が割り当
てられました。 IRLM は、別の構造体内への再構築を
試み、さらに多くの接続が可能になるようロック構造体
の属性を修正します。
システムの処置: 再構築の進行中、データ共用は停止し
ます。 再構築が正常に完了した後、データ共用はグル
ープ用のより多くの接続を可能にして正常に続行しま
す。 再構築が成功しない場合、データ共用は続行しま
すが、新規のメンバーはグループに結合することができ
ません。
オペレーターの応答: グループがより多くのメンバーを
処理できるようになる必要があるかどうか判別してくだ
さい。必要な場合は、IRLMPROC の MAXUSRS パラ
メーターを変更してください。
システム・プログラマーの応答: 再構築が失敗した理由
を判別してください。 より大きなグループを処理する
ために構造体を大きくする処置をとってください。
DXR145I

irlmx REBUILDING LOCK STRUCTURE
AT OPERATORS REQUEST

説明: オペレーターが MVS SETXCF コマンドを使用
して再構築を開始しました。 IRLM は、ロック構造体
の属性を修正しないで別の構造体内への再構築を試みま
す。
システムの処置: 再構築の進行中、データ共用は停止し
ます。 再構築が正常に完了した後に、データ共用が正
常に続行します。 再構築が失敗した場合でも、データ
共用は引き続き正常に続行します。
オペレーターの応答: 再構築が正常に完了したことを確
認してください。 システム・プログラマーに通知し、
再構築中に問題がなかったかどうかを知らせます。 再
構築が失敗した場合、システム・プログラマーに連絡し
てその理由を判別してもらいます。
システム・プログラマーの応答: 再構築が失敗した理由
を判別してください。 適切な利用可能な構造体を作る
ための処置をとってください。

# DXR146I
#
#
#
#

irlmx REBUILD OF THE LOCK
STRUCTURE COMPLETED
SUCCESSFULLY WITH yyyyM HASH
AND nnnnnnnn RECORD LIST
ENTRIES.

# 説明: ロック構造体が別の結合機構構造体へ正常に移動
# しました。値 yyyy は 1048576 を単位とするロック表の
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DXR147I
#
#
#
#
#

項目数を表し、 nnnnnnnn は結合機構内で使用可能なレ
コード・リストの項目数を表します。ロック表の項目数
が 1048576 より小さい場合、yyyy はゼロになります。
最初にグループに接続して構造体の割り振りを発生させ
た IRLM が、グループのこれらの値を決定します。
システムの処置:

DISCONNECT する場合は、ローカル・リカバリー手順
に従います。
システム・プログラマーの応答: IRLM が失敗した理由
を判別して、再構築機能を復元するために適当な処置を
とります。

データ共用は正常に続行します。
DXR150I

DXR147I

irlmx REBUILD OF THE LOCK
STRUCTURE WAS STOPPED

irlmx REBUILD OF LOCK STRUCTURE
WAS STOPPED DUE TO FAILURE OF
THE NEW STRUCTURE

説明: ロック構造体が別の結合機構構造体へ正常に移動
できませんでした。再構築処理が終了しました。

説明: 再構築は、NEW STRUCTURE が失敗したため
に、停止しました。

システムの処置: データ共用は、古いロック構造体がま
だ使用可能の場合は、正常に続行します。ロック構造体
が失敗した場合、IRLM はグループから切断されます。

オペレーターの応答: グループから IRLM が
DISCONNECT する場合は、ローカル・リカバリー手順
に従います。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡し
て、再構築が停止した理由を判別します。

システムの処置: REBUILD を停止して、IRLM は、再
構築が開始された理由に応じて、グループからの
DISCONNECT を行うか、または古い構造体のままで処
理を続行します。

システム・プログラマーの応答: 再構築が停止した理由
を判別してください。 再構築のために利用できる適切
な結合機構構造体を作るための処置をとってください。
DXR148I

irlmx REBUILD OF LOCK STRUCTURE
WAS STOPPED BY THE OPERATOR

説明: オペレーターが、再構築を停止させるコンソー
ル・コマンドを実行しました。
システムの処置: REBUILD を停止して、IRLM は、再
構築が開始された理由に応じて、グループからの
DISCONNECT を行うか、または古い構造体のままで処
理を続行します。
オペレーターの応答: グループから IRLM が
DISCONNECT する場合は、ローカル・リカバリー手順
に従います。
システム・プログラマーの応答: 再構築が停止した理由
を判別して、再構築機能を復元するために適切な処置を
とります。
DXR149I

irlmx REBUILD OF LOCK STRUCTURE
WAS STOPPED DUE TO FAILURE OF
A REQUIRED IRLM IN THE GROUP

説明: 再構築は、再構築に関係する IRLM の 1 つが失
敗したために、停止しました。

システム・プログラマーの応答: 新規の構造体にどのよ
うな障害が起きたかを判別して、再構築機能を復元する
ために適切な処置をとります。
DXR151I

irlmx REBUILD OF LOCK STRUCTURE
WAS STOPPED DUE TO FAILURE ON
QUERY OR CONNECT OF THE NEW
STRUCTURE

説明: IRLM が、新規の構造体について XCF に対し
IXCQUERY または IXLCONN 要求を出しましたが、不
正な戻りコードを受け取ったため、再構築が停止しまし
た。
システムの処置: REBUILD を停止して、IRLM は、再
構築が開始された理由に応じて、グループからの
DISCONNECT を行うか、または古い構造体のままで処
理を続行します。
オペレーターの応答: グループから IRLM が
DISCONNECT する場合は、ローカル・リカバリー手順
に従います。
システム・プログラマーの応答: 不正な戻りコードを受
け取った理由を判別して、再構築機能の復元のために適
切な処置をとってください。

システムの処置: REBUILD を停止して、IRLM は、再
構築が開始された理由に応じて、グループからの
DISCONNECT を行うか、または古い構造体のままで処
理を続行します。

DXR152I

オペレーターの応答:

説明: 新規構造体には、古い構造体または RESTART
にあるデータ全部を保持する十分なスペースがないた

グループから IRLM が

irlmx REBUILD OF LOCK STRUCTURE
WAS STOPPED DUE TO AN OUT OF
SPACE CONDITION ON THE NEW
STRUCTURE
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DXR153I
め、再構築が停止しました。
システムの処置: REBUILD を停止して、IRLM は、再
構築が開始された理由に応じて、グループからの
DISCONNECT を行うか、または古い構造体のままで処
理を続行します。
オペレーターの応答: グループから IRLM が
DISCONNECT する場合は、ローカル・リカバリー手順
に従います。
システム・プログラマーの応答: 新規の構造体の大きさ
が足りなくて、古い構造体または再始動からのデータ全
部を収納できなかった理由を判別してください。 再構
築機能を復元するために適切な処置をとってください。
DXR153I

irlmx REBUILD OF LOCK STRUCTURE
WAS STOPPED DUE TO AN
UNEXPECTED RETURN CODE FROM
XES SERVICES

説明: 再構築は、IRLM が SLM に対する要求で不正
な戻りコードを受け取ったために、停止しました。
システムの処置: REBUILD を停止して、IRLM は、再
構築が開始された理由に応じて、グループからの
DISCONNECT を行うか、または古い構造体のままで処
理を続行します。
オペレーターの応答: グループから IRLM が
DISCONNECT する場合は、ローカル・リカバリー手順
に従います。
システム・プログラマーの応答: SLM から戻りコード
を受け取った理由を判別して、再構築機能を復元するた
めに適切な処置をとります。
DXR154I

irlmx REBUILD OF LOCK STRUCTURE
WAS STOPPED DUE TO
SUCCESSFUL COMPLETION OF
GROUP FUNCTION LEVEL CHANGE

説明: 異なるサービス・レベルの新規メンバーがグルー
プに加わるので、新規グループ機能レベルを設定するた
めに、IRLM は REBUILD を開始しました。 IRLM の
再構築処理は次に、グループ機能レベルの変更を完了す
るために完全な再構築が必要かどうかをチェックしま
す。 グループ機能レベルの変更を正常に行うために完
全な再構築を必要としない場合に、このメッセージが発
行されます。
システムの処置: REBUILD は停止され、新規の IRLM
メンバーがグループに加わります。

DXR155I

irlmx REBUILD OF LOCK STRUCTURE
WAS STOPPED DUE TO
UNSUCCESSFUL COMPLETION OF
GROUP FUNCTION LEVEL CHANGE

説明: 異なるサービス・レベルの新規メンバーがグルー
プに加わるので、新規グループ機能レベルを設定するた
めに、IRLM は REBUILD を開始しました。 IRLM の
再構築処理は次に、グループ機能レベルの変更を完了す
るために完全な再構築が必要かどうかをチェックしま
す。 結合しようとするメンバーが、グループの 1 つま
たは複数の既存のメンバーと共存できない場合、既存の
メンバーからこのメッセージが発行されます。
システムの処置: REBUILD は停止され、新規の IRLM
メンバーはグループに結合されません。それ自身を新規
の IRLM メンバーに識別させようとした DBMS は、
IDENTIFY が失敗したという通知を受けます。 メッセ
ージ DXR157I が、グループに結合しようとしたメンバ
ーによって発行されます。あるいは、メッセージ
DXR158I が、結合しようとしたメンバーに代わって他
のメンバーによって発行されます。
システム・プログラマーの応答: グループへの結合に失
敗した IRLM メンバーのサービス・レベルを、グルー
プの中の他の IRLM メンバーのサービス・レベルと比
較してください。 IRLM 変更コマンド ″f
irlmproc,status,alli″ を、関係しているすべての IRLM に
対して実行することによって、適切なサービス・レベル
を見いだすことができるはずです。
DXR156I

irlmx REBUILDING LOCK STRUCTURE
TO CHANGE THE GROUP FUNCTION
LEVEL

説明: 異なるサービス・レベルの新規メンバーがグルー
プに結合する場合に、新規グループ機能レベルを設定す
るために IRLM が REBUILD を開始するときに、この
メッセージは発行されます。 この後のいくつかのメッ
セージで、グループ機能レベル変更の処理の間に IRLM
が行う追加の処置について説明されます。
システムの処置: REBUILD が開始されます。 これに
よって、IRLM はグループ機能レベルの変更を処理する
ことができます。
DXR157I

irlmx FAILED TO JOIN THE DATA
SHARING GROUP BECAUSE IT
CANNOT COEXIST WITH AT LEAST
ONE OF THE EXISTING MEMBERS

説明: IRLM メンバー irlmx は、サービス・レベルの
相違により、グループの中の 1 つまたは複数の既存の
メンバーと共存することができません。
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DXR158I
システムの処置: REBUILD は停止され、新規の IRLM
メンバーはグループに結合されません。それ自身を新規
の IRLM メンバーに識別させようとした DBMS は、
IDENTIFY が失敗したという通知を受けます。
システム・プログラマーの応答: グループへの結合に失
敗した IRLM メンバーのサービス・レベルを、グルー
プの中の他の IRLM メンバーのサービス・レベルと比
較してください。 MVS 変更コマンド ″f
irlmproc,status,alli″ を、関係しているすべての IRLM に
対して実行することによって、適切なサービス・レベル
を見いだすことができるはずです。
DXR158I

irlmx CANNOT COEXIST WITH AT
LEAST ONE EXISTING MEMBER. ALL
DBMS IDENTIFY REQUESTS TO
THAT IRLM WILL BE DENIED.

説明: IRLM メンバー irlmx は、共存サポートが組み
込まれたサービス・レベルでないので、グループの中の
1 つまたは複数の既存のメンバーと共存することができ
ません。
システムの処置: REBUILD は停止され、新規の IRLM
メンバーはグループに結合できません。 それ自身を新
規の IRLM メンバーに識別させようとした DBMS は、
IDENTIFY が失敗したという通知を受けます。
システム・プログラマーの応答: グループへの結合に失
敗した IRLM メンバーのサービス・レベルを、グルー
プの中の他の IRLM メンバーのサービス・レベルと比
較してください。 MVS 変更コマンド ″f
irlmproc,status,alli″ を、関係しているすべての IRLM に
対して実行することによって、適切なサービス・レベル
を見いだすことができるはずです。
DXR159I

irlmx RUNTIMEO:TIMEOUT DATA
COLLECTION STARTED.

説明: MODIFY irlmproc,RUNTIMEO が正常に発行さ
れ、タイムアウト検出が開始されました。 2 つのグロ
ーバル・デッドロック・サイクルが終了したときに、
DXR162I が発行されます。
システムの処置: 2 つのグローバル・サイクルに対して
デッドロック検出が使用可能になっている状態で、
IRLM 処理は正常に続けられます。
オペレーターの応答: メッセージ DXR162I に注意して
いてください。このメッセージはデータ収集が完了した
ことを示します。次に RMF を使用して、タイムアウト
BLOCKER/WAITER レポートを生成します。 候補の
waiter が検出されない場合、レポートはヌルとなり、
waiter が残存していない限り追加の処置は必要ありませ
ん。 waiter が残存していて 79.15 レコードが書き込ま

れていない場合、該当すれば SETXCF REBUILD コマ
ンドを実行してリカバリーを試みてください。レポート
が生成される場合、ローカルのオペレーション・ガイド
ラインに従ってください。 診断分析を実行する場合、
リカバリー処置を行う前に、各メンバーの IMS および
IRLM アドレス・スペースの MVS コンソール・ダンプ
をとってください。 SYSPLEX 環境にある場合には、ダ
ンプ・オプションに XESDATA を含めてください。シ
ステム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマーの応答: 待機がアプリケーショ
ンの論理に起因するのか、または他の要因に起因するの
かを判別してください。 待機の原因を判別できない場
合には、上述の資料を準備して IBM サポートに連絡し
てください。
DXR160I

irlmx RUNTIMEO:COMMAND IS NOT
SUPPORTED BY AT LEAST ONE
IRLM GROUP MEMBER, AND IS
REJECTED.

説明: グループの中の少なくとも 1 つの IRLM が、
TIMEOUT をサポートするのに必要なコードを持ってい
ません。 TIMEOUT コードはすべてのメンバーに存在
していなければなりません。
システムの処置: タイムアウト検出なしで、IRLM 処理
は正常に続行されます。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
システム・プログラマーの応答: データ共用グループの
中の少なくとも 1 つの IRLM に PN79682 が適用され
ていません。 データ共用グループのすべての IRLM メ
ンバーに当該 APAR を適用しなければなりません。
DXR161I

irlmx RUNTIMEO:COMMAND IS NOT
SUPPORTED BY ANY DBMS
SUBSYSTEM ON THIS IRLM, AND IS
REJECTED.

説明: MODIFY irlmproc,RUNTIMEO がこの IRLM に
発行されました。しかし、この IRLM に識別されてい
るどの IMS システムも、タイムアウト出口を備えてい
ません。
システムの処置: IRLM の処理が正常に続行されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: IMS がタイムアウ
ト・サポート・コードを持っていない理由を判別してく
ださい。
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DXR162I
| DXR162I
|

irlmx CYCLE NUMBER nnnnnnnn
PROCESSED FOR TIMEOUT

説明: TIMEOUT 候補が、少なくとも 1 つの IRLM で
検出されました。 矛盾した blocker が検出された場
合、WAITER/BLOCKER 情報を提示するために IMS
TIMEOUT EXIT が実行されています。

因するのかを判別してください。 最も多い原因は、誤
ったディスパッチング優先順位です。待機の原因を判別
できない場合には、上述の資料を準備して IBM サポー
トに連絡してください。
DXR163I

irlmx RUNTIMEO:COMMAND IS NOT
SUPPORTED BY AT LEAST ONE OF
THE OTHER DBMS GROUP
MEMBERS, AND IS REJECTED.

|
|
|
|
|
|
|
|

システムの処置: IRLM の処理が正常に続行されます。
DXR162I は、グローバル・デッドロック・マネージャ
ー (GDM)、すなわち IRLMPROC の IRLMID が最低の
IRLM によってのみ発行されます。このメッセージは、
グローバル・デッドロック循環の間に少なくとも 1 つ
の候補 waiter が検出された場合に、1 分当たり 1 回出
されます。循環が起こり、そのときにタイムアウト
waiter がなければ、フラグはリセットされ、次に候補
waiter が現れたときに DXR162I が出されます。

説明: MODIFY irlmproc,RUNTIMEO がこの IRLM に
発行されました。そして、少なくとも 1 つの IMS が、
この IRLM またはグループの中の別の IRLM でタイム
アウト出口を指定しませんでした。

|
|
|
|
|
|

オペレーターの応答: それぞれの操作ガイドラインに基
づいて、RMF™ を使用して、循環番号 nnnnnnnn の
79.15 (4F 0F) SMF レコードから、レポートを作成して
ください。メッセージが出され、79.15 レコードが検出
されない場合は、以下のいずれかのエラーが発生してい
る可能性があります。

システム・プログラマーの応答: IMS がタイムアウ
ト・サポート・コードを持っていない理由を判別してく
ださい。

| 1. SMF によって、79.15 を MAN* データ・セットに
短縮できない。システムごとに、
|
MODNAME(ERBDSSMF) の *.IEFU84 メンバーを検
|
査します。
|
| 2. データ・スペースのセットアップ・エラーのため、
SMF が 79.15 を RMF データ・スペースに表示で
|
きない。データ・スペースが定義されているか確認
|
します。 RMF,SMFBUF(,RECTYPE(79)) で、79.15
|
を RMF が使用できるようにします。
|

システムの処置:

IRLM の処理が正常に続行されます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

DXR164E

irlmx CANNOT RECOVER FOR A
FAILED MEMBER DUE TO LOSS OF
CONNECTIVITY TO THE LOCK
STRUCTURE

説明: IRLM が、メンバーのリカバリー中またはグロー
バル初期設定中にロック構造体への接続性を失ったこと
を検出しました。 IRLM は、保存ロック情報なしのデ
ータ共用をサポートできなくなりました。
システムの処置:

データ共用グループから切断します。

|
|

3. 循環番号 nnnnnnnn の 79.15 レコードの書き込みが
遅れた。同じ循環番号を再度要求します。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知して、
結合機構に関する問題を解決してください。

|

4. IRLM が非互換 blocker を検出しなかった

問題判別: IXC メッセージを参照して、障害の根本的
原因および適切な訂正処置を判別してください。

waiter が確認できず、IBM SERVICE に相談したい場合
は、メンバーごとにサブタイプ XCF の IRLM
*INTERNAL* CTRACE を開始してから、IRLM とその
IMS DLI、および疑わしい従属領域の MVS CONSOLE
ダンプを収集します。これが SYSPLEX 環境の場合は、
すべての IRLM を XESDATA と関連 DBMS 領域とと
もにダンプをとり、保管する必要があります。ダンプを
取り込んだ後、XCF トレースをオフにすることができ
ます。無効な WAIT 状態にあることが判明し、
SYSPLEX 環境にある場合、 SETXCF REBUILD を実
行してリカバリーを試みてください。 これによって
waiter を再開できない場合、ローカルのオペレーショ
ン・ガイドラインに従ってください。
システム・プログラマーの応答: 待機がアプリケーショ
ンの論理、オペレーターのエラー、または他の要因に起
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DXR165I

irlmx TERMINATED VIA IRLM MODIFY
COMMAND

説明: オペレーターは MODIFY IRLM,ABEND コマン
ドを出しました。
システムの処置: IRLM がシャットダウンします。
DXR166E

irlmx CONNECT TO LOCK
STRUCTURE FAILED FOR GLOBAL
INITIALIZATION

説明: IRLM が、メンバーのリカバリー中またはグロー
バル初期設定中にロック構造体への接続性を失ったこと
を検出しました。 IRLM は、保存ロック情報なしのデ
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DXR167E
ータ共用をサポートできなくなりました。
システムの処置:

データ共用グループから切断します。

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知して、
結合機構に関する問題を解決してください。
問題判別: IXC メッセージを参照して、障害の根本的
原因および適切な訂正処置を判別してください。

# DXR167E
#
#

irlmx IRLM HAS DETECTED A DELAY
IN COMPLETION OF vvvvvvvv
PROCESS.

#
#
#
#

説明: IRLM はいくつかのプロセスに遅延を検出し、こ
の遅延が他の DBM や IRLM のプロセスの実行を妨げ
る可能性があります。vvvvvvvv の値は、次のいずれかで
す。

|
|
|
|
|
|

ASIDxxxx
ASIDxxxx は、IRLM が一定の期間にメイン・
ラッチ・アクティビティーを処理できず、動作
していないとみられる DBM エージェントを検
出したときに出されます。次に示す症状すべて
が生じる可能性があります。

# DPRIORTY
DPRIORTY は、IRLM がメイン・ラッチを一
#
定の期間に取得できず、ただし正常性ルーチン
#
が要求の遅延を識別できない場合に出されま
#
す。次に示す「s1」の症状すべてが生じる可能
#
性があります。
#
# MAIN_SRB
MAIN_SRB は、いくつかのメイン・ラッチ・
#
プロセスが長期間アクティブになっていたこと
#
を irlm が検出したときに、シスプレックス内
#
で出されます。次に示す「s1」の症状すべてが
#
生じる可能性があります。
#
# MAXCYCLE
MAXCYCLE は、作成された待機中の関係の数
#
が過大で SRB 実行時間が長くかかりすぎるた
#
めに、デッドロック・サイクル中に IRLM が
#
待機中のタスクをすべて処理できない場合に出
#
されます。この結果、次に示す S2 の症状すべ
#
てが生じる可能性があります。
#
# NOTIFY_G
NOTIFY_G は、対等機能の通知が一定の期間
#
に戻されなかったことを irlm が検出したとき
#
に、シスプレックス内で出されます。次に示す
#
「s2」の症状すべてが生じる可能性がありま
#
す。
#
# NOTIFY_L
NOTIFY_L は、DBM サブシステムに対する
#
NOTIFY 出口ドライブが一定の期間に戻されな
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

かったことを IRLM が検出したときに出され
ます。次に示す「s2」の症状すべてが生じる可
能性があります。
システムの処置: IRLM の操作は続行されます。 遅延
が検出されなくなるまで、このメッセージはコンソール
に残ります。DXR167E の遅延がすべて訂正されると、
irlm は DXR168I を出します。完了が遅れると、他の
IRLM または DBM プロセスの実行が妨げられる場合が
あります。このようなプロセスの遅延が原因で、次のい
ずれかの症状が発生することがあります。
v 新規 DBMS が識別できない。
v 新規メンバーが結合できない場合がある。 これらは
グローバル初期設定の間にタイムアウトになり、最終
的には異常終了する。
v 終了した DBMS が再開されない。
v 失敗したメンバーは、これらのメンバーに対するリ
カバリー処置が実行できないので、グループから適正
に分けられない場合がある。
v トランザクションがデッドロックまたはタイムアウ
トにならない。
v IRLM グループの REBUILD が実行されない。
v (s2) トランザクションがハングする。
v (s2) ハングした処理と競合する他の処理もハングす
る場合があり、連鎖反応を引き起こす可能性がある。
v (s2) グループ全体がハングする場合がある。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。

# システム・プログラマーの応答: このプロセスの遅延
# は、ユーザーに認識される問題にはならない場合があり
# ます。
|
|
|
#
#
#
#
#
#
#

注: 問題が認められない、または報告されない場合は、
遅延プロセスが完了したかどうかシステムをモニタ
ーしてください。
問題が認められない、または報告されない場合は、遅延
プロセスが完了したかどうかシステムをモニターするだ
けで構いません。システムに問題が認められる場合は、
メッセージの可変項目に応じて、次の処置をとってくだ
さい。IBM サービスとともに問題の解決に当たる場合
は、必ずリカバリー処置をとる前に適切な資料を収集し
てください。

| ASIDxxxx
通常、この問題は、使用率の高すぎる CPU 上
|
で一部のタスクのディスパッチング優先順位が
|
低いと起こります。このタスクは、xxxx を使用
|
して識別できます。これは、検出されたタスク
|
の 16 進のホーム ASID です。IRLM は、タス
|
クが CPU サイクルを獲得して完了するよう
|
に、タスクの優先順位を上げることを試みま
|
す。優先順位は、IRLM の終了時に元に戻りま
|
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DXR168I
|
|
|
|

す。この ASID を示す DXR167E が引き続き
表示され、DXR168I が表示されない場合は、
IRLM が通常の処理に戻ることができるよう
に、このタスクを完了する必要があります。

|
|
|
|
|
|

DOC: IBM サービスとともに問題の解決に当た
る場合は、DXR168I が出される前に、
DBM、IRLM、および ASID xxxx のダンプを
とってください。また、問題報告書を開くとき
には、MVS コンソールから DXR167E メッセ
ージの本文を組み込んでください。

# DRPRIORTY
通常、この問題は、他のアプリケーション・タ
#
スクまたは DBM アドレス・スペースと比較し
#
て、誤ったディスパッチング優先順位を IRLM
#
に対して設定すると起こります。これが該当す
#
るかどうか判別し、ディスパッチング優先順位
#
を訂正してください。
#
#
#

DOC: 処置をとる前に、この DBM と IRLM
asid のダンプをとってください。

# MAIN_SRB
通常、この問題は、シスプレックス内で待機し
#
ているタスクが多すぎて、待機中の関係をすべ
#
て解決するために IRLM デッドロック SRB
#
を長期間実行する必要があるときに起こりま
#
す。その実行が完了するまで待ち続けるか、変
#
更コマンド F irlmproc,STATUS によって示さ
#
れる待機中のタスク数が最も多い DBM または
#
IRLM を終了するか、または待機中のタスクの
#
終了を試みてください。
#
#
#

DOC: 処置をとる前に、「すべての」DBM と
IRLM asid のダンプをとってください。

# MAXCYCLE
通常、この問題の原因は、アプリケーションの
#
問題、または一時的なハングのためにシスプレ
#
ックス内で待機中のタスク数が過大になった
#
(一般には数百) ことです。このハングの原因と
#
しては、アプリケーション・デッドロックが発
#
生し、全体的なデッドロックの実行が非常に遅
#
いためにアプリケーション・デッドロックがす
#
ぐに解消しないことが考えられます。トランザ
#
クション速度が高く、デッドロックがキー・リ
#
ソース上で発生していて、検出されずすぐに解
#
消しない場合は、多数のタスクが中断され、デ
#
ッドロックに巻き込まれます。 irlmproc 内の
#
DEADLOK パラメーターの最初の値を小さくす
#
ることを検討してください。各メンバーに対し
#
て MODIFY irlmproc,STATUS を実行し、それで
#
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#
#
#

もメッセージが解消しない場合は、待機中のタ
スク数が最も多い IRLM を終了してくださ
い。

#
#

DOC: 処置をとる前に、「すべての」DBM と
IRLM asid のダンプをとってください。

# NOTIFY_G
これは DBM または IRLM の対等メンバーの
#
問題で、このメンバーは NOTIFY_L とともに
#
DXR167E を出します。NOTIFY_L メッセージ
#
を出した IRLM または DBM を終了してくだ
#
さい。
#
#
#
#
#
#

DOC: DXR167E を出した DBM および IRLM
すべてのダンプをとってください。
NOTIFY_G のみが表示されている場合は、
DBM と IRLM の asid すべてのダンプをとっ
てください。

# NOTIFY_L
これは、「この」DBM の問題です。シスプレ
|
ックスの場合は、このメンバーに対して
|
NOTIFY を送ったそれぞれの対等メンバーが
|
NOTIFY_G を出します。NOTIFY_L を出した
|
DBM または IRLM を終了してください。
|
|
|
|
|
|

DOC: DXR167E を出した DBM および IRLM
すべてのダンプをとってください。
NOTIFY_G のみが表示されている場合は、
DBM と IRLM の asid すべてのダンプをとっ
てください。

# DXR168I
#

irlmx DELAYED PROCESSES NO
LONGER DETECTED.

説明: このメッセージは、前の DXR167E メッセージ
によって報告された状態がすべて解決すると出されま
す。
システムの処置: IRLM の操作は続行されます。
オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

# システム・プログラマーの応答: DXR167E メッセージ
# に挿入された可変項目に基づいて、一時的問題をもたら
# した原因の判別を試みてください。
DXR169I

irlmx THE STORAGE SHORTAGE FOR
LOCK STRUCTURE wwwwwwww HAS
BEEN RELIEVED.

説明: このメッセージは、前に報告された DXR142E
メッセージによって示されたストレージの不足が緩和さ
れていることを示します。 使用中のロック構造体の量
が 70% を割りました。
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DXR170I
wwwwwwww
現在 IRLM によって使用中のロック表名。

DXR172I

システムの処置: IRLM は、制約なしに正常なデータ共
用を再開します。
DXR170I

irlmx THE LOCK STRUCTURE
wwwwwwww IS zz% IN USE

説明: このメッセージは、ロック構造体の使用可能容量
の何パーセントがそのグループによって使われているか
を示します。 その値は、50%、60% および 70% で
す。このメッセージは、使用度の 3 つのレベルのそれ
ぞれの段階において一度だけ発行され、IRLM サブシス
テムを実行している間のピークの使用度を示します。
wwwwwwww
現在 IRLM によって使用中のロック表名。
zz

次の値の 1 つです。 50、60、70。

システムの処置:

IRLM の操作は続行されます。

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: このメッセージは、メ
ッセージの中で名前をあげているロック構造体に対して
ストレージを過剰使用する可能性があることを警告して
います。 このメッセージの出される状況をトレースし
て、増加傾向を判断してください。 増加の傾向が検出
された場合、結合機構ポリシーの中のロック構造体に対
するストレージ・サイズの指定を増やし、その変更した
ポリシーを活動化してください。
DXR171I

irlmx xxxxxxxx ARM REGISTRATION
FAILED, MVS ARM RETURN CODE =
yyyyyyyy, MVS ARM REASON CODE =
xxxxxxxx

説明: 指定された MVS 自動再始動管理プログラム
(ARM) 機能を使用する際に、IRLM にエラーが生じま
した。 xxxxxxxx は IRLM ARM エレメント名です。 デ
ータ共用環境の場合は、IRLM グループ名、IRLM サブ
システム名および IRLM ID の連結です。 非データ共
用環境の場合は、IRLM サブシステム名および IRLM
ID です。
システムの処置: IRLM は続行されます。 しかし、
IRLM が異常終了した場合は、MVS ARM が自動的に
IRLM を再始動することはできません。
システム・プログラマーの応答: IXCARM 要求からの
関数、戻りコード、および理由コードについては、
「OS/390 MVS プログラミング: シスプレックス・サー
ビス ガイド」を参照してください。

irlmx xxxxxxxx ARM READY
COMPLETED. MVS ARM RETURN
CODE = yyyyyyyy, MVS ARM REASON
CODE = xxxxxxxx

説明: IRLM の初期化が進み、自動再始動マネージャー
(ARM) は SYSDB2 または SYSIMS のような従属エレ
メント・タイプを再始動できるようになります。
xxxxxxxx は IRLM ARM エレメント名です。データ共用
環境の場合、エレメント名は、IRLM グループ名、
IRLM サブシステム名、および IRLM ID の連結です。
非データ共用環境の場合は、IRLM サブシステム名およ
び IRLM ID です。戻りコードおよび理由コードがゼロ
でない場合、指定された MVS ARM 機能を使用する際
に、IRLM にエラーが生じました。
システムの処置: IRLM は続行されます。 しかし、戻
りコードおよび理由コードがゼロでなく、IRLM が異常
終了した場合は、 MVS ARM が自動的に IRLM を再
始動することはできません。
システム・プログラマーの応答: IXCARM 要求からの
関数、戻りコード、および理由コードについては、
「OS/390 MVS プログラミング: シスプレックス・サー
ビス ガイド」を参照してください。
DXR173I

irlmx xxxxxxxx ARM DEREGISTRATION
FAILED.MVS ARM RETURN CODE =
yyyyyyyy, MVS ARM REASON CODE =
xxxxxxxx

説明: 指定された MVS 自動再始動管理プログラム
(ARM) 機能を使用する際に、IRLM にエラーが生じま
した。 xxxxxxxx は IRLM ARM エレメント名です。 デ
ータ共用環境の場合、エレメント名は、IRLM グループ
名、IRLM サブシステム名、および IRLM ID の連結で
す。非データ共用環境の場合は、IRLM サブシステム名
および IRLM ID です。
システムの処置: IRLM は続行されます。 ただし、
IRLM が正常にまたは異常に終了した場合、MVS ARM
は自動的に IRLM を再始動させます。
システム・プログラマーの応答: IXCARM 要求からの
関数、戻りコード、および理由コードについては、
「OS/390 MVS プログラミング: シスプレックス・サー
ビス ガイド」を参照してください。
DXR174E

irlmx xxxxxxxx csect-nameARM EVENT
EXIT FAILED

説明: IRLM サブシステムを MVS に定義しようとし
た際に、IRLM 自動再始動マネージャー (ARM) イベン
ト出口ルーチンでエラーが生じました。
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DXR175E
システムの処置:
止します。

システムの処置: IRLM はできる限りのオペレーション
を続行します。このメッセージは、IRLM が必要なスト
レージを獲得できるまで、コンソールにとどまっていま
す。 DBMS 要求のいくつかは、正常に処理されます。
要求のいくつかは、ストレージ不足の戻りコードおよび
理由コードで拒否されます。要求のいくつかはハングし
ます。

IRLM サブシステムの自動再始動は停

システム・プログラマーの応答: IEFSSI 要求からの戻
りコードおよび理由コードについては、「OS/390 MVS
プログラミング: アセンブラー・サービス 解説書」を参
照してください。 IRLM を手動で始動するには、IRLM
サブシステムが定義された任意のシステムで、START
irlmproc コマンドを使用してください。 IRLM がアク
ティブでなく、DSNZPARM で定義された IRLM の場
合に AUTO START = yes であると、DB2 は、DB2 の
始動時に IRLM の始動を試みます。
DXR175E

#
#
#
#
#
#
#

オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。システム上の作業負荷または DBMS で実
行されるトランザクション数を削減することを試みてく
ださい。
ストレージ不足状態が解消されると、正常な IRLM オ
ペレーションが再開されます。 ストレージが利用でき
ないため、以下のような症状が現れる場合があります。

irlmx IRLM IS UNABLE TO OBTAIN
STORAGE - storage_type

v トランザクションが、ストレージ不足の表示を伴って
異常終了することがある。

説明: IRLM は、CSA、ECSA、または拡張専用ストレ
ージからストレージの獲得を試みていますが、ストレー
ジ・タイプが使い果たされているか、モニター対象のし
きい値の超過が発生しました。 IRLM コマンド F
irlmproc, STATUS,STOR を使用して、ストレージの値を
表示できます。詳しくは、「DB2 コマンド解説書」を参
照してください。

v メッセージ DXR167E が発行されることがある。
v トランザクションがハングすることがある。
v ハングした処理と競合する他の処理もハングし、連鎖
反応を引き起こす可能性がある。
v システムがハングする。

フィールド storage_type の値は、エラーの原因を示しま
す。

v データ共用環境にある場合、
グループ全体がハングする場合がある。

v CSA は、システム CSA が使い果たされたことを意味
します。

新規メンバーが結合できない場合がある。 これら
はグローバル初期設定の間にタイムアウトにな
り、最終的には異常終了する。

これは、以下のエラーよって起こることがあります。
システムの中に生成された CSA が少な過ぎる、
または

失敗したメンバーは、これらのメンバーに対する
リカバリー処置が実行できないので、グループか
ら適正に分けられない場合がある。

MVS システムで稼働しているジョブおよびタスク
による CSA ストレージに対する需要の予想外の
ピーク。

システム・プログラマーの応答: IRLM がストレージを
獲得するのを妨げているのは何かを判別してください。

v ECSA は、システム ECSA が使い果たされたことを
意味します。

CSA または ECSA が使い果たされている場合、システ
ムにより多くの CSA または ECSA を生成するか、あ
るいは、CSA または ECSA に依存する実行中のタスク
の数を減らしてください。

これは、以下のエラーよって起こることがあります。
システムの中に生成された ECSA が少な過ぎる、
または

状態が、IRLM をシャットダウンすることなしに訂正で
きるオペレーション・エラーからきているのであれば、
可能なかぎり速やかにその状態を訂正してください。

MVS システムで稼働しているジョブおよびタスク
による ECSA ストレージに対する需要の予想外の
ピーク。
v PVT は、拡張専用ストレージのしきい値に達したこ
とを意味します。
これは、以下のエラーよって起こることがあります。
COMMITS の欠落
ランナウェイ・アプリケーション
IRLM 領域サイズが小さすぎる
障害のあるサブシステムが保持ロックを回復しな
い
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#
#
#
#
#
#
#
#
#

PVT が表示された場合は、IRLM コマンド F
irlmproc,STATUS を使用して、保持されているロックの
数、または保持ロックが存在するかどうかを判別してく
ださい。また STATUS,STOR コマンドの出力を参照し
て、使用可能な専用領域ストレージの量を調べてくださ
い。 IRLM コマンド F irlmproc,SET,PVT= を使用し
て、ストレージしきい値を増やすことができます。
WARNING の注記については、「DB2 コマンド解説
書」を参照してください。
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DXR176I
そうでない場合は、IRLM をシャットダウンし、問題を
訂正し、IRLM を再始動してください。
DXR176I

irlmx IRLM STORAGE SHORTAGE
RELIEVED

説明: このメッセージは、前項の DXR175E メッセー
ジで報告された状態が解決された場合に表示されます。
システムの処置:

IRLM の操作は続行されます。

オペレーターの応答:
てください。

|
|
|
|
|
|
|

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 前項の DXR175E メ
ッセージで報告された一時的問題をもたらした原因を判
別するように試みてください。 最も可能性の高い理由
は、MVS で実行されている結合タスクには CSA また
は ECSA が十分ではないことです。可能であれば、
IRLM をシャットダウンしないで問題を訂正してくださ
い。

| DXR177I
|

irlmx THE VALUE FOR nnnnnnnn IS
SET TO xxxx

| 説明: このメッセージは、IRLM MODIFY
| irlmproc,SET,cccc コマンドが正常な場合に、それに応答
| して出されます。
| nnnnnnnn の現行値には、次のものがあります。
|
|
|
|
|

DEADLOCK
LTE
MAXCSA
TIMEOUT
TRACES

| システムの処置:
| DEADLOCK
xxxx の箇所は 100 〜 5000 の範囲内の値で、
|
IRLM デッドロック・インターバルとして使用
|
されるミリ秒数を表します。値は、100 ミリ秒
|
ごとの増分で表示されます。この IRLM がグ
|
ループに接続している場合、現在接続している
|
各メンバーがデッドロック処理中に制御ブロッ
|
クを更新すると、このメッセージが各メンバー
|
に対して表示されます。 DEADLOCK インタ
|
ーバルは、各 IRLM がローカル制御ブロック
|
を更新すると、メッセージに表示されているミ
|
リ秒数に変更されます。グローバル・デッドロ
|
ック・インターバルは打ち切られ、すべてのメ
|
ンバーを同期するためにグローバル・デッドロ
|
ック処理が再度初期化されます。
|
| LTE
|

xxxx の箇所は 0 〜 1024 の範囲内の値で、結
合機構内で使用可能なロック・タスク・エント

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

リーの数を表します。値は、ゼロ、または 2
のべき乗のどちらかにする必要があります。そ
れぞれの増分は、1048576 項目を表します。こ
の IRLM がグループに接続している場合、現
在接続している各メンバーがデッドロック処理
中に制御ブロックを更新すると、このメッセー
ジが各メンバーに対して表示されます。 IRLM
が最初にグループに結合して構造体の割り振り
を発生させるまで、SET コマンドを使用して指
定した値は有効になりません。この割り振りが
行われるのは、通常のグループの開始時、また
は REBUILD 時のどちらかです。指定した値が
ゼロであるか、または戻された IXCQUERY ポ
リシー・サイズに対して大きすぎる場合は、
IRLMPROC LTE= の値が使用されます。
IRLMPROC LTE= の値がブランクまたはゼロ
であるか、またはこれも大きすぎる場合は、エ
ントリー数は irlm によって計算され、戻され
たサイズを 2 で割った値に最も近い 2 のべき
乗に設定されます。

| MAXCSA
MAXCSA の値は xxxx メガバイトに設定され
|
ます。 MAXCSA は、ロック構造体に使用する
|
ストレージを制御します。ロック制御構造体
|
は、PC=NO のとき、ECSA から割り当てられ
|
ます。PC=YES が指定されている場合、このコ
|
マンドは働きません。指定された数値が 1 〜
|
999 の範囲内にない場合は、システムが自動的
|
に xxxx を 1 と 999 の間の数値に調整しま
|
す。新規の MAXCSA 値が、ロック構造体への
|
現在の IRLM CSA 割り振りよりも小さい場
|
合、IRLM は、ストレージが必要でなくなった
|
ときに、CSA ストレージを減らします。
|
| TIMEOUT
xxxx の箇所は、1 〜 3600 秒の範囲内の値で
|
す。この値は、現地のデッドロック・パラメー
|
ターの倍数でなければなりません。ユーザーが
|
入力した値が偶数の倍数でない場合は、次に高
|
い倍数が使用されます。指定された値が範囲外
|
にある場合は、最大または最小が使用されま
|
す。内部タイムアウト値の変更にはシリアライ
|
ゼーションが必要ですので、これは次のデッド
|
ロック循環のときに行われます。 DXR177I メ
|
ッセージは、入力データの妥当性検査が行わ
|
れ、デッドロック循環の間に値が変更されるま
|
で、出されません。このメッセージには、タイ
|
ムアウト値が変更された対象の DBMS サブシ
|
ステムの名前も表示されます。
|
| TRACES
xxxx の箇所は、10 〜 255 の範囲内の値です。
|
各トレース・バッファーには、64KB の ECSA
|
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DXR178I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

の対話をトレースします。 データ共
用の場合にのみ該当します。

ストレージが必要です。 IRLM は、トレー
ス・タイプごとに、最大 255 最小 10 のトレ
ース・バッファーを使用することができます。
指定された値がこの範囲外にある場合、システ
ムは、自動的に xxxx を許容される最大値また
は最小値に調整します。 EXTERNAL CTRACE
書き込みがアクティブの場合は、指定された値
は適用されません。コマンドによって設定され
たトレース・バッファー数が現行の割り当てバ
ッファー数未満の場合、IRLM は、割り当てら
れたバッファー数がコマンドによって設定され
たバッファー数に等しくなるまで最も古いバッ
ファーから順次解放します。
DXR178I

F irlmproc,SET,CSA=nnn
ここで、nnn は 1 から 999 までの数値です。
システムの処置: MAXCSA の値は nnn メガバイトに
設定されます。 MAXCSA はロック構造体に使用するス
トレージを制御します。ロック制御構造体は、PC=NO
のとき、ECSA から割り当てられます。PC=YES が指定
されている場合、このコマンドは働きません。
nnn が 1 および 999 の間にない場合、システムは nnn
を、この範囲内に自動的に調整します。新規の
MAXCSA 値が、ロック構造体への現在の IRLM CSA
割り振りよりも小さい場合、IRLM は、ストレージが必
要でなくなったときに、CSA ストレージを減らしま
す。
irlmx TRACE USAGE TRACE BUFFER
STORAGE IN USE: nnnnnKB
MAXIMUM NUMBER OF TRACE
BUFFERS ALLOWED PER TRACE
TYPE: nnn TRACE TYPE ACTIVE
BUFFERS IN USE CTRACE WRITER

説明: このメッセージは、次のコマンドへの応答として
出されます。
F irlmproc,STATUS,TRACE
メッセージは、IRLM がそのサブコンポーネントのトレ
ース・タイプそれぞれに使用することのできる 64KB
バッファーの最大数を示します。
TRACE TYPE
トレース・タイプは以下のとおりです。
SLM
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MVS ロッキング・コンポーネントと
の非同期対話をトレースします。 デ
ータ共用の場合にのみ該当します。

XCF

MVS システム間結合サービスとの対
話をトレースします。 データ共用の
場合にのみ該当します。

DBM

この IRLM に識別される DBMS との
対話をトレースします。

EXP

例外状態をトレースします。

INT

通常のロッキング活動以外のメンバ
ー・イベントおよびグループ・イベン
トをトレースします。

irlmx MAXIMUM CSA IS SET TO
nnnMB.

説明: このメッセージは、次のコマンドへの応答として
出されます。

DXR179I

XIT

MVS ロッキング・コンポーネントと

ACTIVE
トレースがアクティブであるかどうか。 (EXP
トレースおよび INT トレースを非活動化する
ことはできません。)
BUFFERS IN USE
このトレースが現在使用している 64KB バッ
ファーの数。
CTRACE WRITE
外部 CTRACE 書き込み機能がオンになってい
るかどうか。
システムの処置:

処理は正常に続行されます。

オペレーターの応答: トレース・バッファーは、
″modify irlmproc,set,trace=nnn″ コマンドによって設定す
ることができます。 MVS の TRACE CT コマンドを使
用して、トレースを活動化または非活動化することがで
きます。 EXP トレースおよび INT トレースをオフに
することはできません。 IRLM を開始すると、
XIT、EXP および INT は自動的に活動化されます。
IRLMPROC で TRACE=YES を指定すると、すべての
トレースは自動的に活動化されます。
DXR180I

irlmx AUTOMATIC RESTART
MANAGER IS NOT ENABLED

説明: IRLM が MVS 自動再始動マネージャー (ARM)
を使用しようとしたが、システムが ARM 結合データ・
セットにアクセスできないか、ARM がユーザーの環境
に設定されていません。
システムの処置: IRLM は続行します。しかし、IRLM
が異常終了した場合は、MVS ARM が自動的に IRLM
を再始動することはできません。
オペレーターの応答: システム・プログラマーに通知し
てください。
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DXR181I
システム・プログラマーの応答: システムが自動再始動
マネージャーの結合データ・セットにアクセスできない
理由を調べてください。 自動再始動マネージャー結合
データ・セットが定義されていない場合は、 ARM をセ
ットアップして、IRLM で MVS ARM 機能を利用でき
るようにする必要があるかどうかを判断してください。
ARM を使用する目的は、IRLM のダウン時間を減らす
ことにあります。 IRLM が異常停止すると、MVS
ARM が IRLM を自動的に再始動させます。
DXR181I

irlmx RUNTIMEO COMMAND
DISABLED

説明: IRLM は自動タイムアウト検出を行っており、こ
のコマンドは不要です。
システムの処置:
DXR182I

IRLM は続行されます。

irlmx MODIFY DIAG COMMAND
PROCESSED

説明: このメッセージは、IRLM MODIFY
irlmproc,DIAG コマンドに応答して出されます。
システムの処置:

IRLM は続行されます。
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第 59 章 IRLM エラーの戻りコードと理由コード
IRLM エラーの戻りコードと理由コードを以下に列記します。戻りコードと理由コードの中には、DB2 操
作に適用されないものもあります。
「戻りコード」列の中の値は、要求の完了状況を示しています。
00

要求が正常に完了しました。

04

要求が正常に完了しましたが、ロックの状態は変更されないままになっています。

08

要求自体の問題ではなく、システム・エラーまたは状態が原因となって要求の完了が正常に行われ
ませんでした。

12

要求の論理エラーが原因となって、要求の完了が正常に行われませんでした。

16

要求の指定が無効であったために、要求が異常終了しました。

20

IRLM のリソースが利用不能であったために、要求が完了しませんでした。

CHANGE 要求
戻りコード

理由コード バイト 1

04

X'80'

理由コード バイト 2

X'20'
X'10'

X'08'

X'02'

X'04'

X'02'

08

X'80'

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

説明
所有権または期間、あるいはその両方が指定
されましたが、ロックは、以下のいずれかの
理由により変更されませんでした。
v 指定された「ロックのセット」に、保留
ロックがなかった。
v 指定されたすべてのロックの期間の値
が、指定の期間以上になっていた。
v PSTATE=TSTATE が指定された。
このロックの他の保留元が存在しています。
CHANGE ALL 要求で開始期間が指定され
ましたが、開始期間は、少なくとも 1 つの
ロックの保留期間と一致していません。一致
していないロックは変更されませんが、他の
ロックは変更されている可能性があります。
このロックは、デッドロック状態に関係して
いましたが、犠牲者 (victim) として選択さ
れてはいません。
CHANGE STATE 要求で指定された 'tstate'
値は、現行のロックの保留状態ほどの制限は
ありません。
少なくとも 1 つの他の作業単位が、反復可
能読み取り (RR) 属性のロックを保留してい
ます。
このロック要求を依頼した作業単位が、反復
可能読み取り (RR) 属性のロックを保留して
います。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・
エラーが発生しました。

1497

戻りコード

理由コード バイト 1

理由コード バイト 2

X'40'
X'20'
X'10'

X'08'

X'01'

X'80'
X'10'
X'08'
X'04'

X'02'

|
|
|
|
|

12

X'80'

X'40'
X'20'

X'10'

1498

説明
要求された状態ではロックが使用不能です。
MODE=COND が指定されました。
デッドロックが原因で要求が拒否されまし
た。
この要求で求められた状態と矛盾する状態で
ロックを保持していた、別の DBMS で障害
が発生したため、ロック要求は認可できませ
ん。また、このサブコードは、 NOWAIT
状況にあるロックと矛盾するためにロックが
認可されない場合にも出されます。
QUIT,HELD=WORKUNIT が IRLM に発行
されると、ロックはこの状態に置かれます。
システム障害で発生したか、またはデータベ
ース・リカバリーが行われたという保証なし
で保存ロックが削除されたため、DBMS は
CLEANUP モードで操作中です。 DBMS
は、グローバル・ロック要求が待機を許され
る前に、PURGE 要求を出す必要がありま
す。
IRLM には CHANGE 要求を処理するため
の十分なストレージがありません。 IRLM
に対して識別されている他のすべてのサブシ
ステムが停止してから、 IRLM を終了さ
せ、IRLM が使用できるストレージを増やし
たうえで、IRLM を再始動させてください。
この要求には、他の DBMS とのロック交渉
が関係していたので、拒否されました。
レコード・リスト項目が利用可能ではなくな
りました。
環境エラーが、MVS のシステム・ロック・
マネージャー (SLM) に発生しました。
少なくとも 1 つの他の作業単位が、反復可
能読み取り (RR) 属性のロックを保留してい
ます。
このロック要求を依頼した作業単位が、反復
可能読み取り (RR) 属性のロックを保留して
います。
作業単位の互換性クラス・トークンを変更す
る、無効な要求が出されました。
RLPOLDCT の中の値が、この作業単位の前
のロックまたは変更要求に指定された値と一
致しませんでした。
作業単位はロックを保留していません。
指定されたリソース・ハッシュおよびリソー
ス名の値に関しては、ロックが存在しませ
ん。
単一変更要求で開始期間が指定されました
が、開始期間がそのロックの保留期間と一致
していません。ロックは変更されません。
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戻りコード

理由コード バイト 1

理由コード バイト 2

X'08'
X'04'
X'02'

X'01'

16

X'80'
X'40'
X'20'

X'10'
X'08'
X'04'

X'02'

X'01'

X'40'

X'20'
20

N/A

説明
ロックは、'fstate' によって指定された状態
で保留されていません。
リソースは、指定されたクラスの作業単位に
よってロックされていません。
ロックに対して、延期された LOCK または
CHANGE 要求が存在しています。ロックの
グループについて所有権 / 期間の変更が要
求された場合、この状態が検出される前に、
いくつかのロックが変更されていたこともあ
ります。
この要求によってロック所有権を転送しよう
としているリソースに対して、すでに宛先作
業単位 (TWU) がロックを保留しているか、
またはロックを待っています。この要求によ
り指定された他のロックの所有権 / 所要期
間変更は、この状態が検出される前に発生し
ていた可能性があります。
無効な 'tstate' が指定されています。値は 11
よりも大きくなっています。
この CLASS が無効です。 値が 31 よりも
大きくなっています。
状態別カウントのロックで有効な 'tstate' が
指定されていますが、 'fstate' はゼロになっ
ています。
STATE および TWU の両方が指定されてい
ます。
STATE が指定されていますが、TOKEN と
RNA が省略されています。
この TOKEN が無効です。 指定された所有
作業単位で保留されているロックを特定でき
ません。
リソース名の長さが無効です。 長さは、2
バイトより小さいか、32 バイトより大きい
かのいずれかです。
状態別カウントのロックとしては 'fstate' が
無効です。 値は 11 よりも大きくなってい
ます。
ターゲット作業単位が指定されたが、所有者
が指定されていないか、ターゲットと所有者
が同じです。
繰り返し読取装置が指定されたが、トークン
あるいはリソース名が与えられていません。
IRLM サービスが、利用不能です。
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IDENT 要求
戻りコード

理由コード

説明

X'80'

irlmproc で指定された、Scope=NoDiscon 識別が正常に終了しまし
た。
IRLM が、ARM 登録されました。
前の IDENT 要求からロックが保留されています。識別 DBMS
により、以前の障害から保留されている ロックは、依然として保
護状況にあります。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラーが発生しまし
た。
MVS サブシステム・インターフェース (SSI) エラーが、識別処
理中に発生しました。 IRLM を識別するようサブシステムにより
定義された 4 文字の IRLM 名が、 MVS サブシステムとして定
義されていること、および、同じ名前を持った IRLM サブシステ
ムが開始されているかを確認してください。
リカバリーの識別 (SSTYPE=RECON) が要求されましたが、この
IRLM には、この DBMS に関する情報が保持されていません。
IRLM が、IDENT 要求を処理するためのストレージが不足してい
ます。 IRLM に対して識別されている他のすべてのサブシステム
が停止してから、 IRLM を終了させ、IRLM が使用できるストレ
ージを増やしたうえで、IRLM を再始動させてください。
ロック表名が無効です。ブランクを含んでいる可能性がありま
す。
SSNAME が無効です。データ共用グループの活動 DBMS が、す
でにこの名前を使用しています。
必要な出口がありません。 TIMEOUT 出口が指定されている場合
は、TIMEV が 0 より大きい必要があります。 TIMEV がインス
トール処理で指定されています。
読み取り専用の要求は、許可されません。この DBMS には、ロ
ックが保持されています。
この要求は、単一 DB2/IRLM 規則に違反しています。
BACKUP サブシステム名のアドレスが、アクセス不能のストレー
ジを指しています。
この IRLM は、要求された機能レベルをサポートしていません。
推定原因は、この IRLM のバージョン / リリースが、このバー
ジョン / リリースの DB2 をサポートしていません。 IRLM
が、バックレベルです。
IRLM がデータ共用グループへの接続に失敗して、異常終了しま
した。接続エラーを訂正してから、IRLM をデータ共用グループ
に再接続してください。
IRLM サービスが、利用不能です。

04

X'40'
X'10'

08

X'80'
X'40'

X'04'
X'01'

16

X'80'
X'40'
X'20'

X'10'
X'08'
X'04'
X'02'

X'01'

20

N/A

LOCK 要求
戻りコード

理由コード バイト 1

04

X'80'

1500

理由コード バイト 2

説明
再始動のロックが、正常に保存ロックを再獲
得しました。
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戻りコード

理由コード バイト 1

理由コード バイト 2

X'40'
X'20'
X'10'
X'08'

X'04'
X'04'

X'02'

08

X'80'
X'40'
X'20'
X'10'

X'08'

X'04'
X'02'

X'01'

X'80'

説明
ロック修正は認可されたが、レコード・リス
ト項目が作成されませんでした。
ほかにもロックの保留元が存在しています。
ロックはすでに保留されています。
このロックは、デッドロック状態に関係して
いましたが、犠牲者として選択されてはいま
せん。
別の作業単位がロック・プライベートを保留
しています。
少なくとも 1 つの他の作業単位が、反復可
能読み取り (RR) 属性のロックを保留してい
ます。
このロック要求を依頼した作業単位が、反復
可能読み取り (RR) 属性のロックを保留して
います。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・
エラーが発生しました。
要求された状態ではロックが使用不能です。
MODE=COND が指定されました。
デッドロックまたはタイムアウトが原因で要
求が拒否されました。
この要求で求められた状態と矛盾する状態で
ロックを保持していた、別の DBMS で障害
が発生したため、ロック要求は認可できませ
ん。また、このサブコードは、 NOWAIT
状況にあるロックと矛盾するためにロックが
認可されない場合にも出されます。
QUIT,HELD=WORKUNIT が IRLM に発行
されると、ロックはこの状態に置かれます。
システム障害で発生したか、またはデータベ
ース・リカバリーが行われたという保証なし
で保存ロックが削除されたため、DBMS は
CLEANUP モードで操作中です。 DBMS
は、グローバル・ロック要求が待機を許され
る前に、PURGE 要求を出す必要がありま
す。 SYNC 要求により、LOCK 要求がキャ
ンセルされると、同じ理由コードが出ます。
別の保留元が、矛盾状態にある再始動ロック
を保留します。
この作業単位が保留できるロックの最大数を
超えました。 LOCKMAX パラメーター
が、最大値を規定します。
IRLM が LOCK 要求を処理するためのスト
レージが足りません。 IRLM に対して識別
されている他のすべてのサブシステムが停止
してから、 IRLM を終了させ、IRLM が使
用できるストレージを増やしたうえで、
IRLM を再始動させてください。
この要求には、他の DBMS とのロック交渉
が関係していたので、拒否されました。
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戻りコード

理由コード バイト 1

理由コード バイト 2

説明

X'10'

レコード・リスト項目が利用可能ではなくな
りました。
環境エラーが、MVS のシステム・ロック・
マネージャー (SLM) に発生しました。
少なくとも 1 つの他の作業単位が反復可能
読み取り (RR) 属性のロックを保留していま
す。
この要求を依頼した作業単位が反復可能読み
取り (RR) 属性のロックを保留しています。
INDOUBT 要求が指定されたが、このための
保存ロックが存在しないか、またはこれが子
リソースであるかのいずれかです。
この IRLM 内の作業単位は、すでに P ロ
ックを保持しています。 IRLM 内では、P
ロックにインタレストを保持できるのは １
つの所有作業単位だけです。
互換性クラス・トークン (CCT) を不当に変
更しようとしました。CCT (非ゼロ) に指定
されている、前のロックまたは変更要求と、
CCT を指定した最新の要求が一致しませ
ん。
この CLASS が無効です。 値が 31 よりも
大きくなっています。
この STATE が無効です。 値が 11 よりも
大きくなっています。
SCOPE が無効です。直前の要求は、リソー
スに対して、異なる SCOPE を定義してい
ました。
TOKEN または PARENT TOKEN が無効で
す。
リソース名 (RNA) の長さが無効です。指定
された値が 2 バイトよりも小さいか、32 バ
イトを超えているかのいずれかです。
無効な保持状態が指定されました。保持状態
が、要求された状態より大きいです。ロック
が認可されて、保持される場合には、他の保
留元との矛盾する状態に置かれる可能性があ
ります。
TYPE=SINGLE ロック要求が指定されまし
たが、

X'08'
X'04'

X'02'
12

X'80'

X'80'

|
|
|
|
|

X'40'

16

X'40'
X'20'
X'08'

X'04'
X'02'

X'01'

X'0080'

v P ロックではない、または
v 互換性クラス・トークンも同時に指定さ
れたか、または
20

1502

N/A

v 親も指定された、のいずれかです。
IRLM サービスが、利用不能です。
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NOTIFY 要求
戻りコード

理由コード

説明

04

X'80'
X'40'

非同期要求が受け入れられました。
受信側が、戻りコードの追加情報をリクエスターに返
しました。
選択的通知要求が行われましたが、この要求を受け取
る正当な資格を持つ DBMS がありませんでした。
ロックを保留している 1 つまたは複数の DBMS に障
害があったため、通知できませんでした。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラーが
発生しました。
IRLM が NOTIFY 要求を処理するためのストレージが
足りません。 IRLM に対して識別されている他のすべ
てのサブシステムが停止してから、 IRLM を終了さ
せ、IRLM が使用できるストレージを増やしたうえ
で、IRLM を再始動させてください。
NOTIFY 要求が sync によって除去されました。
ロックは、指定された所有作業単位がロックを保留し
ていません。
指定されたリソース・ハッシュおよびリソース名の値
に関しては、ロックが存在しません。
ターゲット DBMS 名が、IRLM に知られていません。
メッセージ域アドレスが無効です。
メッセージの長さがゼロです。
この TOKEN が無効です。
無効なリソース名が指定されました。 長さは、2 バイ
トより小さいか、32 バイトより大きいかのいずれかで
す。
IRLM サービスが、利用不能です。

X'20'
X'02'
08

X'80'
X'01'

12

X'08'
X'40'
X'20'

16

20

X'10'
X'80'
X'08'
X'04'
X'02'

N/A

PLEXIT 要求
戻りコード

理由コード

説明

4

X'80'
X'40'
X'80'

P ロック出口がすでに使用可能になっていました。
P ロック出口がすでに使用不能になっていました。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラーが
発生しました。
IRLM が PLEXIT 要求を処理するためのストレージ
が足りません。 IRLM に対して識別されている他の
すべてのサブシステムが停止してから、 IRLM を終
了させ、IRLM が使用できるストレージを増やしたう
えで、IRLM を再始動させてください。
P ロック出口が，IDENTIFY の時に定義されていませ
んでした。
IRLM サービスが、利用不能です。

8

X'01'

12

X'40'

20

N/A
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PURGE 除去
戻りコード

理由コード

説明

04

X'10'
X'08'
X'80'

ロックがすでに解除されています。
PURGE 要求カウントが減りました。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラー
が発生しました。
IRLM が PURGE 要求を処理するためのストレージ
が足りません。 IRLM に対して識別されている他の
すべてのサブシステムが停止してから、 IRLM を終
了させ、IRLM が使用できるストレージを増やした
うえで、IRLM を再始動させてください。
PURGE TYPE=TAKEOVER が出されましたが、リク
エスターは対応する TAKEOVER 要求を出しません
でした。
PURGE TYPE=SFAIL が出されましたが、この
IRLM はまだデータ共用グループの一部です。
IRLM は、データ共用グループの一部である時は、
システム障害状態になり得ません。このコードは、
IMS がグループ内の状況に関する無効な情報をもっ
ていることを示します。
PURGE-BY-WORK-UNIT が発行されたが、所有作業
単位が指定されていません。
PURGE-BY-WORK-UNIT が発行されたが、すべての
メンバーにはサポートされていません。
GENERIC PURGE 要求がなされたが、リソース名が
ゼロか、または名前の長さが範囲外になっていま
す。
IRLM サービスが、利用不能です。

08

X'01'

12

X'80'

X'40'

X'20'
X'10'
16

X'01'

20

N/A

QUERY 要求
戻りコード

理由コード

説明

04

X'80'

指定されたパラメーターの基準に適合する情報が存
在しません。
QUERY 要求は、要求されたデータ全部を入れるの
に十分な大きさの区域を指定していません。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラー
が発生しました。
IRLM が QUERY 要求を処理するためのストレージ
が足りません。 IRLM に対して識別されている他の
すべてのサブシステムが停止してから、 IRLM を終
了させ、IRLM が使用できるストレージを増やした
うえで、IRLM を再始動させてください。
AREA アドレスが、無効かまたはゼロです。
無効な連結トークンが指定されました。
AREA の長さが無効です。 AREA の長さは、4 よ
りも小です。

X'01'
08

X'80'
X'01'

16

1504

X'80'
X'40'
X'08'
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戻りコード

理由コード

説明

X'04'

この TOKEN が無効です。 TOKEN の値が既存のロ
ックに対応していないか、このロックが指定の作業
単位によって保留されていないかの、いずれかで
す。
リソース名の長さが無効です。 指定された値が 2
バイトよりも小さいか、32 バイトを超えているかの
いずれかです。
DATA=RETAIN パラメーターが無効です。
SCOPE=WU、OWU、または TOKEN が指定されて
いました。
IRLM サービスが、利用不能です。

X'02'

X'01'

20

N/A

QUIT 要求
戻りコード

理由コード

説明

04
08

X'10'
X'80'

修正ロックが保持されています。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラー
が発生しました。
IRLM が QUIT 要求を処理するためのストレージが
足りません。 IRLM に対して識別されている他の
すべてのサブシステムが停止してから、 IRLM を
終了させ、IRLM が使用できるストレージを増やし
たうえで、IRLM を再始動させてください。
HELD=WORKUNIT 要求で指定された所有作業単位
(OWU) が、見つかりませんでした。
所有作業単位 (OWU) パラメーターが、
HELD=WORKUNIT 要求に指定されていませんでし
た。
QUIT HELD=RETAIN 要求は、すでに処理されまし
た。
この IRLM は、この DBMS を認識していません。
QUIT HELD=RELEASE が既にプロセスされたか、
または DBMS が一度も IRLM に識別されていませ
ん。
IRLM サービスが、利用不能です。

X'01'

12

X'80'
X'40'

X'20'
X'10'

20

N/A

RETLOCK 要求
戻りコード

理由コード

説明

04

X'80'

このリソースには、この DBMS による保存ロック
がすでに存在しています。
当該リソースの保存ロックは、すでに異なる状態で
存在します。状態がマージされ、結果の状態が、既
存の保存ロックの更新に使用されました。
要求に指定されている DBMS 名は、ゼロまたはブ
ランクです。

X'40'

16

X'80'
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戻りコード

理由コード

説明

4

40

このリソースには、この DBMS による保存ロック
がすでに存在していて、 REQUEST された保存ロ
ックの状態が、現行の保存ロックと同じではありま
せん。

STAT 要求
戻りコード

理由コード

説明

8

X'80'

この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラーが
発生しました。
IRLM が STAT 要求を処理するためのストレージが足
りません。 IRLM に対して識別されている他のすべて
のサブシステムが停止してから、 IRLM を終了させ、
IRLM が使用できるストレージを増やしたうえで、
IRLM を再始動させてください。
SSNAME は、この IRLM に対して識別されていない
サブシステムを指定しました。
AREA アドレスが、無効かまたはゼロです。
AREA の長さが無効です。
IRLM サービスが、利用不能です。

X'01'

12

X'80'

16

X'80'
X'08'
N/A

20

SYNC 要求
戻りコード

理由コード

説明

8

X'80'

4

X'08'

この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラー
が発生しました。
少なくとも一つの要求が、取り消し基準に合致し、
IRML により取り消されました。
IRLM が SYNC 要求を処理するためのストレージ
が足りません。 IRLM に対して識別されている他
のすべてのサブシステムが停止してから、 IRLM
を終了させ、IRLM が使用できるストレージを増や
したうえで、IRLM を再始動させてください。
CANCEL=YES が指定されましたが、作業単位はロ
ックを保留していません。
呼び出し元は、RESUME=NO を指定したが、取り
消すべき要求の TAGET RLPL を与えていませんで
した。
作業単位が見つかりませんでした。
IRLM サービスが、利用不能です。

X'01'

12

X'80'
X'40'

14
20

1506

X'10'
N/A
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TAKEOVER 要求
戻りコード

理由コード

説明

00

N/A

04

X'80'

08

X'80'

N/A

この IRLM、または PTB 通信中の IRLM いずれか
に対して識別されている DBMS について、引き継ぎ
が正常に完了しました。ロックの再始動を要求する
ことができます。
この IRLM に認識されていない DBMS について、
引き継ぎが正常に完了しました。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラー
が発生しました。
IRLM が TAKEOVER 要求を処理するためのストレ
ージが足りません。 IRLM に対して識別されている
他のすべてのサブシステムが停止してから、 IRLM
を終了させ、IRLM が使用できるストレージを増や
したうえで、IRLM を再始動させてください。
この要求を出した DBMS が、代替 DBMS として識
別されませんでした。
引き継がれる DBMS 自体が、代替 DBMS として識
別されたか、または別の DBMS がすでに引き継ぎ要
求を出しました。
IRLM サービスが、利用不能です。

戻りコード

理由コード

説明

04

X'80'

1 つまたは複数のロックが保留されています。ロッ
クの幾つかは、一般リソース仕様を満たしていませ
ん。
他のロックが、他の状態で保留されています。これ
は、状態別カウント・ロックにのみ適用されます。
IRLM は、子ロックが存在しているため、1 つまた
は複数の親ロックを解除できません。
ロックが解除されません。
作業単位が他のクラスのロックを保留しています。
アンロックで指定された期間がロックの期間より短
かったため、ロックを解除できません。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラー
が発生しました。
P ロック条件付き要求が、保留リソース・ラッチを
待機させられた可能性があります。リソース・ラッ
チは、進行中 P ロック折衝または Latch 要求を伴う
Notify により、保留された可能性があります。
IRLM が UNLOCK 要求を処理するためのストレー
ジが足りません。 IRLM に対して識別されている他
のすべてのサブシステムが停止してから、 IRLM を
終了させ、IRLM が使用できるストレージを増やし
たうえで、IRLM を再始動させてください。
作業単位はロックを保留していません。

X'01'

12

X'80'
X'40'

20

UNLOCK 要求

X'20'
X'10'
X'08'
X'04'
X'02'
08

X'80'
X'40'

X'01'

12

X'40'
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戻りコード

理由コード

説明

X'20'

N/A

指定されたリソース・ハッシュおよびリソース名の
値に関しては、ロックが存在しません。
IRLM は、子ロックが存在しているため、1 つまた
は複数の親ロックを解除できません。
ロックが指定された STATE で保留されていませ
ん。
ロックが指定されたクラスで保留されていません。
この CLASS が無効です。 値が 31 よりも大きくな
っています。
この STATE が無効です。 値は 11 よりも大きくな
っています。
所有作業単位 (OWU) パラメーターが指定されてい
ません。
この TOKEN が無効です。
リソース名 (RNA) の長さが無効です。指定された値
が 2 バイトよりも小さいか、32 バイトを超えてい
るかのいずれかです。
TYPE=GENERIC が指定されましたが、リソース名
(RNA) は指定されていません。
IRLM サービスが、利用不能です。

戻りコード

理由コード

説明

00

X'80'

VERIFY リストの少なくとも 1 つの項目が IRLM
に対して認識されませんでした。
IRLM は VERIFY リストの少なくとも 1 つの項目
を認識しましたが、その項目には一致する DBRC
RECON 状況がありません。
この要求の処理中に、回復不能なシステム・エラー
が発生しました。
IRLM が VERIFY 要求を処理するためのストレージ
が足りません。 IRLM に対して識別されている他の
すべてのサブシステムが停止してから、 IRLM を終
了させ、IRLM が使用できるストレージを増やした
うえで、IRLM を再始動させてください。
VERIFY SSNAREA 区域アドレスが無効です。
IRLM サービスが、利用不能です。

X'10'
X'08'
X'04'
X'40'

16

X'20'
X'10'
X'04'
X'02'

X'01'
20

VERIFY 要求

X'40'

08

X'80'
X'01'

16
20
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X'80'
N/A
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第 60 章 IRLM 異常終了理由コード
2017

2020

説明: これは内部エラーです。データベース管理システ
ム (DBMS) からの要求による IRLM 処理が失敗しまし
た。 IRLM は、エラー ID を含むコンソール・メッセ
ージ DXR123E を出します。

説明: MVS オペレーターが IRLM の異常終了を要求
しました。 IRLM は、メッセージ DXR124E をコンソ
ールに出します。
システムの処置: IRLM は異常終了します。 NODUMP
パラメーターがコマンドにない場合には、SDUMP が要
求されます。

システムの処置: IRLM は異常終了します。 IRLM ア
ドレス・スペースの SDUMP が要求されます。
システム・プログラマーの応答: SDUMP を入手してメ
ッセージのエラー ID を調べてください。 IBM サポー
ト・センターに連絡して、問題判別の支援を得てくださ
い。

システム・プログラマーの応答: SDUMP は、IRLM の
状況を示します。
2022

問題判別: 問題は、通常は IRLM コード内のプログラ
ム・チェックです。ダンプの表題には、モジュール名お
よび ABEND が出されたモジュールへのオフセットが
含まれています。

説明: これは内部エラーです。 IRLM は、そのサブタ
スクの 1 つが異常終了したために、この異常終了を出
します。 IRLM はメッセージ DXR122E をコンソール
に出します。

2018

システムの処置: IRLM は異常終了します。 IRLM ア
ドレス・スペースの SDUMP が要求されます。

説明: IRLM 初期設定中に、回復不能エラーが発生しま
した。 IRLM は、エラー・コードを含むコンソール・
メッセージ DXR116E を出します。

システム・プログラマーの応答: SDUMP を入手してか
ら、IBM サポート・センターに連絡して、問題判別の
支援を得てください。

システムの処置: IRLM は異常終了します。あるエラ
ー・コードについては、IRLM アドレス・スペースの
SDUMP が要求されます。
システム・プログラマーの応答: メッセージ DXR116E
にあるエラー・コードを分析して、この障害の理由を判
別してください。問題を解決できない場合は、IBM サ
ポート・センターへ連絡してください。

問題判別: ダンプの表題には、モジュール名および
ABEND が出されたモジュールへのオフセットが含まれ
ています。
2023

|
|
|
|
|
|
|

説明: 論理エラー、サブシステム定義エラー、または
IRLM が処理を続行するために実行しなければならない
MVS サービスのエラーにより、IRLM がストレージ不
足状態になりました。エラーを識別するためにコンソー
ルに IRLM メッセージ DXR175E が出され、異常終了
を記述する DXR122E メッセージがその後に表示されま
す。

システムの処置: IRLM は異常終了します。 IRLM ア
ドレス・スペースの SDUMP が要求されます。

|
|

システムの処置: IRLM は異常終了します。 IRLM ア
ドレス・スペースの SDUMP が要求され、廃棄または
抑止されないかぎり出されます。

システム・プログラマーの応答: SDUMP を入手してか
ら、IBM サポート・センターに連絡して、問題判別の
支援を得てください。

| システム・プログラマーの応答: メッセージ DXR175E
| の情報から、どのストレージがエラーになっているの
| か、またその原因は何かを判別してください。必要なら

2019
説明: これは内部エラーです。 IRLM が、破棄済みの
ストレージ・プールまたは無効な要求を検出しました。
IRLM はメッセージ DXR122E をコンソールに出しま
す。

問題判別: ダンプの表題には、モジュール名および
ABEND が出されたモジュールへのオフセットが含まれ
ています。
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ば、SDUMP を入手して IBM サポート・センターに連
絡し、問題判別の支援を得てください。
問題判別: ダンプの表題には、モジュール名および
ABEND が出されたモジュールへのオフセットが含まれ
ています。

1509

2024
ドレス・スペースの SDUMP が要求されます。

2024
説明: これは内部エラーです。データベース管理システ
ム (DBMS) のパラメーター・リストが無効です。
システムの処置: 要求を出した DBMS が、ユーザー異
常終了 2024 を出して異常終了します。 IRLM の処理
は続行されます。

システム・プログラマーの応答: SDUMP を入手してか
ら、IBM サポート・センターに連絡して、問題判別の
支援を得てください。
問題判別: ダンプの表題には、モジュール名および
ABEND が出されたモジュールへのオフセットが含まれ
ています。

システム・プログラマーの応答: 要求を出した DBMS
のダンプを入手してから、 IBM サポート・センターに
連絡して、支援を得てください。
2025
説明: これは内部エラーです。 MVS に対する IRLM
の要求が、予期しない理由コードで失敗しました。
IRLM は、障害を示す戻りコードと理由コードを含むメ
ッセージ DXR139E をコンソールに出します。メッセー
ジ DXR122I も発行されます。
システムの処置: IRLM は異常終了します。 IRLM ア
ドレス・スペースの SDUMP が要求されます。
システム・プログラマーの応答: SDUMP を入手してか
ら、IBM サポート・センターに連絡して、問題判別の
支援を得てください。
問題判別: ダンプの表題には、モジュール名および
ABEND が出されたモジュールへのオフセットが含まれ
ています。
2027
説明: これは内部エラーです。 IRLM は、その処理ま
たはローカル・ロック構造体のどちらかで、論理矛盾を
検出しましした。 IRLM は、メッセージ DXR122E を
コンソールに出します。
システムの処置: IRLM は異常終了します。 IRLM ア
ドレス・スペースの SDUMP が要求されます。
システム・プログラマーの応答: SDUMP を入手してか
ら、IBM サポート・センターに連絡して、問題判別の
支援を得てください。
問題判別: ダンプの表題には、モジュール名および
ABEND が出されたモジュールへのオフセットが含まれ
ています。
2031
説明: これは内部エラーです。以前のエラーのため、
IRLM は MVS が IRLM アドレス・スペースを終了さ
せるように要求しました。 IRLM はメッセージ
DXR122E をコンソールに出します。
システムの処置:

1510

IRLM は異常終了します。 IRLM ア
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第 61 章 SNA センス・コード
このセクションでは、 LU6.2 会話でエラーが検出されたときに DB2 プロダクトによって出される SNA
センス・コードについて説明します。 また、 DB2 によっては出されませんが、ユーザーが診断するうえ
でしばしば問題となる、いくつかの SNA センス・コードも含めています。
本書で説明していない SNA センス・コードは数多くあります。本書に記載されていない SNA センス・コ
ードについては、SNA Formats を参照してください。
080F6051
説明: SNA FMH5 に含まれるセキュリティー情報をリ
モート・システムが受け入れなかったために、 VTAM
LU6.2 を割り振ろうとする試みが失敗しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLAGNT

DSNLTACC

DSNLTEXC

DSNLVPF5

システムの処置: リモート・データベース・リソースに
アクセスする試みは失敗し、アプリケーションに障害が
報告されます。
DSNL032I メッセージがコンソールに出ていることがあ
ります。詳細については、このメッセージの説明を参照
してください。
ユーザーの処置:
ださい。

通信データベース管理者に通知してく

システム・プログラマーの応答: リモート・システムが
DB2 サブシステムである場合、セキュリティー障害の
原因については、リモート・システムの DSNL030I メ
ッセージを参照してください。 また、セキュリティー
障害を記述する ALERT が NetView に記録されます
(NetView プロダクトが使用可能である場合)。
リモート・システムが DB2 サブシステムでない場合
は、リモート・システムのセキュリティー障害に関する
診断情報を入手してください。
以下の項目をそれぞれ検査してください。
v 許可 ID および PASSWORD を LU6.2 ALLOCATE
要求でリモート・システムに送ろうとする場合には、
ローカル DB2 システムでの SYSIBM.LUNAMES 表
の USERNAMES 列で、 'O' または 'B' のいずれかを
指定しなければなりません。
v LU6.2 ALLOCATE 要求で送られる許可 ID および
PASSWORD は、 SYSIBM.USERNAMES 表に正しく
指定されていなければなりません。

v 許可 ID を変換しようとする場合には、
SYSIBM.USERNAMES 表の NEWAUTHID 列は、リ
モート・システムで使用される許可 ID でなければな
りません。
v パスワード暗号化 (SYSIBM.LUNAMES 表での
ENCRYPTPSWDS='Y') が用いられる場合には、リモ
ート・システムは DB2 システムでなければなりませ
ん。
SYSIBM.LUNAMES 表の ENCRYPTPSWDS 列が、ロ
ーカルおよびリモートの DB2 サブシステムの両方で
正しく設定されていなければなりません。
v 正しいパスワードがリモート・システムに対してセッ
トされているかどうか。
1. 暗号化されたパスワードについては、リモート
DB2 サブシステムに送られるパスワードは、
SYSIBM.USERNAMES の NEWAUTHID 列にある
許可 ID のローカル・セキュリティー・サブシス
テムからパスワードを抽出することによって得ら
れます。
2. パスワード暗号化が用いられていない場合、パス
ワードは SYSIBM.USERNAMES 表の
PASSWORD 列からとられます。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、
58、 59、 83。
080F6052
説明: VTAM LU6.2 会話の割り振りが失敗しました。
LU6.2 アーキテクチャーが必要とする形式設定が FMH5
のセキュリティー・サブフィールドに行われていなかっ
たためです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLAGNT、DSNLVPF5。
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスが失敗し、障害が SQL アプリケーションに
報告されます。
プログラマーの応答: クライアント・システムの管理者
に連絡してください。クライアント・システムにソフト
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080FFF00
ウェアの障害がある場合があります。
080FFF00
説明: VTAM LU6.2 会話の割り振りが失敗しました。
サーバーに提供されたパスワードが期限切れであったた
めです。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLAGNT、DSNLVPF5。
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスが失敗し、障害が SQL アプリケーションに
報告されます。
プログラマーの応答: リモート・データベース・サーバ
ーでパスワードを変更してください。パスワードが期限
切れでなくなります。
問題判別: パスワードの更新によって問題が訂正されな
い場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、83、
59、58。
080FFF01
説明: VTAM LU6.2 会話の割り振りが失敗しました。
サーバーに提供されたパスワードが誤っていたためで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLAGNT、DSNLVPF5。
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスが失敗し、障害が SQL アプリケーションに
報告されます。
ユーザーの処置:
てください。

接続要求で正しいパスワードを提供し

問題判別: 正しいパスワードを提供しても問題が修正さ
れない場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』に
リストされている次の診断項目を集めてください。 1、
83、 59、58。

絡して、ユーザー ID を再活動化してください。
問題判別: ユーザー ID を再活動化しても問題が訂正
されない場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』
にリストされている次の診断項目を集めてください。
1、83、 59、58。
080FFF03
説明: VTAM LU6.2 会話の割り振りが失敗しました。
サーバーに提供されたユーザー ID が無効であったため
です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLAGNT、DSNLVPF5。
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスが失敗し、障害が SQL アプリケーションに
報告されます。
ユーザーの処置: 接続要求で有効なユーザー ID を提
供してください。
問題判別: ユーザー ID を変更しても問題が訂正され
ない場合は、 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリ
ストされている次の診断項目を集めてください。 1、
58、59、 83。
080FFF04
説明: VTAM LU6.2 会話の割り振りが失敗しました。
ユーザー ID が接続要求内に存在していなかったためで
す。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLAGNT、DSNLVPF5。
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスが失敗し、障害が SQL アプリケーションに
報告されます。
プログラマーの応答: クライアント・システムの管理者
に連絡してください。クライアントは、接続要求上にユ
ーザー ID を含むように構成しなければなりません。

080FFF02

080FFF05

説明: VTAM LU6.2 会話の割り振りが失敗しました。
要求で指定されたユーザー ID がサーバー・システムで
取り消されたためです。

説明: VTAM LU6.2 会話の割り振りが失敗しました。
パスワードが接続要求で提供されなかったためです。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLAGNT、DSNLVPF5。
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスが失敗し、障害が SQL アプリケーションに
報告されます。
ユーザーの処置:
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サーバーのセキュリティー管理者に連

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLAGNT、DSNLVPF5。
システムの処置: リモート・データベース・リソースへ
のアクセスが失敗し、障害が SQL アプリケーションに
報告されます。
プログラマーの応答: クライアント・システムの管理者
に連絡してください。クライアントは、接続要求でパス
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ワードを送信するように構成しなければなりません。
これは、LU6.2 内で ALLOCATE verb の
SECURITY=PGM として認識されます。

084B6031
説明: リソースが不足しているために、VTAM LU6.2
会話が終了しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

08120000
説明: リソースが不足しているために、VTAM LU6.2
会話が終了しました。

DSNLAGNT

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。

システムの処置: LU6.2 会話は終了します。

DSNLAGNT

ユーザーの処置: システム・プログラマーに通知してく
ださい。

DSNLTACC

DSNLTEXC

システムの処置:

LU6.2 会話は終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: このセンス・コードを
出しているシステムが DB2 サブシステムである場合、
障害の原因については、DB2 サイトでの DSNL030I メ
ッセージを参照してください。
リモート・システムが DB2 サブシステムでない場合に
は、リモート・システムでのリソース不足に関する診断
情報を入手してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

DSNLTACC

DSNLTEXC

システム・プログラマーの応答: このセンス・コードを
出しているサーバー・システムが DB2 システムである
場合は、 DB2 システムでの DSNL030I メッセージを参
照して、障害の原因を調べてください。
リモート・システムが DB2 サブシステムでない場合に
は、リモート・システムでのリソース不足に関する診断
情報を入手してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
08570008
説明: 要求の処理に必要な LU セッションがアクティ
ブでないため、 VTAM LU6.2 会話は許可されません。

084B0000

このセンス・コードは、次の CSECT によって出されま
す。DSNLVRPL

説明: リソースが不足しているために、VTAM LU6.2
会話が終了しました。

システムの処置: LU6.2 会話は終了します。

この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVRPL

ユーザーの処置: ネットワークの障害について、システ
ム・プログラマーに通知してください。

システムの処置:

LU6.2 会話は終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: このセンス・コードを
出しているサーバー・システムが DB2 サブシステムで
ある場合は、 DDF が始動していることを確認してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: このセンス・コードを
出しているシステムが DB2 システムである場合、障害
の原因については DB2 システムでの DSNL500I メッセ
ージを参照してください。

リモート・システムが DB2 サブシステムでない場合
は、リモート・システムにある非アクティブな LU に関
する診断情報を入手してください。

リモート・システムが DB2 サブシステムでない場合に
は、リモート・システムでのリソース不足に関する診断
情報を入手してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
08640000
説明: LU6.2 会話を終了させるために DEALLOCATE
TYPE(ABEND_PROG) verb が出されました。これは、
分散データベースの処理中にリカバリー不能エラーが検
出された場合に起こります。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
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08640001 • 10086011
れます。

08640002

DSNLAGNT
DSNLCTRC

DSNLCDCN
DSNLTACC

DSNLCRTD
DSNLTEXC

DSNLCSIM
DSNLVPF5

システムの処置: LU6.2 会話を異常終了させる必要の
あるエラーが検出されました。この会話は、
DEALLOCATE TYPE(ABEND_PROG) を使用して終了
され、このことはリモート・システムでは通信エラーと
して検出されます。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: DEALLOCATE
TYPE(ABEND_PROG) を出した側のシステムでメッセー
ジまたは SVC ダンプを探してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。
08640001
説明: LU6.2 会話を終了させるために、DEALLOCATE
TYPE(ABEND_SVC) verb が出されました。これが発生
するのは、リモート・システムで分散データベース要求
を満足させようとしていたときに、リカバリー不能なエ
ラーが検出された場合です。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。
DSNLVRQX

DSNLVRWX

DSNLVXAN

システムの処置: LU6.2 会話を異常終了させる必要の
あるエラーが検出されました。この会話は、
DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC) を使用して終了さ
れ、このことはリモート・システムでは通信エラーとし
て検出されます。
ユーザーの処置: DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC)
を出しているシステムが DB2 サブシステムである場
合、その DB2 システムは分散データ機能 (DDF) を停
止しているところです。そのシステムで DDF が再始動
された後で、要求を再試行する必要があります。
システム・プログラマーの応答: DEALLOCATE
TYPE(ABEND_SVC) を出しているシステムが停止して
いない場合は、会話が終了する原因となったシステムで
メッセージまたは SVC ダンプを捜してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1。

説明: SNA ABEND_TIMER を示して、SNA 会話が終
了しました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVDDC
システムの処置: 作業単位の調整プログラムとの通信が
失敗し、コミット / 打ち切りの決定がまだ受信されてい
ない場合、 DB2 は、X'08640002' の SNA センス・コ
ードを使用して、この作業単位に関連する他のすべての
LU との会話を終了させます。これにより、2 フェー
ズ・コミットの通信障害が起こったことが、この作業単
位の他の LU に通知されます。 この作業単位に関連す
るすべての LU はまだ、この作業単位の結果を判別する
ことができます。というのは、DB2 またはリモート・
システムのいずれかが SNA 再同期プロトコルを実行し
て、この作業単位に関する調整プログラムの決定 (コミ
ットまたは打ち切り) を判別するからです。
システム・プログラマーの応答: アクションは不要で
す。
10086011
説明: リモート・システムから受け取られたデータの中
で無効な LUWID 値が検出されました。リモート・シス
テムがアプリケーション指示アクセスを使用して要求を
送信している場合は、データの最初の部分に、SNA
FMH5 ヘッダーが含まれています。このヘッダーに無効
な LUWID が入っています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVPF5
システムの処置:
ます。

APPC 会話を割り振る試みは拒否され

DSNL032I メッセージがコンソールに出ていることがあ
ります。詳細については、このメッセージの説明を参照
してください。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: アプリケーション指示
アクセスを使用しているときは、リモート・システムで
は有効な LUWID 値を送信しなければなりません。
この要求を出したリモート・システムが、本当にアプリ
ケーション指示アクセスを使用して会話を開始しようと
しているのかどうかを調べてください。 リモート・シ
ステムが誤ってトランザクション・プログラム名 (TPN)
を使用して、DB2 との会話を開始しようとした可能性
があります。
リモート・システムが、アプリケーション指示アクセス
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10086021
を使用して会話を開始しようとしている場合は、リモー
ト・システムのサポート・グループに連絡をとり、なぜ
無効な LUWID が伝送されたのかを判別してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、
58、 59、 83。
10086021
説明: リモート・システムが、不明のトランザクショ
ン・プログラム名 (TPN) を指定した要求を送りまし
た。要求の最初のメッセージに、使用すべき TPN を指
定する SNA FMH5 ヘッダーが含まれています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVPF5
システムの処置:
ます。

APPC 会話を割り振る試みは拒否され

DSNL032I メッセージがコンソールに出ていることがあ
ります。詳細については、このメッセージの説明を参照
してください。
ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: このエラーは、通常、
以下のエラーのうちのいずれか 1 つが原因で起こりま
す。
v アプリケーションが誤って LU6.2 ALLOCATE 要求
を DB2 に経路指定すると、DB2 は、このセンス・
コードをリモート・システムのアプリケーションに戻
します。ほとんどの場合は、リモート・システムが、
LU6.2 ALLOCATE verb で間違ったパートナー LU
名 (DB2 の LU 名) を選択しています。
v DB2 サーバーが、DRDA 要求側から無効なトランザ
クション・プログラム名 (TPN) を受け取りました。
DB2 が有効だと見なす DRDA TPN は、X'07F6C4C2'
だけです。
v DB2 がリモート・システムからこのセンス・コード
を受け取る場合には、以下のうちいずれか 1 つが原
因である可能性があります。
1. アプリケーション指示アクセスが使用されていま
すが、リモート・システムがアプリケーション指
示アクセスをサポートしません。これは、リモー
ト・システムが、アプリケーション指示アクセス
をサポートしない DB2 第 2 版リリース 2 であ
る場合に起こることがあります。
2. システム指示アクセスが使用されている場合は、
リモート・システムが別の DB2 システムでない
と、リモート・システムはこのセンス・コードを
出します。システム指示アクセスは、DB2 サブシ

ステム相互間でしかサポートされません。他のシ
ステムはこの機能をサポートしません。
3. SYSIBM.LOCATIONS 表に、意図された宛先に対
する正しい LUNAME 値が指定されていません。
この結果、VTAM はユーザー要求を、間違ったシ
ステム (おそらく分散データベース機能をサポー
トしないシステム) に経路指定します。
4. リモート・システムは分散 2 フェーズ・コミッ
ト・プロトコルをサポートしませんが、リモート
LU に関する VTAM APPL 定義で、2 フェーズ・
コミット・プロトコルがサポートされることが指
定されています。 リモート・システムが DB2 第
2 版システムであり、その VTAM APPL 定義に
SYNCLVL=SYNCPOINT が定義されていると、こ
れが起こります。 DB2 第 2 版システムの場合
は、分散 2 フェーズ・コミット・プロトコルがサ
ポートされないので、 VTAM APPL 定義ステー
トメントでは SYNCLVL=CONFIRM (デフォルト
値) を指定しなければなりません。
障害の原因が上記のいずれでもない場合は、リモート・
システムのサポート・グループに連絡をとり、なぜ無効
な TPN が伝送されたのかを判別してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、
58、 59、 83。
10086031
説明: リモート・システムが、システム指示アクセスを
使用した要求を拒否しました。要求の SNA FMH-5 ヘ
ッダーの中に、プログラム初期設定パラメーター (PIP)
が含まれていたためです。このエラーは、リモート・シ
ステムが別の DB2 サブシステムではないことを示して
います。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。なし
システムの処置: APPC 会話を割り振る試みは拒否され
ます。
ユーザーの処置: 失敗した SQL ステートメントに、以
下のいずれかの SQL オブジェクトが指定されていま
す。
リモート・オブジェクトの ALIAS
リモート・オブジェクトを示す 3 つの部分からなる
名前
このアクセス方式は、リモート・オブジェクトが別の
DB2 サブシステムに置かれている場合にしか使用でき
ません。
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リモート・オブジェクトが異なるリレーショナル・デー
タベース・システムに置かれている場合は、アプリケー
ション指示アクセスを使用してリモート・オブジェクト
にアクセスしなければなりません。
システム・プログラマーの応答: 会話を開始しようとし
たときに DB2 がこのセンス・コードを受け取った場合
は、おそらく SYSIBM.LOCATIONS 表に、失敗したシ
ステムに関する間違った LUNAME 値が含まれていま
す。間違った LUNAME を指定すると、VTAM は要求
を間違ったネットワーク宛先に経路指定します。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、58、
59。

説明: 指定されたトランザクション・プログラム名
(TPN) と一致しない APPC 会話タイプ (MAPPED また
は BASIC) を要求する、SNA FMH5 が受け取られまし
た。
APPC 会話を割り振る試みは拒否され

DSNL032I メッセージがコンソールに出ていることがあ
ります。詳細については、このメッセージの説明を参照
してください。
ユーザーの処置:
ださい。

説明: 指定されたトランザクション・プログラム名
(TPN) と一致しない SYNC_LEVEL を要求する、SNA
FMH5 が受け取られました。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。 DSNLVPF5
システムの処置:
ます。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答:
でなければなりません。

会話タイプは BASIC

DB2 がこのセンス・コードをリモート・システムに送
信した場合は、おそらく、APPC アプリケーションで誤
って APPC ALLOCATE 要求を DB2 に経路指定してい
ます。
DB2 がリモート・システムからこのセンス・コードを
受信した場合は、DB2 の SYSIBM.LOCATIONS 表に、
失敗した LOCATION に対して間違った LUNAME 値
が指定されている可能性があります。この結果、VTAM
が要求を、間違った宛先 (このようにしてフラグが立て
られる可能性のある宛先) に経路指定しています。
障害の原因が上記のいずれでもない場合は、リモート・
システムのサポート・グループに連絡をとり、なぜ会話
タイプが誤って送信されたかを判別してください。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、
58、 59、 83。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: SYNC_LEVEL は、
NONE でなければなりません。
DB2 がこのセンス・コードを送信する場合は、これ
は、通常、 APPC ALLOCATE 要求を誤ってDB2 に経
路指定した APPC アプリケーションが原因で起こりま
す。
DB2 がこのセンス・コードを受け取る場合は、 DB2
SYSIBM.LOCATIONS 表におそらく、失敗した
LOCATION の間違った LUNAME 値が入っています。
この結果、VTAM が要求を、間違った宛先 (このように
してフラグが立てられる可能性のある宛先) に経路指定
しています。
障害の原因が上記のいずれでもない場合は、リモート・
システムのサポート・グループに連絡をとり、なぜ
SYNC_LEVEL が誤って送信されたのかを判別してくだ
さい。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』 にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、
58、 59、 83。
800A0000
説明: 分散データベース・メッセージが、ネットワーク
を通じて送信されている間に切り捨てられました。デー
タが送信されるときは、通信管理者によって指定された
SNA RU サイズに基づいて、データはより小さい部分
に分割されます。このエラーは、ネットワーク内の 1
つまたは複数の装置が、選択された RU サイズに指定
されたサイズのメッセージを受け入れることができなか
ったことを示しています。
この異常終了理由コードは、次の CSECT によって出さ
れます。なし
システムの処置:
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APPC 会話を割り振る試みは拒否され

DSNL032I メッセージがコンソールに出ていることがあ
ります。詳細については、このメッセージの説明を参照
してください。
ユーザーの処置:
ださい。

10086034

システムの処置:
ます。

10086041
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会話は終了します。

ユーザーの処置:
ださい。

システム・プログラマーに通知してく

システム・プログラマーの応答: この失敗が起こった宛
先へと流れたデータに、データを経路指定するのに用い
られたネットワーク接続にとっては大きすぎる RU サ
イズが指定されていました。 以下のいずれかの処置を
とってください。
1. パスに沿ったネットワーク接続を、送信される最大
の PIU (PIU はユーザーが指定する RU サイズより
29 バイト長い) をサポートするように変更しなけれ
ばなりません。
VTAM チャネル間接続については、この機能を制御
するのに VTAM LINE ステートメントの
MAXBFRU パラメーターを使用します。
MAXBFRU は、チャネルを通じてデータを渡すのに
使用される 4KB バッファーの数を指定します。
PIU には 29 バイトのヘッダーが含まれているの
で、4096 の RU サイズをサポートするためには、
MAXBFRU は少なくとも 2 でなければなりませ
ん。
NCP への接続の場合 PCCU マクロの MAXDATA
パラメーターは、 PIU 全体を保持するのに十分な大
きさをもっていなければなりません。
2. MAXBFRU および MAXDATA の値を変更したくな
い場合には、より小さな RU サイズを指定しなけれ
ばなりません。これは、LOGMODE 表の中の DB2
で使用される各 MODEENT マクロに関する
RUSIZES パラメーターを小さくすることによって行
うことができます。
問題判別: 1525 ページの『付録 B. 問題判別』にリス
トされている次の診断項目を集めてください。 1、58。

第 61 章 SNA コード
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第 7 部 付録
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付録 A. CICS トランザクション異常終了 / ダンプ・コード
DSNC
説明: CICS 接続機能がエラーを検出しました。これは
4 文字のコードであり、エラーに関係している CICS ト
ランザクションへの CICS 接続機能の要求が、
ABEND/DUMP であることを示すものです。この
ABEND/DUMP は、通常は他の CICS 接続機能の
X'04E' 異常終了のうちの 1 つと関連しています。
このコードは、以下の CSECT によって出されます。
DSNCEXT1、DSNCSTOP
システムの処置: CICS 接続機能の処理は、ダンプに関
連する X'04E' システム異常終了で定義されたように進
められます。診断情報が必要であり、また、CICS 接続
機能がトランザクションも異常終了させる必要があると
判断した場合には、異常終了コードとして DSNC を用
いた EXEC CICS ABEND が出ます。それ以外の場合に
は、ダンプ・コードとして DSNC を用いたダンプ続行
EXEC CICS DUMP が出され、アプリケーションの
SQLCA に戻りコードが入れられます。
ユーザーの処置:
ださい。

1C

サインオンが失敗しました。

20

リソースが使用不能です。

24

リソース競合以外の理由により、スレッド作成
が失敗しました。

28

不明な CICS 呼び出しタイプです。

2C

CICS コールド・スタートの影響を受けない未
確定状態です。

30

未確定解決のためのリカバリー単位 (UR) トー
クンが未確定リストに入っていません。

34

DB2 UR 未確定が矛盾しています。CICS は、
未確定ではないと示しています。

38

UR 分析が矛盾しています。CICS は異常終了
を示していますが、 DB2 はコミットを示して
います。

3C

DB2 の未確定解決が失敗しました。

40

デッドロック。トランザクションをロールバッ
クしてください。

44

不明な CICS リソース・マネージャーの呼び出
しです。

48

CICS 接続機能コマンド処理プログラム
(DSNCCOM1) に対して TWA サイズが小さす
ぎます。 メッセージ DSNC047 を参照してく
ださい。

4C

SQL 呼び出しを解釈することができません。

50

コミットまたは打ち切り中にシャットダウンが
起こりました。

54

有効な要求は打ち切りだけです。

58

測定機能インターフェース・アプリケーション
で、間違った言語インターフェースが使用され
ています。

システム・プログラマーに通知してく

オペレーターの応答:
てください。

システム・プログラマーに通知し

システム・プログラマーの応答: 関連の CICS 接続機
能異常終了に関する情報のほかに、このメッセージの問
題判別の項にも情報が記載されています。これを参考に
して、エラーの原因を判別してください。
問題判別: エラーの理由は、ダンプに含まれている、
CLOT 制御ブロックの CLOTCFLG フィールドにあるコ
ードで決定されます。このフィールドのコードの説明は
次のとおりです。
00

正常。エラーはありません。

04

RCT 項目が損傷を受けたかオーバーレイされ
ました。 メッセージ DSNC044 を参照してく
ださい。

5C

動的プラン出口にリンクすることができませ
ん。

08

接続機能のインストール・エラーです。

60

単一フェーズ・コミットが失敗しました。

0C

シャットダウンが進行中です。

64

CICS でタスクが除去されました。

10

'スレッド使用不能' による異常終了が起こりま
した。

14

重大エラーが起こりました (システム異常終了
X'04E'、理由コード '00C30001')。

18

スレッド・サブタスクが異常終了しました。サ
ブタスク・ダンプを参照してください。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

スレッド・サブタスクが異常終了した場合には、理由コ
ードが CLOTWRK1 フィールドに入れられ、異常終了
コードが CLOTWRK2 に入れられます。この理由コー
ドは、CICS トレース表の TRACE ID X'C0', FIELD B
でも見つけることができます。

1523

サブタスク SNAP ダンプを集めて、 859 ページの『第
4 部 DB2 コード』 の理由コードを参照してくださ
い。幾つかの理由コードの問題判別セクションでは、異
常終了を起こした時点でのレジスターの内容を参照しま
す。このレジスターの内容は、RTM2WA SUMMARY
のもとでの SNAP ダンプに見つけることができます。
レジスターの内容は、SYS1.LOGREC レコードの中にも
あります。
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付録 B. 問題判別
診断項目
1. このジョブが実行されていたシステムからのコンソール出力、および障害が発生した時点の前後にわた
る SYSLOG データ・セットのリスト。
2. DB2 によって SYS1.DUMPxx データ・セットにとられた動的ダンプ (04E/04F 異常終了)。
3. オペレーターが開始したダンプ・コマンドまたは SLIP トラップ出口の結果として SYS1.DUMPxx デ
ータ・セットにとられた、SVC ダンプ (またはシステム・ダンプ)
4. SYSABEND、SYSUDUMP、または SYSMDUMP の出力。
5. IFCEREP1 の実行によって得られる SYS1.LOGREC データ・セットのリスト。
6. DB2 ログ出力のリスト。
7. AMBLIST を実行することによって得られる、リンク・パック域マップ (LPAMAP) および中核ロー
ド・モジュール・マップ。
8. DB2 アドレス・スペースを初期設定するために使用されたプロシージャーのリスト。
9. 使用された DSNZPARM モジュールのリスト。
10. 失敗した索引または表を定義した DB2 サブシステム・カタログが入っている、 ICF (VSAM) カタロ
グの IDCAMS LISTCAT 出力。
11. 失敗した DB2 メンバーのメンバー用のアクティブ・ログ・データ・セットのすべての属性を示す
IDCAMS LISTCAT 出力。
12. 失敗した操作が行われていた DASD ボリュームの VTOC リスト。
13. 失敗した索引スペースまたは表スペースのダンプ。
14. SQL ステートメントによって作られた結果のリスト。
15. DB2 カタログ表のリスト。
16. DB2 ログ・マップ印刷ユーティリティー (DSNJU004) を使用することによって得られる BSDS の内
容 (複式の BSDS が使用されている場合には両方のコピー)。
17. 失敗したアプリケーション・プログラムのソース・リスト。
18. IRLM トレース出力。
19. GTF トレースの出力 (弊社が必要とする場合)。
20. 問題に関連する DSN (TSO接続機能) セッションの DSNTRACE データ・セットのリスト。
21. 問題に関連するセッションの ISPF ログのリスト
22. CICS トレースのリスト。
23. CICS 接続 MVS SNAP ダンプ。
24. CICS トランザクション・ダンプ。
25. IMS トレース出力。
26. IMS 従属領域または制御領域、あるいはその両方のダンプ。
27. 障害が発生した時点の前後にわたる、IMS/VS 第 1 版のシステム・ログ情報。
28. このデータ・セットを含むボリュームの VVDS ダンプ。
29. 要求されたページの DB2 修復 (リペア) ダンプ。
30. 損傷を受けたページに関連するログ・レコードを含む DSN1LOGP 明細報告書。
31. 異常終了の間および直前のイベントの詳細説明。
32. アプリケーション・プログラムまたはバッチ・ジョブ、および出されたシステム・メッセージに関す
る、JCL を含む SYSPRINT 出力。 JOB ステートメントに MSGLEVEL=(1,1) があることを確認し、
すべての診断情報が SYSPRINT へ送信されるようにしてください。
33. すべての DB2 リカバリー・ログ・アーカイブ・テープを含む DB2 ログ出力。
34. 要求したページの DB2 ダンプ。
35. エラーに関連する視点および表の定義。
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.

IRLM 手順のリスト。
エラーに関連する表スペース、表、および索引の定義。
SYSIBM.SYSDATABASE からの SELECT * の結果。
IDCAMS を使用して、BSDS からキー X'16000001' のレコードを印刷してください。
DSNI014I メッセージで示されたページの DB2 修復 (リペア) ダンプ。
CHECK ユーティリティーの出力。
DSNI013I メッセージで示されたページの DB2 修復 (リペア) ダンプ。
DSNI013I メッセージで示された索引スペースまたは表スペースの (DSN1COPY を介しての) テープへ
のコピー。
DSNI013I メッセージで識別された各索引のヘッダー・ページ (ページ 0) の DB2 修復 (リペア) ダン
プ。
IMS コンソール・ログ。
SORT のユーティリティー呼び出しによって作成された UTPRINT 出力。
すべての SYSUTIL ページの修復 (リペア) ダンプ。
REPAIR のダンプ・オプションからのページ・セットのダンプ。
接続機能または要求側アプリケーションによってとられたすべてのダンプ。
このジョブが実行されていたシステムからのコンソール出力、および、最後の IPL から障害発生時点
までの間の MVS SYSLOG データ・セットのリスト。
MVS の独立型ダンプ。
SOURCE(YES) および XREF(YES) が指定された、失敗したアプリケーション・プログラムのプリコ
ンパイラー・リスト。
SYSIBM.SYSLGRNX または SYSLGRNG、あるいはその両方、および SYSIBM.SYSCOPY のリスト。
DDITV02 SYSIN データ・セットのコピー。
DDOTV02 出力データ・セットのコピー。
障害が発生していた期間に接続されていた各システムからのコンソール出力および SYSLOG データ・
セットのリスト。
接続された各システムで IFCEREP1 を実行することによって入手された SYS1.LOGREC データ・セ
ットのリスト。
ローカル DB2 システムおよびリモート DB2 システムの SYSIBM.IPNAMES および
SYSIBM.LUNAMES 表の内容のリスト。
ローカル DB2 システムおよびリモート DB2 システムの SYSIBM.USERNAMES 表の内容のリスト。
DB2 によって SYS1.DUMPxx データ・セットにとられた動的ダンプ (04E/04F 異常終了)。このダンプ
が使用できるかどうかは、障害のある環境によって異なります。
SYSABEND、SYSUDUMP、または SYSMDUMP の出力。これらのダンプが使用できるかどうかは、
障害が発生している環境によって異なります。
DB2 ディレクトリーが入っているページ・セットのテープへの (DSN1COPY を介した) コピー。これ
に代わる方法としては、 DSNI013I メッセージで示された各データベースに対する DBD の (REPAIR
ユーティリティー、 DSN1COPY、または DSN1PRNT によって出力される) ダンプを要求します。
IFCEREP1 および ISDASDA0 を実行することによって取得される SYS1.LOGREC データ・セットの
リスト。
リカバリーが実行される前に DSN1COPY を介して取得される表および索引のコピー。
異常終了に先立つイベント (たとえば、DSNDB06.SYSDBASE、DSNDB01.DSD01、または問題の表ス
ペースに影響を与えるリカバリー、またはその他の活動など) についての詳しい説明。
エラーに関連する表スペース、表、および索引の定義。エラーのある表スペース内の各表で示されたレ
コード ID (OBID) は、 SYSIBM.SYSTABLES から得ることができます。
表スペース全体のリスト。
UTILITY DIAGNOSE OBD の実行により得られた、DBD のリスト。
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69. DSNDB01.DBD01 ページ・セットの形式化されていない DSN1PRNT 出力。 DSNDB01.DBD01 ペー
ジ・セット内の整合していない DBD を突き止めるには、DB2 Diagnosis Guide and Reference の第 5
部に記載されている方法を使用してください。
70. 以下の SQL の結果。
v SELECT * FROM SYSIBM.SYSINDEXES WHERE DBID=dbid ORDER BY OBID。ただし、dbid
は、損傷のある DBD の DBID です。
v SELECT * FROM SYSIBM.SYSINDEXES WHERE DBID=dbid ORDER BY ISOBID。
v SELECT * FROM SYSIBM.SYSLINKS WHERE DBID=dbid ORDER BY OBID。
v SELECT * FROM SYSIBM.SYSTABLES WHERE DBID=dbid ORDER BY OBID。
v SELECT * FROM SYSIBM.SYSTABLESPACE WHERE DBID=dbid ORDER BY OBID。
v SELECT * FROM SYSIBM.SYSTABLESPACE WHERE DBID=dbid ORDER BY PSID。

71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

これらの結果を使用して、DB2 カタログ内の情報と DBD を比較してください。 DB2 カタログと不
整合な OBD がどれであるかを判別してください。 DBD を解析するには、DB2 Diagnosis Guide and
Reference の第 5 部を使用してください。
DBD の不整合が発生した可能性のある期間をカバーする、DBID(1) OBID(1F) をもつ DSN1LOGP 出
力。この期間には、ABEND 時から DB2 カタログと DBD の間に、整合性が存在していたと思われる
時点までさかのぼった期間がほぼ該当します。
問題判別のために追加の DSN1LOGP 報告書を生成できるようにするための、この期間のログのコピ
ー。
SYSIBM.SYSTABLES 内の別名 (alias) 項目で使用されたロケーション。
SYSIBM.LOCATIONS 表の内容。
SYSIBM.MODESELECT 表の MODENAME を選択するために使われるスレッドの AUTHORIZATION
ID、PLANNAME、および LUNAME。
SYSIBM.LOCATIONS 表および SYSIBM.MODESELECT の内容。
通信データベースの SYSIBM.LUMODES の内容リスト。
関連の VSAM/ メディア管理プログラム・メッセージが表示されている可能性のある (MVS
WRITELOG オペレーター・コマンドによって得られる) システム・ログ印刷出力 (通常は、メディア
管理プログラム・サービスの問題が発生したことを示すメッセージまたは理由コードを受け取った場合
に限って、必要になります)。
障害が起こった DBRM の第 1 レコードの 16 進数表示印刷。
DBRM を生成したプリコンパイル・ジョブからのリスト。
BIND の試行時の出力
IMS または CICS トレースおよびすべてのダンプ。
失敗した要求に関連する LUWID についての統計クラス 4 のトレース・レコード。
この障害によって作成されたすべてのダンプ。
ジョブ出力。

リソース・タイプ
表 3. リソース・タイプ
TYPE コード

リソースのタイプ

名前、内容、および形式

00000100
00000200
00000201
00000202
00000205
00000210
00000220

データベース
表スペース
索引スペース
表スペース
圧縮ディクショナリー
区画
データ・セット

DB
DB.SP
DB.SP
RD.DB.TS
DB.SP
DB.SP.PT
DSN
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表 3. リソース・タイプ (続き)

#
#

|
|

|

TYPE コード

リソースのタイプ

名前、内容、および形式

00000230
00000240
00000300
00000301
00000302
00000303
00000304
00000305
00000306
00000307
00000400
00000401
00000500
00000600
00000601
00000602
00000603
00000700
00000701
00000800
00000801

一時ファイル
データベース・プロシージャー
ページ
索引ミニページ
表スペース・ページ
索引スペース・ページ
表スペース RID
索引アクセス / 表スペース RID
索引アクセス / 表スペース・ページ
索引スペース EOF
ICF カタログ
許可機能
ストレージ・グループ
EDM プール・スペース
EDM データ・スペース
EDM DBD スペース
EDM DYNAMIC STATEMENT スペース
バッファー・プール・スペース
グループ・バッファー・プール
プラン
パッケージ

SZ
DBP
DB.SP.PG
DB.SP.PG.MP
DB.SP.PG
DB.SP.PG
DB.SP.RID
DB.SP.RID
DB.SP.PG
DB.SP.01
IC

00000802
00000900
00000901
00000903
00000904
00000905
00000906
00000907
00000908
00000909
00000A00
00000A10
00000A11
00000A12
00000A13
00000B00
00000C00
00000C01
00000D00
00000D01
00000D02
00000E00
00000F00
00000F01
00001000
00001001

BINDLOCK
32KB データ域
ソート・ストレージ
ハッシュ・アンカー
RIDLIST ストレージ
IRLM ストレージ
DB2
データ・スペース
基本浮動小数点拡張機能
拡張時刻 (TOD) クロック
表
別名
特殊タイプ
ユーザー定義関数
ストアード・プロシージャー
視点
索引
索引
DBID/OBID
DBID/OBID
OBID
SU 限界の超過
補助列
LOB ロック
DDF
システム会話

00001002

エージェント会話

00001003

CNOS 処理

00001004

CDB (通信データベース)

00001005

DB アクセス・エージェント
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SG

BP
GBP
PL
COLLECTION.PACKAGE.
CONTOKEN
BINDLOCK

DB.SP.PG.AI

MEMBER
MEMBER

RD.CR.TB
RELDEP.OWNER.ALIAS
SC.DT
SC.SN
SC.SN
RD.CR.VW
RD.CR.IX
CR.IX
RD.DI.OI
DI.OI
OI
CN
DI.OI.ROWID.COLN
DIX.PIX.ROWID.VRSN
LOCATION
LU.MODE.RTNCD.FDBK2.
RCPRI.RCSEC.SENSE
LU.MODE.RTNCD.FDBK2.
RCPRI.RCSEC.SENSE
LU.MODE.RTNCD.FDBK2.
RCPRI.RCSEC.SENSE
LOCATION.AUTHORIZATION
ID.PL
LOCATION

表 3. リソース・タイプ (続き)

#
|

|

#

TYPE コード

リソースのタイプ

名前、内容、および形式

00001007
00001008
00001102
00002000
00002001
00002002
00002003
00002004
00002005
00002006
00002007
00002008
00002009
00002010
00002011
00002100
00002101
00002102
00002103
00002104
00002105
00002200
00003000
A10X

TCP/IP ドメイン・ネーム
TCP/IP サービス名
ブートストラップ・データ・セット (BSDS)
表スペース CS クレーム・クラス
表スペース RR クレーム・クラス
表スペース書き込みクレーム・クラス
索引スペース CS クレーム・クラス
索引スペース RR クレーム・クラス
索引スペース書き込みクレーム・クラス
表スペース区画 CS クレーム・クラス
表スペース区画 RR クレーム・クラス
表スペース区画書き込みクレーム・クラス
索引スペース区画 CS クレーム・クラス
索引スペース区画 RR クレーム・クラス
索引スペース区画書き込みクレーム・クラス
表スペース DBET 項目
索引スペース DBET 項目
表スペース区画 DBET 項目
索引スペース区画 DBET 項目
論理区画 DBET 項目
DBET ハッシュ・チェーン・ロック・タイムアウト
ルーチン・パラメーター・ストレージ
コード (リリース保守レベルまたはシステム・パラメーター)
別名

LINKNAME.DOMAIN.ERRNO
LOCATION.SERVICE.ERRNO
MEMBER
DB.SP
DB.SP
DB.SP
DB.SP
DB.SP
DB.SP
DB.SP.PT
DB.SP.PT
DB.SP.PT
DB.SP.PT
DB.SP.PT
DB.SP.PT
DB.SP
DB.SP
DB.SP.PT
DB.SP.PT
DB.SP.PT
INTERNAL LOCK NN
DB.SP.PT
REL, APAR, ZPARM
RD.CR.AL

この用語は

次の意味をもちます

この用語は

次の意味をもちます

AI
ALIAS
APAR
AUTHORIZATION ID
BP
CN

ハッシュ・アンカー ID
別名所有者
APAR 番号
DB2 許可 ID
バッファー・プール ID
列名

OI
OWNER
REL
PACKAGE
PG
COLN

DIX
COLLECTION
CONTOKEN
CR
DB
DBP
DI
DSN
FDBK2
GBP
IC
IX
LOCATION

DBID (16 進数表示)
パッケージのコレクション ID
パッケージの整合性トークン
オブジェクトの作成者
データベース名
データベース・プロシージャー名
リソースの DBID (10 進表記)
データ・セット名
VTAM 2 次戻りコード
グループ・バッファー・プール名
ICF カタログ別名
索引名
指定されたリソースが利用不能な
ロケーション
論理装置名
論理装置モード名
16 進ミニページ番号
ハッシュ・チェーンの 10 進数

PL
PT
RCPRI
RCSEC
RD
RELDEP
RID
RTNCD
MEMBER
SENSE
SG
SP
SZ

リソースの OBID (10 進表記)
別名所有者
DB2 リリース名
パッケージ ID
16 進ページ番号
無効とマークされたされた LOB
列の基本表内の列番号
プラン ID
10 進区画番号
APPC 1 次戻りコード
APPC 2 次戻りコード
DB2 のリリース依存性マーク
DB2 のリリース依存性マーク
レコード ID
VTAM 1 次戻りコード
グループ・メンバー名
SNA センス・コード名
ストレージ・グループ名
スペース名
一時ファイル・ページ・サイズ

TB
TS
VW

表名
表スペース名
視点名

LU
MODE
MP
NN
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DSN1COPY の誤用に関連する ABEND コード
次の表は、DSN1COPY の誤った使用から発生する可能性のある、ABEND 理由コード、CSECT 名、およ
び ERQUAL のあらゆる組み合わせを示しています。誤った使用として以下のことが挙げられますが、そ
れだけに限定されることはありません。
v 誤った OBIDXLAT 値を指定すること。
v 表スペースまたは索引スペースのすべてのデータ・セットを同一のレベルに復元しないこと。
v データ・セットをカタログおよびディレクトリーの定義に一致しないレベルに復元すること。
v 1 つの表スペース・タイプを異なるタイプ (たとえば、セグメント化から単純に) に復元すること。
この表はすべてを挙げているわけではなく、より一般的なコードあるいは DSN1COPY の誤使用によって
生じる可能性が高いコードを含んでいます。とはいえ、不整合な DB2、または DB2 内部エラーなどの他
のエラーが、これらの ABEND コードを発生させる可能性もあります。 '説明' 欄の番号については、表の
後にある注を参照してください。
表 4. DSN1COPY の使用に関連した ABEND 理由コード
ABEND 理由コード

CSECT 名: ERQUAL

00C90101

DSNICKEY:5005
DSNICKEY:5006
DSNICSEL:5003
DSNICSEL:5008
DSNICUMW:5004
DSNICUMW:5005
DSNIDEFR:5005
DSNIDLOD:501B
DSNIIMSI:5006
DSNIIMSI:5008
DSNIIMSI:500A
DSNIISF:5001
DSNILPG:5013
DSNIMOFR:500B
DSNIMOFR:500C
DSNIMRST:5001
DSNIMRST:5002
DSNIMRST:5003
DSNIMSMS:5004
DSNINXTP:5008
DSNIOSEL:5002
DSNIOSEL:5003
DSNIOSEL:53DD
DSNIOSEL:53DE
DSNIPOCR:5005
DSNIPOCR:5007
DSNIPOCR:5009
DSNIPOCR:500B
DSNIPOCR:500D
DSNIPOCR:500F
DSNIPTYM:5006
DSNIRECU:5002
DSNIREDR:5007
DSNIREDR:5008
DSNIREDR:5009
DSNIRELF:5011
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説明
8
8
1
3
4
2
13
6
3
3
3
3
6
1
1
1
1
1
2
6
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
6
2
1
1
1
2

表 4. DSN1COPY の使用に関連した ABEND 理由コード (続き)
ABEND 理由コード

CSECT 名: ERQUAL

説明

DSNIRELK:5001
DSNIRLPG:500B
DSNIRLPG:500C
DSNIRLPG:5011
DSNIRNXT:53D3
DSNIRNXT:53DD
DSNIRNXT:53DE
DSNISEGD:5002
DSNISEGD:5005
DSNISEGF:5002
DSNISEGR:500A
DSNISEGR:500C
DSNISEL:5006
DSNISEL:5007
DSNISEL:500A
DSNISEL:500D
DSNISESE:5001
DSNISESE:5002
DSNISESE:5003
DSNISESR:5001
DSNISESR:5002
DSNISESR:5004
DSNISESR:5005
DSNISFS:53DD
DSNISFS:53DE
DSNISFX:5008
DSNISGNS:5003
DSNISGNS:5004
DSNISGSS:5001
DSNISMRS:5001
DSNISRID:53DD
DSNISRID:53DE
DSNISRTI:5004
DSNIWLPG:5003
DSNKCKIS:5003
DSNKFIND:5001
DSNKFPNT:5003
DSNKLVLN:5006
DSNKLVLN:5007
DSNKMDLE:5005
DSNKMDLE:5007
DSNKNEXT:5001
DSNKNEXT:5004
DSNKPOCI:5004

1
2
1
2
3
3
3
2
6
2
6
2
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
3
3
2
2
2
1
1
3
3
1
6
11
11
12
11
11
10
10
11
11
11

00C90105

DSNIBROK:0CA4

6

00C90206

DSNIIDIS:5002

4

00C90210

DSNKFIND:5002
DSNKFIND:5005
DSNKFIND:500B

11
11
11
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表 4. DSN1COPY の使用に関連した ABEND 理由コード (続き)
ABEND 理由コード

CSECT 名: ERQUAL

説明

00C90212

DSNKDNEX:5005

11

00C90213

DSNIRSET:500C

2

00C90214

DSNKISRT:5005
DSNKISRT:5006
DSNKLOD:500F
DSNKLOD:5011

8
11
8
11

00C90215

DSNKFIND:5006
DSNKFIND:5007

9
9

00C90216

DSNIRFNX:5008

1

00C90218

DSNIDLOD:5014
DSNISEGD:5007
DSNISGSC:5001
DSNISNPG:5004

6
6
6
6

00C90219

DSNIDLOD:5015
DSNISEGD:5008
DSNISGSC:5002
DSNISNPG:5005

2
2
2
2

00C9021A

DSNIRFNX:500A
DSNIRFNX:500B
DSNISFS:5007
DSNISFS:5008

2
2
2
2

00C90221
00C9021C

DSNISGAU:5007
DSNIRFNX:5006
DSNISNPG:5007

6
6
6

説明
以下の説明は、ユーザー表スペースおよびユーザー索引スペースごとに、ABEND コードに関係する不整合
をまとめたものです。 各グループには、各グループに代表的な特定の不整合の例を示しています。
ユーザー表スペース
1. データ内のレコードまたはフィールドの長さが、OBD 内の長さに一致しません。
v 固定長レコードが一致しないか、または可変長のレコードが OBD 内で許される最大長さより大き
いかの、いずれかです。
2. データ内のレコード OBID が OBD と一致しません。
v データから得られた OBID に対応する OBD が DBD 内に見つからないか、あるいは DBD 内の
OBD が異なるタイプです。
3. データ行内の列の数が OBD 定義と一致しません。
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v ALTER ADD COLUMN が実行されましたが、データのコピーは ALTER ADD DBD に関して下位
レベルです。
4. 索引がデータと一致しません。
v データ・レコードに関して索引項目が存在しないか、または索引項目が欠落データ・レコードまた
は誤ったデータ・レコードを指しているかの、いずれかです。
5. 1 つの表スペース内のデータが、別の表スペース内の関連するデータと一致しません。
v 参照保全性。親と従属が異なる表スペースに入っています。
6. OBD 内の表スペース定義がデータと一致しません。
v SEGSIZE が一致しません。
v 表スペース・タイプが異なります (セグメントへ単純復元)
v OBD 内のセグメント・アンカーが、無効な最初のセグメント (割り振られていないセグメント) を
指しています。
7. 表スペースのそれ自体の中に不整合があります。
v すべてのデータ・セットが同一のレベルに復元されていません。
v セグメント・チェーンが壊れています。
v 基本レコードとオーバーフロー・レコードが一致していません。
ユーザー索引スペース
8. 索引ページまたは項目の中のキーの全体の長さが OBD 内のキー長と一致していません。
v 索引データが誤った索引または下位レベル索引を用いて復元されました。
9. 索引管理プログラムに渡されたデータからとられたキーの長さが、索引ページまたは項目の中での長さ
と一致しません。
v データまたは索引が不整合な状態に復元されました。
10. 索引内の索引 OBID が OBD と一致しません。
v 索引から得られる OBID に対応する OBD が DBD 内にないか、または DBD 内の OBD が異なる
タイプのものです。
11. OBD 内の索引スペース定義が、索引データと一致していません。
v サブページ・ディレクトリーが不整合です。
v 区画の高位キー・ディレクトリー内にそのキーがありません。
v キーが見つかりません。
12. 索引スペース自体の中に不整合があります。
v すべてのデータ・セットが同一のレベルに復元されていません。
v 索引項目がルート・ページに接続されていません。
13. ログ RBA は、関連する表スペースまたは索引スペースについて利用できません。
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付録 C. SQLSTATE 値 — 一般エラー・コード
この付録に収められた情報は、 1565 ページの『付録 E. 特記事項』に明記されているように、汎用プログ
ラミング・インターフェース、および、関連情報です。
この付録には、アプリケーション・サーバーまたはリクエスターとしての DB2 が作成する SQLSTATE 値
の要約が記載されています。 SQLSTATE 値は、 ISO/IEC 9075:1992, データベース言語 SQL および ANSI
X3.135-1992 データベース言語 SQL の規格に記載されている SQLSTATE 仕様に基づいています。

SQLSTATE 値の使用
SQLSTATE 値は、SQLCA の最後の 5 バイトを用いてアプリケーションに戻されます。 5 文字の各値
は、最後に実行された SQL ステートメントの結果を示す戻りコードです。
SQLSTATE 値は、アプリケーション・プログラムが、特定のエラーまたはエラーのクラスをテストできる
ようにつくられています。 SQLSTATE 値の最初の文字は、SQL ステートメントが正常に実行されたか、
されなかったか (それぞれゼロ、またはゼロ以外) を示しています。
SQLSTATE 値は、2 文字のクラス・コード値と、それに続く 3 文字のサブクラス・コード値から構成され
ます。クラス・コード値は、正常実行条件および不成功実行条件のクラスを示しています。アプリケーショ
ンでは、'7' から '9'、または 'I' から 'Z' で始まるクラス、ならびに 'I' から 'Z' で始まるクラスのサブク
ラスを定義することができます。
表 5 は、SAA によって定義されている SQLSTATE クラス・コードを示しています。
表 5. SQLSTATE クラス・コード
クラス・
コード

意味

サブコードについては、
以下を参照してください。

00

無条件正常終了

1536 ページの表 6

01

警告

1536 ページの表 7

02

データ無し

1538 ページの表 8

07

動的 SQL エラー

1538 ページの表 9

08

接続例外

1538 ページの表 10

09

トリガー・アクション例外

1538 ページの表 11

0A

フィーチャー、サポート対象外

1539 ページの表 12

0F

無効トークン

1539 ページの表 13

21

基数 (カーディナリティー) 違反

1539 ページの表 14

22

データ例外

1539 ページの表 15

23

制約違反

1540 ページの表 16

24

無効なカーソル状態

1540 ページの表 17

25

無効なトランザクション状態

1540 ページの表 18

26

無効 SQL ステートメント ID

1540 ページの表 19

2D

無効なトランザクション終了

1541 ページの表 20

34

無効カーソル名

1541 ページの表 21

38

外部関数例外

1541 ページの表 22
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表 5. SQLSTATE クラス・コード (続き)
クラス・
コード

意味

サブコードについては、
以下を参照してください。

39

外部関数呼び出しの例外

1541 ページの表 23

40

トランザクション・ロールバック

1541 ページの表 24

42

構文エラーまたはアクセス規則違反

1541 ページの表 25

44

WITH CHECK OPTION 違反

1546 ページの表 26

51

無効なアプリケーション状態

1546 ページの表 27

53

無効なオペランドまたは不整合な仕様

1546 ページの表 28

54

SQL またはプロダクトの限界の超過

1547 ページの表 29

55

オブジェクトが前提条件の状態にない

1547 ページの表 30

56

その他の SQL またはプロダクトのエラー

1548 ページの表 31

57

リソース利用不能またはオペレーターの介入

1549 ページの表 32

58

システム・エラー

1550 ページの表 33

表 6. クラス・コード 00: 無条件の正常終了
SQLSTATE 値

意味
SQL ステートメントは正常に実行され、いかなるタイプの警告または例外条件も発生していませ
ん。

00000

表 7. クラス・コード 01: 警告
SQLSTATE 値

意味

01003

ヌル値が列関数の引き数から排除されました。

01004

ストリング列の値が、ホスト変数に割り当てられたときに切り捨てられました。

01005

SQLDA の入力項目数の不足。

0100C

1 つまたは複数の特別な結果セットがプロシージャーから戻されました。

0100E

プロシージャーが、多過ぎる結果セットを戻しました。

01503

結果列の数が、与えられたホスト変数の数より大きくなっています。

01504

UPDATE または DELETE ステートメントに WHERE 文節が含まれていません。

01505

ステートメントは、この環境では受け入れられないので、実行されません。

01506

算術演算から生じる無効なデータを訂正するために、 DATE または TIMESTAMP 値の調整が行わ
れました。

01507

乗算または除算演算のオペランドとして使用された数の小数部分から、一つ又はそれ以上の数字が除
去されています。

01514

表スペースが、検査保留状態におかれていました。

01515

列の非ヌル値が、ホスト変数の範囲を超えるものであるため、このホスト変数にヌル値が割り当てら
れました。

01516

適用できない WITH GRANT OPTION が、無視されました。

01517

変換できなかった文字が、置換用の文字で置換されました。

01518

この表の定義は、不完全と変更されました。

01519

数値が範囲内にないため、このホスト変数にヌル値が割り当てられました。

01520

文字を変換できないため、このホスト変数にヌル値が割り当てられました。

1536

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

表 7. クラス・コード 01: 警告 (続き)
SQLSTATE 値

意味

01521

指定されたサーバー名は未定義であるが、ステートメントが実行されるまで、または別名が使用され
るまで、必要ではありません。

01522

CREATE ALIAS ステートメント内で使用されるローカル表または視点の名前が未定義です。

01523

ALL は、ALTER、INDEX、REFERENCES、および TRIGGER は除外するように解釈されました。
これらの特権は、リモート・ユーザーには認可されていないためです。

01524

視点の列が暗黙に指示する算術式の評価のから生じる、列関数の結果には、ヌル値が含まれていませ
ん。

01525

INSERT 値の数が列の数と同じでありません。

01527

SET ステートメントが、AS には存在していない、特殊レジスターを参照しています。

01528

索引キーはヌル値を入れられないので、 WHERE NOT NULL が無視されました。

01529

DROP INDEX の結果として、 UNIQUE 制約条件はもはや強制されません。

01530

定義変更が、読み取り専用システムで、対応する変更を必要とする可能性があります。

01532

未定義のオブジェクト名が検出されました。

01533

未定義の列名が検出されました。

01537

SQL ステートメントが、リモート・オブジェクトを参照しているので、 EXPLAIN できません。

01538

表が、最大数の列を持っているために、従属であるとは引き続き定義できません。

01539

接続は成功ですが、SBCS 文字のみが使用されるべきです。

01540

限度キーが 40 バイトに切り捨てられました。

01542

許可 ID は、操作を指定どおりに実行する特権をもっていません。

01543

重複制約は無視されました。

01545

未修飾列名は、相関参照として解釈されました。

01546

explain 表の列が正しく定義されていません。

01548

許可 ID が指定されたオブジェクトに指定の操作を実行する特権をもっていません。

01551

区分表スペースの表が、区分索引が作成されていないので、利用可能ではありません。

01552

あいまいな修飾列名は、FROM 文節内の重複名のうち最初の名前に解釈されました。

01553

分離レベル RR が、ページの表スペース・ロック・サイズと矛盾しています。

01554

10 進数乗算がオーバーフローを起こす可能性があります。

01558

配布プロトコルが違反を起こしています。

01560

冗長 GRANT が無視されました。

01561

データ収集表に対する更新が、開始側サブシステムに合図されていません。

01566

索引が、リカバリー保留の状態に置かれました。

01568

動的 SQL ステートメントがセミコロンで終わっています。

01569

ステートメントは、文字変換をサポートしない DB2 システムで実行されます。

01590

タイプ 2 索引にサブページがありません。

01591

位置付け UPDATE または DELETE の結果は、行の順序に依存することがあります。

01594

SQLDA の入力項目数がすべての情報に対して、不足しています (つまり、特定名を戻すには、記述
子が足りません)。

01596

長ストリング・データ・タイプに基づく特殊タイプに対して、比較関数が作成されませんでした。

01597

特定のおよび非特定のボリューム ID は、ストレージ・グループ内で許されていません。

01602

最適化レベルが、引き下げられました。
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表 7. クラス・コード 01: 警告 (続き)
SQLSTATE 値

意味

01608

サポートされない値が、置き換えられています。

01612

LOCK TABLE ステートメントの PART 文節が無効です。

01614

ロケーターの数が、結果セットの数より少なくなっています。

01616

予想 CPU コストが、リソース限度を超えています。

01624

バッファー・プールがキャッシュを許さないため、 GBPCACHE 仕様が無視されます。

01625

スキーマ名が、CURRENT PATH に一度以上現れます。

01628

ユーザー指定のアクセス・パス・ヒントが無効です。アクセス・パス・ヒントは無視されます。

01629

アクセス・パスの選択時に、ユーザー指定のアクセス・パス・ヒントが使用されました。

01635

同一プログラムのステートメントに、重複 QUERYNO があります。

01638

1 より大きい SUBPAGES は、データ共用環境のタイプ 1 索引ではサポートされていません。

01Hxx

ユーザー定義関数または外部プロシージャー CALL により、有効な警告 SQLSTATE が戻されまし
た。

表 8. クラス・コード 02: データなし
SQLSTATE 値

意味
次の例外のうち 1 つが発生しました。
v SELECT INTO ステートメントの結果または INSERT ステートメントの副選択が空の表でした。
v 検索された UPDATE または DELETE ステートメントで識別された行数が、ゼロでした。
v FETCH ステートメントで参照されたカーソルの位置が、結果表の最終行よりも後にありました。

02000

表 9. クラス・コード 07: 動的 SQL エラー
SQLSTATE 値

意味

07001

ホスト変数の数がパラメーター・マーカーの数と同じではありません。

07002

呼び出しパラメーター・リストまたは制御ブロックが無効です。

07003

EXECUTE ステートメントで規定されているステートメントが、 SELECT ステートメントである
か、または準備済みの状態ではありません。

07005

カーソルのステートメント名は、カーソルと関連付けできない準備済みステートメントを指定してい
ます。

表 10. クラス・コード 08: 接続違反
SQLSTATE 値

意味

08001

アプリケーション・リクエスターが接続を確立できません。

08002

接続がすでに存在しています。

08003

接続が存在しません。

08004

アプリケーション・サーバーが接続の確立を拒否しました。

表 11. クラス・コード 09: トリガー・アクション例外
SQLSTATE 値
09000

1538

意味
トリガーされた SQL ステートメントの失敗。
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表 12. クラス・コード 0A: サポートされていない機能
SQLSTATE 値
0A001

意味
プロセスが接続できる状態にないため、 CONNECT ステートメントは無効です。

表 13. クラス コード 0F: 無効トークン
SQLSTATE 値
0F001

意味
ロケーターの値が、現在何の値も表していません。

表 14. クラス・コード 21: 基数 (カーディナリティー) 違反
SQLSTATE 値

意味

21000

SELECT INTO の結果が、複数行の結果表であるか、または基本述部の副照会の結果が複数の値で
す。

21501

自己参照表に複数行を INSERT するのは無効です。

21502

基本キーの複数行の UPDATE は無効です。

表 15. クラス・コード 22: データ例外
SQLSTATE 値

意味

22001

文字データ、右方切り捨てが生じました。例: 更新または挿入する値が、列にとっては長過ぎるスト
リングである、あるいは、日時値が、小さ過ぎて、ホスト変数に割り当てできない。

22002

ヌル値または、標識パラメーターの不在が検出されました。例: 標識変数が指定されていないため
に、ヌル値をホスト変数に割り当てることができない。

22003

数値が範囲内にありません。

22007

無効な日付 / 時刻形式が検出されました。つまり、無効なストリング表示または無効な値が指定さ
れました。

22008

日付 / 時刻フィールドのオーバーフローが起きました。たとえば、日付またはタイム・スタンプに
ついての算術演算の結果が、日付の有効な範囲内にありません。

22011

サブストリング・エラーが発生しました。たとえば、SUBSTR の引き数が範囲内にありません。

22012

ゼロによる除算は無効です。

22018

CAST、DECIMAL、FLOAT、または INTEGER スカラー関数の文字値が無効です。

22019

LIKE 述部に無効なエスケープ文字があります。

22021

文字がコード化文字セットの中にありません。

22023

パラメーターまたはホスト変数が無効です。

22024

NUL 終了の入力ホスト変数またはパラメーターに NUL が含まれていません。

22025

LIKE 述部ストリング・パターンに、エスケープ文字の無効な出現があります。

22501

可変長ストリングの長さ制御フィールドが負であるか、最大値よりも大きくなっています。

22503

名前のストリング表示が無効です。

22504

MIXED データ値が無効です。

22505

ローカルの日付または時刻の長さの増加がありましたが、実行プログラムは、古い長さに依存してい
ます。

22506

日時特殊レジスターへの参照が無効です。 TOD クロックが誤動作しているか、オペレーティング・
システムの時間帯パラメーターが範囲外になっているためです。

22508

CURRENT PACKAGESET がブランクです。

22511

ADT の長さが、最大列長さを超えています。 ROWID の値または参照列が無効です。
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表 15. クラス・コード 22: データ例外 (続き)
SQLSTATE 値

意味

22512

標識変数が負数であるため、述部のホスト変数が無効です。

22522

CCSID 値はまったく無効であるか、データ・タイプまたはサブタイプについて無効であるか、また
はコード化スキーマについて無効です。

22525

区分化キー値が無効です。

表 16. クラス・コード23: 制約違反
SQLSTATE 値

意味

23502

挿入または更新の値はヌルですが、列はヌル値を含むことはできません。

23503

外部キーの挿入または更新の値が無効です。

23504

親キーの更新または削除が、NO ACTION の更新または削除規則によって阻止されています。

23505

固有索引または固有制約によって課される制約の違反が発生しました。

23506

編集または妥当性検査手順によって課される制約の違反が発生しました。

23507

フィールド手順によって課される制約の違反が発生しました。

23508

DDL 登録機能によって課される制約の違反が発生しました。

23509

パッケージの所有者が、アプリケーション処理の環境を含まない環境でのみ、そのパッケージを使用
できるようにしています。

23510

RLST 表によって課されるコマンドの使用に関する制約の違反が発生しました。

23511

検査制約が削除を制限しているため、親行を削除できません。

23512

表が、制約定義を満たさない行を含んでいるため、検査制約を追加することができません。

23513

INSERT または UPDATE の結果行が検査制約の定義に適合していません。

23515

表が、指定されたキーの重複値を含んでいるため、固有索引を作成できないか、または固有制約が追
加されました。

23522

一致列の範囲を使い切りました。

表 17. クラス・コード 24: 無効なカーソル状態
SQLSTATE 値

意味

24501

指定されたカーソルがオープン状態にありません。

24502

OPEN ステートメントで指定されたカーソルはすでにオープンしています。

24504

UPDATE、DELETE、SET、または GET ステートメントで指定されたカーソルが行に位置づけられ
ていません。

24506

PREPARE で指定されたステートメントが、オープン・カーソルのステートメントです。

24516

カーソルは、既に結果セットに割り当てられていました。

24517

カーソルが、外部関数によりオープンの状態におかれていました。

表 18. クラス・コード 25: 無効なトランザクション状態
SQLSTATE 値

意味
このアプリケーション実行環境では、更新操作が無効です。

25000

表 19. クラス・コード 26: 無効な SQL ステートメント ID
SQLSTATE 値
26501

1540

意味
指定されたステートメントが存在しません。
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表 20. クラス・コード 2D: 無効なトランザクション終了
SQLSTATE 値

意味

2D521

SQL COMMIT または ROLLBACK は、現行の操作環境では無効です。

2D528

動的 COMMIT または COMMIT ON RETURN プロシージャーが、アプリケーションの実行環境で
は無効です。

2D529

動的 ROLLBACK はアプリケーション実行環境では無効です。

表 21. クラス・コード 34: 無効なカーソル名
SQLSTATE 値
34000

意味
カーソル名が無効です。

表 22. クラス コード 38: 外部関数例外
SQLSTATE 値

意味

38xxx

ユーザー定義関数、外部プロシージャー、またはトリガーにより、有効なエラー SQLSTATE が戻さ
れました。

38001

外部ルーチンが、SQL ステートメントの実行を許可されていません。

38002

外部ルーチンがデータの修正を試みましたが、ルーチンが、MODIFIES SQL DATA であるとは定義
されていません。

38003

ステートメントが、ルーチンで許可されていません。

38004

外部ルーチンがデータの読み取りを試みましたが、ルーチンが、READS SQL DATA であるとは定
義されていません。

38503

ユーザー定義関数またはプロシージャーが、異常終了を起こしました。

38505

ユーザー定義関数の FINAL CALL では、 SQL ステートメントが許可されていません。

表 23. クラス・コード 39: 外部関数呼び出し例外
SQLSTATE 値

意味

39001

ユーザー定義関数が、無効な SQLSTATE を戻しました。

39004

PARAMETER STYLE GENERAL 呼び出し規則を使用するとき、 IN または INOUT 引き数にヌル
値は許されていません。

39501

関数またはプロシージャーから返された出力引き数値が長すぎました。

表 24. クラス・コード 40: トランザクションのロールバック
SQLSTATE 値
40001

意味
自動ロールバックのあるデッドロックまたはタイムアウトが発生しました。

表 25. クラス・コード 42: 構文エラーまたはアクセス規則違反
SQLSTATE 値

意味

42501

許可 ID が指定されたオブジェクトに指定の操作を実行する特権をもっていません。

42502

許可 ID は、操作を指定どおりに実行する特権をもっていません。

42503

SET CURRENT SQLID で指定された許可 ID は、アプリケーション処理の許可 ID の 1 つではあ
りません。

42504

指定された特権を指定された許可名から取り消すことはできません。
付録 C. SQLSTATE 値 — 一般エラー・コード

1541

表 25. クラス・コード 42: 構文エラーまたはアクセス規則違反 (続き)
SQLSTATE 値

意味

42505

接続許可障害が発生しました。

42506

所有者許可障害が発生しました。

42509

DYNAMICRULES オプションのため、SQL ステートメントが許可されていません。

42510

許可 ID は、WLM 環境で関数またはプロシージャーを作成する特権をもっていません。

42601

文字、トークン、または文節が無効であるか、または欠落しています。

42602

名前に無効な文字が検出されました。

42603

終端していないストリング定数が検出されました。

42604

無効な数値またはストリング定数が検出されました。

42605

スカラー関数に指定された引き数の数が無効です。

42606

無効な 16 進定数が検出されました。

42607

列関数のオペランドが無効です。

42609

演算子または述部のすべてのオペランドがパラメーター・マーカーです。

42610

パラメーター・マーカーが許可されていません。

42611

列または引き数の定義が無効です。

42612

ステートメント・ストリングは、それが提示されている文脈では受け入れられない SQL ステートメ
ントです。

42613

これらの文節は同時に使用できません。

42614

重複するキーワードは無効です。

42615

無効な代替が検出されました。

42617

ステートメント・ストリングがブランクまたは空です。

42618

ホスト変数は許可されていません。

42621

検査制約が無効です。

42622

名前またはラベルが長すぎます。

42625

CASE 式が無効です。

42626

列仕様が、補助表上に作成された CREATE INDEX には許可されていません。

42701

INSERT または UPDATE ステートメント内で重複する列名が検出されました。

42702

重複名があるため、列参照があいまいです。

42703

未定義列またはパラメーターが検出されました。

42704

未定義のオブジェクト名または制約名が検出されました。

42705

未定義のサーバー名が検出されました。

42707

ORDER BY 内の列名が結果表の列を識別しません。

42708

SET LOCALE またはロケール依存関数に指定されているロケールが見つかりません。

42709

PRIMARY、UNIQUE、または FOREIGN KEY 文節内で重複する列名が検出されました。

42710

重複するオブジェクト名または制約名が検出されました。

42711

オブジェクト定義または ALTER TABLE ステートメントで重複する列名が検出されました。

42712

重複表指定子が、FROM 文節または CREATE TRIGGER ステートメントの REFERENCING 文節で
検出されました。

42714

ホスト変数は一度しか定義できません。

42718

ローカル・サーバー名が定義されていません。

42721

特殊レジスター名が、サーバーに知られていません。
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表 25. クラス・コード 42: 構文エラーまたはアクセス規則違反 (続き)
SQLSTATE 値

意味

42723

同一シグニチャーを持つ関数が、スキーマに存在します。

42724

ユーザー定義関数またはプロシージャーで使用される外部プログラムにアクセスできません。

42725

関数が直接に (シグニチャーまたは特定のインスタンス名のいずれからでもなく) 参照されたが、そ
の関数の 1 つ以上の特定インスタンスがあります。

42734

重複するパラメーター名が検出されました。

42801

分離レベル UR が、結果表が読み取り専用でないために、無効です。

42802

挿入値または更新値の数が列の数と同じでありません。

42803

SELECT または HAVING 文節の列参照が、それがグループ列ではないか、または GROUP BY 文
節の列参照が無効であるために、無効です。

42804

CASE 式の結果の式が、互換性がありません。

42805

ORDER BY 文節の整数が結果表の列を識別しません。

42806

データ・タイプに互換性がないため、値がホスト変数に割り当てできません。

42807

INSERT、UPDATE、または DELETE はこのオブジェクトでは許されていません。

42808

INSERT または UPDATE ステートメント内で指定された列は更新不能です。

42809

指定されたオブジェクトが、ステートメントが適用されるタイプのオブジェクトではありません。

42810

視点が FOREIGN KEY 文節内で指定されています。

42811

指定された列の数が、SELECT 文節内の列の数と同じではありません。

42813

WITH CHECK OPTION は指定された視点には使用できません。

42815

データ・タイプ、長さ、スケール、値、または CCSID が無効です。

42816

式の中の日付 / 時刻値または期間が無効です。

42818

演算子または関数のオペランドに互換性がありません。

42819

算術演算のオペランドまたは数値を必要とする関数のオペランドが数値になっていません。

42820

数値定数が長すぎるか、そのデータ・タイプの範囲内にない値をもっています。

42821

ある列への割り当てのデータ・タイプが、列のデータ・タイプと互換性がありません。

42822

ORDER BY 文節または GROUP BY 文節の式が無効です。

42823

副照会の SELECT 文節に複数の列が指定されています。

42824

LIKE のオペランドがストリングでないか、または第 1 オペランドが列ではありません。

42825

UNION、INTERSECT、EXCEPT、または VALUES の行に互換性のある列がありません。

42826

UNION、INTERSECT、EXCEPT、または VALUES の行の列数は同じではありません。

42827

UPDATE または DELETE の中で指定された表は、カーソルによって示された表と同じではありま
せん。

42828

UPDATE または DELETE ステートメントのカーソルによって示された表が修正できないか、ある
いはカーソルが読み取り専用です。

42829

カーソルが指定する結果表が修正できないため、 FOR UPDATE OF が無効です。

42830

外部キーが親キーの記述と一致しません。

42831

基本キーまたは固有キーの列にはヌル値は許可されません。

42832

システム・オブジェクトへの操作は許されません。

42834

外部キーはヌル値を許可しないため、 SET NULL は指定できません。

42837

列の属性が現行列の属性と互換性がないため、列が更新できません。

42842

指定オプションが列定義と整合性がないため、列定義が無効です。
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表 25. クラス・コード 42: 構文エラーまたはアクセス規則違反 (続き)
SQLSTATE 値

意味

42846

ソース・タイプからターゲット・タイプへのキャストは、サポートされていません。

42849

指定オプションは、外部関数にはサポートされていません。

42852

GRANT または REVOKE で指定された特権が無効であるか、矛盾しています。 (たとえば、視点上
の GRANT ALTER)

42855

このホスト変数への LOB の割り当ては、許可されません。このカーソルに対するこの LOB 値の、
すべての取り出しに対するターゲット・ホスト変数は、ロケーターまたは LOB 変数である必要があ
ります。

42856

CCSID の指定 CCSID への変更は無効です。

42866

CREATE FUNCTION ステートメントの RETURNS 文節または CAST FROM 文節いずれかのデー
タ・タイプが、ソース関数または関数本体の RETURN ステートメントから戻されるデータ・タイプ
に対して適切ではありません。

42877

列名を修飾できません。

42878

EXTERNAL キーワードと共に、無効な関数名または手続き名が使用されました。

42879

CREATE FUNCTION ステートメントの 1 つまたは複数の入力パラメーターのデータ・タイプが、
ソース関数の対応するデータ・タイプに対して適切ではありません。

42880

CAST TO および CAST FROM データ・タイプが非互換であるか、または常に、固定文字列の切り
捨てを起こしています。

42882

特定のインスタンス名修飾子が、関数名修飾子と同一ではありません。

42883

一致するシグニチャーを持った関数が見つかりません。

42884

指定された名前および互換性のある引き数をもった、関数またはプロシージャーが見つかりません。

42885

CREATE FUNCTION ステートメントに指定されている入力パラメーターの数が、 SOURCE 文節で
名指しされている関数が与える数と一致しません。

42886

IN、OUT、または INOUT パラメーターの属性が一致していません。

42887

関数が、それが呼ばれたところの文脈で無効です。

42888

表に基本キーがありません。

42889

表にはすでに基本キーがあります。

42890

列リストは、参照文節で指定されたが、識別されている親表が、指定した列名を持つ固有制約を持っ
ていません。

42893

オブジェクトまたは制約が除去できない、または権限をオブジェクトから取り消しできません。他の
オブジェクトが、それに従属しているためです。

42894

DEFAULT 値が無効です。

42895

静的 SQLでは、入力ホスト変数は使用できません。そのデータ・タイプが、プロシージャーまたは
ユーザー定義関数のパラメーターと互換性がないためです。

42898

無効な相関参照または変換表がトリガーに検出されました。

42899

相関参照および列名が、FOR EACH STATEMENT 文節を持つトリガー・アクションに対して許可さ
れていません。

428B3

無効な SQLSTATE が、RAISE_ERROR に指定されました。

428B4

LOCK TABLE ステートメントの PART 文節が無効です。

428C1

表に対して、1 つの ROWID 列だけが指定できます。

428C7

ROWID または参照列仕様が無効です。

428C9

ROWID 列は、INSERT または UPDATE のターゲット列として指定できません。

428D2

AS LOCATOR は、非 LOB パラメーターに指定できません。
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表 25. クラス・コード 42: 構文エラーまたはアクセス規則違反 (続き)
SQLSTATE 値

意味

428D3

GENERATED が、ROWID ではないデータ・タイプ、または ROWID に基づく特殊タイプで指定さ
れました。

42901

列関数が列名を含んでいません。

42902

INSERT、UPDATE、または DELETE のオブジェクトが、 (おそらく視点を通して暗黙のうちに)
FROM 文節内でも指定されています。

42903

WHERE、VALUES、GROUP BY、HAVING、または SET 文節が、列または OLAP 関数のような、
無効な参照を含んでいます。

42905

DISTINCT が副選択内で 2 回以上指定されています。

42906

HAVING 文節の副照会内の列関数に、演算子を相関参照に適用する式が含まれています。

42907

ストリングが長すぎます。

42908

ステートメントに、必要な列リストが含まれていません。

42909

CREATE VIEW に、視点には無効な演算子またはオペランドが含まれています。 たとえば、
UNION または UNION ALL。

42911

10 進除算演算が、結果が負の位取りを持つために、無効となります。

42912

列が、カーソルの SELECT ステートメントの UPDATE 文節に識別されていないために、更新でき
ません。

42914

副照会で参照される表は、演算には影響されないため、DELETE は無効です。

42915

無効な参照制約が検出されました。

42917

オブジェクトは明示的に除去することができません。

42918

ユーザー定義のデータ・タイプは、システム定義のデータ・タイプ名 (たとえば、INTEGER) を持た
せては、作成できません。

42920

GROUP BY または HAVING 文節が、SELECT INTO の中で、または基本述部の副照会の中で、暗
黙のうちに、または明示的に指定されています。

42924

別名が、リモート・システムの表または視点に対してではなく、もう 1 つの別名に対して付けられ
ました。

42927

関数を、それが 1 つまたは複数の既存の視点により参照されているため、 NOT DETERMINISTIC
または EXTERNAL ACTION に変更できません。

42932

プログラム準備の前提が正しくありません。

42939

指定の ID はシステム使用のため予約済みであるため、オブジェクトが作成できません。

42945

ALTER CCSID は、視点を含んだ表スペースまたはデータベースでは、許可されていません。

42961

指定されたサーバー名が、現行のサーバーと一致していません。

42962

長い列、LOB 列、構造型列、またはデータ・リンク列は、索引、キー、または制約では使用できま
せん。

42969

内部制限または無効なパッケージ番号のせいで、パッケージは、作成されず、現行作業単位はロール
バックされました。

42972

結合条件の式が、複数のオペランド表の列を参照しています。

42986

RENAME TABLE ステートメントのソース表は、視点、トリガー、または制約で参照されます。

42987

ステートメントが、トリガーでは許可されていません。

42988

混合 ASCII データの操作は許されません。

42993

定義された列は、ログに記録するには大き過ぎます。

42995

要求関数は、グローバル一時表には適用されません。
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表 25. クラス・コード 42: 構文エラーまたはアクセス規則違反 (続き)
SQLSTATE 値

意味
COMMIT ON RETURN を指定するストアード・プロシージャーは、ネストされた CALL ステート
メントのターゲットにはできません。

429B1

表 26. クラス・コード 44: WITH CHECK OPTION 違反
SQLSTATE 値

意味
結果の行が視点定義を満足していないため、 INSERT または UPDATE は許されません。

44000

表 27. クラス・コード51: 無効なアプリケーション状態
SQLSTATE 値

意味

51002

SQL ステートメント実行要求に対応するパッケージが見つかりません。

51003

整合性トークンが一致しません。

51004

SQLDA にあるアドレスが無効です。

51005

直前のシステム・エラーが、この関数を使用不可にしました。

51006

有効な接続が確立されていません。

51015

バインド時にエラーであったセクションを実行する試みが行われました。

51021

アプリケーション処理がロールバック操作を実行するまで、SQL ステートメントを実行することが
できません。

51030

DESCRIBE PROCEDURE ステートメントまたは ALLOCATE CURSOR ステートメント内で参照さ
れるプロシージャーが、アプリケーション・プロセス内でまだ呼び出されていません。

51032

有効な ASCII CCSID が、この DB2 UDB (OS/390 版) 用には指定されていません。

51033

現行サーバーで作成されたのではない結果セットに操作を加えるため、操作は許されていません。

51034

関数が挿入、更新、削除を含んでいて、それが呼び出される文脈で有効ではありません。

表 28. クラス・コード 53: 無効なオペランドまたは不整合な仕様
SQLSTATE 値

意味

53001

表スペースが作業ファイルであるため、文節が無効です。

53004

DSNDB07 は、暗黙の作業ファイル・データベースです。

53014

指定された OBID が無効です。

53035

CREATE INDEX ステートメントにキー限界を指定しなければなりません。

53036

PART 指定の数が区画の数と同じではありません。

53037

区分索引は、非区分表スペースの表では作成できません。

53038

キーしきい値の数がゼロであるか、キー内の列の数より大きくなっています。

53039

ALTER ステートメントの PART 文節が省略されているか、または無効です。

53040

バッファー・プールを BP32K に変更することはできません。

53041

BP32K を索引に使うことはできません。

53043

異なるフィールド手順をもつ列を比較することはできません。

53044

列はフィールド手順をもっていますが、フィールド・タイプに互換性がありません。

53045

キー限界定数のデータ・タイプが列のデータ・タイプと同じではありません。

53046

索引スペースが無効です。

53088

LOCKMAX は指定された LOCKSIZE と矛盾しています。
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表 28. クラス・コード 53: 無効なオペランドまたは不整合な仕様 (続き)
SQLSTATE 値

意味

53089

ストアード・プロシージャーのホスト変数パラメーターの数が、予想されるホスト変数パラメーター
の数と等しくありません。

53090

ASCII および EBCDIC データの両方を、同一 SQL ステートメントで参照することはできません。

53091

指定されているコード化体系が、収納表スペースに現在使用されているコード化体系と同じではあり
ません。

53092

タイプ 1 索引は、ASCII コード化体系を使用する表には作成できません。

53093

FOR ASCII 文節は、このデータベースまたは表スペースではサポートされていません。

53094

PLAN_TABLE は、FOR ASCII 文節では作成できません。

53095

システム表スペースは、明示的 ASCII または EBCDIC 文節では作成できません。

53096

PART 文節が CREATE AUXILIARY TABLE 上に指定されましたが、基本表が区画に分割されてい
ません。

53097

NO WLM ENVIRONMENT が指定されている時は、LOB は指定できません。

53098

指定された列が LOB 列ではないため、補助表が作成できません。

53099

A WLM ENVIRONMENT 名を CREATE FUNCTION ステートメントに指定する必要があります。

表 29. クラス・コード 54: SQL またはプロダクトの限界の超過
SQLSTATE 値

意味

54001

ステートメントが長すぎるか、または複雑すぎます。

54002

ストリング定数が長すぎます。

54004

ステートメントの SELECT または INSERT リスト内にある表名または項目が多すぎます。

54005

ソート・キーが長すぎるか、列が多すぎます。

54006

連結の結果が長すぎます。

54008

キーが長すぎるか、キーの列がながすぎるか、または、列が多すぎます。

54010

表のレコード長が長すぎます。

54011

表または視点に指定された列が多過ぎます。

54012

FIELDPROC リテラル・リストが長すぎます。

54021

制約が多すぎるか、または制約のサイズが大きすぎます。

54024

検査制約が長すぎます。

54025

表記述がオブジェクト記述子の最大サイズを超えています。

54027

カタログにあるユーザー定義の索引が最大数になっています。

54035

内部オブジェクト限界を超えています。

54038

カスケード・トリガーの最大深さを超えています。

54041

32767 OBID までが許されます。

54042

補助表では、1 つの索引だけが許されます。

表 30. クラス・コード 55: オブジェクトが前提条件の状態にない
SQLSTATE 値

意味

55002

explain 表が正しく定義されていません。

55003

DDL 登録表が正しく定義されていません。

55004

データベースが、共用データベースではなくなったため、アクセスできません。
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表 30. クラス・コード 55: オブジェクトが前提条件の状態にない (続き)
SQLSTATE 値

意味

55006

オブジェクトは現在同じアプリケーション処理によって使用中なので、オブジェクトを除去すること
ができません。

55011

作業ファイル・データベースが停止状態にないため、操作が拒否されました。

55012

その表のクラスター化索引がすでに存在しています。

55014

表に、基本キーの固有性を実施する索引がありません。

55015

ページ・セットが停止状態にないため、ALTER ステートメントが実行できません。

55016

ページ・セットがユーザー管理データ・セットを持っているため、 ALTER ステートメントが無効
です。

55017

表スペースにすでに表があるため、表の作成ができません。

55020

作業ファイル・データベースがすでにメンバー用に定義されています。

55023

プロシージャーの呼び出し中にエラーが発生しました。

55030

リモート BIND REPLACE 操作で指定されたパッケージに、システム・リストがあってはなりませ
ん。

55035

表が保護されていて、除去できません。

表 31. クラス・コード 56: その他の SQL またはプロダクトのエラー
SQLSTATE 値

意味

56010

ストリング変数のサブタイプがバインド時のサブタイプと同じでなく、その違いは文字変換によって
は解決できません。

56016

区分化キーが昇順または降順で指定されていません。

56018

列が、編集プロシージャーを持っているため、表に追加できません。

56023

リモート・オブジェクトへの無効な参照が検出されました。

56025

GRANT または REVOKE で AT ALL LOCATIONS の無効な使用例が検出されました。

56027

SET NULL の削除規則をもつ外部キーのヌル可能の列は、区分索引のキーの部分にすることはでき
ません。

56031

このシステムでは、混合および DBCS データはサポートされていないので、文節またはスカラー関
数が無効です。

56036

特定のおよび非特定のボリューム ID は、ストレージ・グループ内で許されていません。

56038

要求された機能はこの環境ではサポートされていません。

56040

リモート・オブジェクトを参照するステートメント内で CURRENT SQLID を使用することはできま
せん。

56045

読み取り専用のアプリケーション・サーバーで行われた変更をバックアウトするために、アプリケー
ションはロールバック操作を出す必要があります。

56052

リモートの要求側が、トリガー・パッケージをバインド、再バインドまたは解放しようとしました。

56053

読み取り専用の共用データベース内の表の親は、読み取り専用の共用データベース内でも表でなけれ
ばなりません。

56054

共用データベース内のオブジェクトのユーザー定義のデータ・セットは、 SHAREOPTIONS(1,3) を
用いて定義する必要があります。

56055

データベースは、SHARE READ と定義されていますが、表スペースまたは索引スペースが所有シス
テムで定義されていません。

56056

SHARE READ データベース内のオブジェクトの記述は、OWNER システム内でのその記述と整合
していなければなりません。
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表 31. クラス・コード 56: その他の SQL またはプロダクトのエラー (続き)
SQLSTATE 値

意味

56057

データベースは SHARE READ から SHARE OWNER へと変更することはできません。

56059

トリガーされた SQL ステートメントのバインド時に、エラーが発生しました。

56060

LE 関数が失敗しました。

56062

作業単位が DDF の前に開始したため、分散操作が無効です。

56064

プログラムが、フォールバックが起こったリリースの関数に依存しているため、バインド操作が許可
されません。

56065

DBRM が、修正されたか、または別のリリースのため作成されたので、バインド操作が許可されま
せん。

56066

プランまたはパッケージが、フォールバックが起こったリリースの関数に依存しているため、再バイ
ンド操作が許可されません。

56067

SYSPACKAGE.IBMREQD の値が無効なため、再バインド操作が許可されません。

56080

このデータ・タイプが、DB2 専用プロトコル処理で許されていません。

56082

ステートメントは、文字変換をサポートしない DB2 システムを識別しているので、実行できませ
ん。

56084

データ・タイプはサポートされていません。

56088

関数は、データが並列に処理されている時に、それを修正できないので、 ALTER FUNCTION が失
敗しました。

56089

指定されたオプションはタイプ 2 索引を必要とします。

56090

索引のタイプは変更できません。

56095

バインド・オプションが無効です。

56096

バインド・オプションが非互換です。

560A1

表スペース名が無効です。

560A2

LOB 表とその関連基本表スペースは、同じデータベースにある必要があります。

560A3

表が、データベースと互換性がありません。

560A4

補助表では、この操作は許されません。

560A5

補助表が、指定列または区画に対して既に存在しています。

560A7

GBPCACHE NONE は、GRECP の表スペースまたは索引に対して指定できません。

560A8

8K または 16K バッファー・プール・ページ・サイズは、WORKFILE オブジェクトには無効です。

560A9

サポートされないオプションが指定されました。

表 32. クラス・コード 57: リソース利用不能またはオペレーターの介入
SQLSTATE 値

意味

57001

表が、1 次索引を持っていないため、利用不能です。

57002

許可が使用不可になっているので、GRANT および REVOKE が無効です。

57003

指定されたバッファー・プールは活動化されていませんでした。

57004

表が、区分索引を持っていないため、利用不能です。

57005

ステートメントは、ユーティリティーまたは管理プログラムの制限時間を超過したので、実行できま
せん。

57006

DROP または CREATE が保留中であるため、オブジェクトが作成できません。

57007

DROP または ALTER が保留中であるため、オブジェクトが使用できません。

57008

日付または時刻のローカル・フォーマット出口がインストールされていません。
付録 C. SQLSTATE 値 — 一般エラー・コード
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表 32. クラス・コード 57: リソース利用不能またはオペレーターの介入 (続き)
SQLSTATE 値

意味

57010

フィールド手順をロードできません。

57011

仮想記憶域またはデータベース・リソースが使用不能です。

57012

非データベース・リソースが使用不能です。これが、以降のステートメントの正常な実行に影響を及
ぼすことはありません。

57013

非データベース・リソースが使用不能です。これは、以降のステートメントの正常な実行に影響を及
ぼします。

57014

処理は要求されたとおりに取り消されました。

57015

ローカル DB2 への接続が確立されていません。

57017

文字変換が定義されていません。

57018

DDL 登録表または固有索引が存在しません。

57023

DROP が DDL 登録テーブルを保留中にしているため、 DDL ステートメントが実行できません。

57033

自動ロールバックのないデッドロックまたはタイムアウトが発生しました。

57051

予想 CPU コストが、リソース限度を超えています。

57054

表は、外部に保管された列に対する補助表および索引が作成されるまで、利用不能です。

57057

SQL ステートメントは、SQL ステートメントの DRDA チェーンにおける以前の条件のせいで、実
行できません。

表 33. クラス・コード 58: システム・エラー
SQLSTATE 値

意味

58001

割り当てられた DBID が重複しているため、データベースが作成できません。

58002

出口が、エラーのある、または無効なデータを戻しました。

58003

無効なセクション番号が検出されました。

58004

システム・エラー (必ずしも、後続の SQL ステートメントの正常実行を排除しない) が発生しまし
た。

58005

システム・エラー (後続の SQL ステートメントの正常実行を妨げる) が発生しました。

58006

接続中にシステム・エラーが発生しました。

58008

以降の DDM コマンドまたは SQL ステートメントの正常な実行に影響を及ぼさない分散プロトコ
ル・エラーが原因で、実行が失敗しました。

58009

会話が割り振り解除される原因となった分散プロトコル・エラーにより、実行が失敗しました。

58010

以降の DDM コマンドまたは SQL ステートメントの正常な実行に影響を及ぼす分散プロトコル・
エラーが原因で、実行が失敗しました。

58011

バインド処理の進行中は、DDM コマンドは無効です。

58012

指定されたパッケージ名および整合性トークンによるバインド処理はアクティブではありません。

58013

SQLCODE は応答メッセージと矛盾します。

58014

DDM コマンドがサポートされていません。

58015

DDM オブジェクトがサポートされていません。

58016

DDM パラメーターがサポートされていません。

58017

DDM パラメーター値がサポートされていません。

58018

DDM 応答メッセージがサポートされていません。

58026

ステートメント内のホスト変数の数が、SQLSTTVRB のホスト変数の数と等しくありません。
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付録 D. 新たに追加、変更、および削除されたメッセージおよびコ
ード
この付録では、DB2 バージョン 7 をサポートする新たに追加、変更、および削除されたメッセージおよび
コードを以下のように列記しています。
v 『新たに追加されたメッセージおよびコード』には、新しい SQL 戻りコード、メッセージ、および理由
コードを列記しています。
v

1559 ページの『変更されたメッセージおよびコード』には、変更された SQL 戻りコード、メッセー
ジ、理由コード、および SNA コードを列記しています。

v

1564 ページの『変更された SQLSTATE』では、変更された SQLSTATE 値を列記しています。

v

1564 ページの『削除されたメッセージおよびコード』には、削除された SQL 戻りコードおよびメッセ
ージを列記しています。

新たに追加されたメッセージおよびコード

#

#

+222
+231
+335
+645
+650
+653
+655
+658
+20122
-101
-151
-216
-222
-224
-225
-228
-243
-244
-245
-330
-359
-372
-373
-449
-487
-490
-577
-579
-593
-594
-628
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#
#

#

#

#
#
#
#
#

#
#
#

-669
-723
-751
-770
-798
-846
-867
-873
-1760
-5012
-20005
-20091
-20092
-20102
-20123
-20124
-20125
-20126
-20127
-20129
-20201
-20202
-20204
-20210
00C12221
00C12850
00C200CE
00C20110
00C20111
00C200EF
00C20200
00C900C9
00C900CB
00C900CC
00C900CD
00C900CE
00C900CF
00D300F8
00D30110
00D31055
00D31059
00D3105A
00D34443
00D34444
00D34445
00D34446
00D34447
00D34448

1552

DB2 UDB (OS/390 および z/OS 版): DB2 UDB メッセージおよびコード V7

#

#
#
#
#

#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

00D34449
00D3444A
00D3444B
00D3444C
00D3444D
00D35313
00D35314
00D35922
00D35D1D
00D35D1E
00D35D1F
00D35D20
00D35D21
00D35D22
00D70008
00E4002E
00E400C3
00E40196
00E40197
00E41000
00E50003
00E7009A
00E7009B
00E7009C
00E70121
00E70122
00E79103
00E79106
00E79200
00E90403
00E90404
00E90405
00F300A1
00F30120
00F30121
00F30122
00F30123
DSN1949I
DSNA301I
DSNA302I
DSNA303I
DSNA304I
DSNA305I
DSNA306I
DSNA307I
DSNA308I
DSNA309I
DSNA310I
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#
#
#
#

#
#

#

#
#

DSNA311I
DSNA312I
DSNA313I
DSNA314I
DSNG001I
DSNG002I
DSNG003I
DSNH307I
DSNH308I
DSNH350I
DSNH385I
DSNH449I
DSNH457I
DSNH490I
DSNH526I
DSNH527I
DSNH581I
DSNH590I
DSNH683I
DSNH867I
DSNH4001I
DSNH4408I
DSNH4702I
DSNH4779I
DSNH4785I
DSNH4911I
DSNH4912I
DSNH4913I
DSNH4914I
DSNH4915I
DSNH4916I
DSNH4919I
DSNH4920I
DSNH4941I
DSNH4999I
DSNH0512I
DSNH5033I
DSNH5034I
DSNH5035I
DSNH5036I
DSNH5037I
DSNH20008I
DSNI028I
DSNI029I
DSNI032I
DSNI033I
DSNI034I
DSNI035I
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#

#

#

#
#

#
#

#

#

DSNI036I
DSNI037I
DSNJ031I
DSNJ153I
DSNJ154I
DSNJ341I
DSNJ372I
DSNJ373I
DSNJ374I
DSNJ990i
DSNL080I
DSNL081I
DSNL082I
DSNL083I
DSNL084I
DSNL085I
DSNL086I
DSNL090I
DSNL092I
DSNL093I
DSNL099I
DSNP030I
DSNR042I
DSNR046I
DSNT224I
DSNT248I
DSNT482I
DSNT517I
DSNT524I
DSNT525I
DSNT526I
DSNT530I
DSNT531I
DSNT532I
DSNT533I
DSNT534I
DSNT540I
DSNT541I
DSNT542I
DSNT543I
DSNT545I
DSNU113I
DSNU185I
DSNU215I
DSNU237I
DSNU269I
DSNU271I
DSNU283I
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#

DSNU429I
DSNU533I
DSNU765I
DSNU784I
DSNU862I
DSNU1000I
DSNU1001I
DSNU1002I
DSNU1003I
DSNU1004I
DSNU1005I
DSNU1006I
DSNU1007I
DSNU1009I
DSNU1010I
DSNU1012I
DSNU1013I
DSNU1014I
DSNU1015I
DSNU1016I
DSNU1017I
DSNU1018I
DSNU1019I
DSNU1020I
DSNU1021I
DSNU1022I
DSNU1023I
DSNU1024I
DSNU1025I
DSNU1026I
DSNU1027I
DSNU1028I
DSNU1029I
DSNU1030I
DSNU1031I
DSNU1032I
DSNU1033I
DSNU1034I
DSNU1035I
DSNU1036I
DSNU1037I
DSNU1038I
DSNU1040I
DSNU1041I
DSNU1042I
DSNU1043I
DSNU1050
DSNU1100I
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#
#

#

DSNU1101I
DSNU1102I
DSNU1103I
DSNU1104I
DSNU1105I
DSNU1106I
DSNU1107I
DSNU1108I
DSNU1109I
DSNU1110I
DSNU1111I
DSNU1112I
DSNU1113I
DSNU1114I
DSNU1115I
DSNU1116I
DSNU1117I
DSNU1118I
DSNU1120I
DSNU1121I
DSNU1122I
DSNU1123I
DSNU1124I
DSNU1125I
DSNU1126I
DSNU1178I
DSNU1201I
DSNU1202I
DSNU1203I
DSNU1204I
DSNU1211I
DSNU1212I
DSNU1213I
DSNU1214I
DSNU1217I
DSNU1218I
DSNU1219I
DSNU1220I
DSNU1221I
DSNU1222I
DSNU1223I
DSNU1224I
DSNU1225I
DSNU1226I
DSNU1227I
DSNU1228I
DSNU1229I
DSNU1230I
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#

#
#

DSNU1231I
DSNU1232I
DSNU1233I
DSNU1234I
DSNU1235I
DSNU1236I
DSNU1237I
DSNU1238I
DSNU1250I
DSNU1251I
DSNU1252I
DSNU1253I
DSNU1300I
DSNU1301I
DSNU1302I
DSNU1303I
DSNU1304I
DSNU1305I
DSNU1306I
DSNU1307I
DSNU1308I
DSNU1309I
DSNU1400I
DSNU1401I
DSNU1402I
DSNU1403I
DSNU1404I
DSNU1405I
DSNU1406I
DSNU1407I
DSNU1408I
DSNU1409I
DSNU1410I
DSNU1411I
DSNU1502I
DSNU3330I
DSNV439I
DSNV480I
DSNV481I
DSNX206I
DSNX207I
DSNX207I
DSNX958I
DSNX961I
DSNX978I
DSNX986I
DSNX990E
DSNX991I
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#

#

DSNX992E
DSNX993I
DSNX994I
DSNY009I
DSNY015I
DSNZ006I
DSNZ007I
DSNZ008I
DSNZ009I
DSNZ010I
DSNZ011I
DSNZ012I
DSNZ013I
DSNZ014I
DSN3028I
DSN3581I
DSN7002I
DSN7009I
DXR104I

変更されたメッセージおよびコード
以下のメッセージおよびコードが更新されました。

#
#

#
#
|

#

この表は、次の種類の変更によるメッセージまたはコードを含んでいません。
v 資料参照
v 編集上
000
+100
+222
+231
+466
+541
+551
+610
+664
+2000
-097
-107
-113
-122
-129
-132
-134
-148
-152
-154
-164
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#
#
#

#
#

#

#

#
#
#

#

#

-171
-204
-214
-225
-228
-251
-310
-332
-350
-399
-423
-443
-444
-449
-457
-471
-478
-501
-510
-538
-539
-542
-551
-573
-574
-583
-590
-592
-601
-619
-624
-625
-628
-637
-646
-650
-669
-670
-680
-683
-751
-771
-798
-802
-842
-879
-922
-846
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#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#

-5012
-20071
-20092
-30072
00C12207
00C200EA
00C20257
00C8901x
00C9009F
00C900C7
00D300F8
00D31038
00D31046
00D31048
00D31055
00D31201
00D31202
00D34445
00D34446
00D34447
00D34448
00D34449
00D3444A
00D3444D
00D3444E
00E30700
00E40196
00E40197
00E40206
00E40207
00E40208
00E40209
00E40210
00E40213
00E40214
00E40215
00E40218
00E7009D
00E79002
00F30011
00F30018
00F300A1
00F30106
08880011
DSNB232I
DSNB330I
DSNB340I
DSNB536I
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|
|
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#

|
|

#

#

DSNB606E
DSNB610I
DSNB744I
DSNB745I
DSNB758I
DSNB798I
DSNH091I
DSNH113I
DSNH628I
DSNI031I
DSNJ103I
DSNJ120I
DSNJ131I
DSNJ153E
DSNJ154I
DSNJ339I
DSNJ370I
DSNJ371I
DSNJ372I
DSNJ103I
DSNJ372I
DSNJ407E
DSNL004I
DSNL092I
DSNL202I
DSNL512I
DSNL516I
DSNL517I
DSNP016I
DSNT253I
DSNT255I
DSNT375I
DSNT376I
DSNT377I
DSNT378I
DSNT389I
DSNT528I
DSNU018I
DSNU030I
DSNU047I
DSNU058I
DSNU075I
DSNU090I
DSNU100I
DSNU105I
DSNU109I
DSNU113I
DSNU172I
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#

#

#

#

#
#
#

#
#
#

DSNU185I
DSNU202I
DSNU203I
DSNU212I
DSNU250I
DSNU256I
DSNU273I
DSNU281I
DSNU295I
DSNU296I
DSNU297I
DSNU299I
DSNU305I
DSNU310I
DSNU334I
DSNU351I
DSNU360I
DSNU440I
DSNU506I
DSNU513I
DSNU530I
DSNU531I
DSNU612I
DSNU613I
DSNU614I
DSNU617I
DSNU618I
DSNU622I
DSNU624I
DSNU629I
DSNU750I
DSNU752I
DSNU776I
DSNU787I
DSNU816I
DSNU861I
DSNU971I
DSNU973I
DSNU816I
DSNU1001I
DSNU1042I
DSNU1043I
DSNV404I
DSNV435I
DSNX210I
DSNX961I
DSNX986I
DSN1153I
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#
|
#

#

DSN1946I
DSN1960I
DSN7104I
DXR100I
DXR137I
DXR162I
DXR177I
2023

変更された SQLSTATE
次の SQLSTATE が変更されました。

削除されたメッセージおよびコード
次のメッセージおよびコードが削除されました。
+625
+626
+20141
#
-223
#
-594
-642
-20200
#
00D31051
DSNL050E
DSNL051E
DSNL052E
DSNL053I
DSNL054I
DSNL055I
DSNL056E
DSNL057I
DSNL058I
DSNL059I
DSNL060I
DSNL061I
DSNL062I
DSNL063I
DSNL064E
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付録 E. 特記事項
本書はアメリカ合衆国で提供されている製品およびサービス用に作成されたものであり、本書に記載の製
品、サービス、またはフィーチャーが日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な
製品、サービス、およびフィーチャーについては、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で
IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービ
スのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の 知的所有権を侵害
することのない、機能的に同等な製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。 ただ
し、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていた
だきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があ
ります。 本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではあり
ません。 実施権の許諾については、下記の宛先に、書面にてご照会ください。
〒106-0032
東京都港区六本木 3-2-31
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM およびその直接または間接
の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証およ
び法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。 国または
地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるもの
とします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更
は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログ
ラムに対して、改良または変更を行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであ
り、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、こ
の IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信
ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。
本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラム
を含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本
プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003
U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあり
ます。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001
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本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム
契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、 IBM より提供さ
れます。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるため
に、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。こ
れらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然に
すぎません。
著作権使用許諾:
本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプ
リケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれて
いるオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠
したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、
IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。ただし、1) お客様がサン
プル・プログラム、その改変版またはお客様のアプリケーション・プログラムの使用、配布に起因して生じ
るすべての請求、責任、損害、費用およびコストについて、IBM を防御し、IBM に損害のないよう保障す
ることに同意する場合、2) IBM が、サンプル・プログラムまたはその改変版ハードウェアおよびソフトウ
ェアとの操作性について保証していないことを明言しない場合、に限られます。これらの例は、すべての条
件下で完全にテストされているわけではありません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムにつ
いて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

プログラミング・インターフェース情報
本書は、IBM DATABASE 2 ユニバーサル・データベース・サーバー (OS/390 版および z/OS 版) (DB2
(OS/390 版および z/OS 版)) によって出されるメッセージの解釈を支援することを目的としています。
本書はまた、DB2 (OS/390 版および z/OS 版) が提供する汎用プログラミング・インターフェースおよび
関連情報についても記載しています。
汎用プログラミング・インターフェースを使用することにより、お客様は DB2 (OS/390 版および z/OS
版) のサービスを利用するプログラムを作成することができます。
汎用プログラミング・インターフェースおよび関連情報について説明している個所は、該当する章または部
の紹介文の中に明示しています。
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以下は、IBM Corporation の商標です。
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APL2
AS/400
BookManager
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CICS/ESA
CICS/MVS
COBOL/370
C/370
DATABASE 2
DataHub
DataPropagator
DB2
DB2 Connect
DB2 Universal Database
DFSMS
DFSMSdfp
DFSMSdss
DFSMShsm
DFSMS/MVS
DFSORT
Distributed Relational Database Architecture
DRDA
DXT
eNetwork

#

Enterprise System/3090
Enterprise System/9000
ES/3090
Extended Services
IBM
IMS
IMS/ESA
MVS/DFP
MVS/ESA
MVS/XA
Net.Data
Open Edition
OS/2
OS/390
OS/400
Parallel Sysplex
PR/SM
QMF
RACF
RMF
SQL/DS
System/370
System/390
S/370
VTAM
3090
z/OS

Tivoli™ および NetView は、Tivoli Systems Inc. の米国およびその他の国における商標です。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
v Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国に
おける商標または登録商標です。
v Microsoft、Windows、Windows NT、および Windows ロゴは、Microsoft™ Inc. の米国およびその他の国
における商標です。
他の会社名、製品名、およびサービス名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。

付録 E. 特記事項
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用語集
以下の用語および省略語は、DB2® ライブラリー
で使用される場合の定義です。

アーカイブ・ログ (archive log). アクティブ・ログか
らコピーされたログ・レコードが入っている DB2 ログ
の部分。

アドレス・スペース接続 (address space
connection). 接続アドレス・スペースを DB2 に接続
した結果のこと。 DB2 に接続されたタスクが置かれて
いる各アドレス・スペースには、たとえ 2 つ以上のタ
スク制御ブロック (TCB) が存在することがあっても、
アドレス・スペース接続は 1 つだけである。接続アド
レス・スペース (allied address space) およびタスク制御
ブロック (task control block) も参照。

アクセス方式サービス (access method services).
VSAM キー順データ・セット を定義したり、複製する
ために使用される機能。

アプリケーション管理接続 (application-directed
connection). アプリケーションが SQL CONNECT ス
テートメントを使用して管理する接続。

アクセス・パス (access path). SQL ステートメント
で指定されたデータを配置するために使用されるパス。
アクセス・パスには、索引付きと順次がある。

アプリケーション処理 (application process). リソー
スおよびロックを割り当てる単位。 アプリケーション
処理には、1 つまたは複数のプログラムの実行が含まれ
る。

アクティブ・メンバー状態 (active member state).
データ共用グループのメンバーの状態。 アクティブ・
メンバーは、メンバーを特定のタスク、アドレス・スペ
ース、および MVS システムに関連付ける XCF によっ
て、グループごとに識別される。 アクティブでないメ
ンバーは、障害発生メンバーの状態かまたは静止メンバ
ーの状態のいずれかである。

アプリケーション・サーバー (application server). リ
モート?アプリケーションからの要求のターゲット。
DB2 環境においては、アプリケーション・サーバー機
能は分散データ機能によって提供され、リモート・アプ
リケーションから DB2 データにアクセスする際に使用
される。

［ア行］

アクティブ・ログ (active log). ログ・レコードを、そ
れらが生成されるたびに書き込む DB2 ログの部分。ア
クティブ・ログには常に最新のログ・レコードが入って
いるのに対し、アーカイブ・ログには、古くなって、ア
クティブ・ログには適さなくなったレコードが保持され
ている。
値 (value).

SQL で操作される最小のデータ単位。

アタッチメント機能 (attachment facility). DB2 と、
TSO、IMS™、CICS、またはバッチ・アドレス・スペー
スとの間のインターフェースの 1 つ。接続機能によ
り、アプリケーション・プログラムは DB2 にアクセス
することができる。
圧縮辞書 (compression dictionary). 圧縮および圧縮
解除の処理を制御する辞書。 この辞書は、表スペース
もしくは表スペース区画から作成される。
アドレス・スペース (address space). 番号 (ASID)
によって識別される仮想記憶ページの範囲であり、仮想
ページをコンピューター・メモリーの実ページにマップ
するセグメント・テーブルとページ・テーブルのコレク
ション。

© Copyright IBM Corp. 1982, 2001

アプリケーション・プラン (application plan). バイン
ド処理中に作成される制御構造。DB2 は、アプリケー
ション・プランを使用して、ステートメントの実行中に
検出した SQL ステートメントを処理する。
アプリケーション・リクエスター (application
requester). アプリケーションに代わって、データに対
する DRDA 要求を生成するリモート・システム上のコ
ンポーネント。アプリケーション・リクエスターは、
DRDA アプリケーション管理プロトコルを使用して
DB2 データベース・サーバーに アクセスする。
暗黙の forget (implied forget). 仮定中断プロトコル
では、調整プログラムからの 2 番目のフェーズのコミ
ット 要求に対する forget の暗黙の応答。参加プログラ
ムが調整プログラムからの後続の要求に応答するとき、
応答は暗黙のものとなる。
アンロック (unlock). 以前にロックされたオブジェク
トまたはシステム・リソースを解放し、それを DB2 内
で一般的に使用できるよう元に戻すこと。
異常終了 (abend).

タスクの異常終了。

異常終了理由コード (abend reason code). DB2 に
おける問題を一意的に識別する 4 バイトの16 進コー
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一時表 • 外部結合 (outer join)
ド。 DB2 異常終了理由コードの完全なリストとその説
明は、DB2 メッセージおよびコード に記載されてい
る。
一時表. 一時データを保持する表。たとえば、一時表
は、多数の行を含む照会の中間結果を保持またはソート
するのに有用である。異なる SQL ステートメントで作
成される 2 種類の一時表 (作成された一時表および宣言
された一時表) がある。結果表 (result table) と対比。作
成された一時表 および 宣言された一時表 も参照。
一貫性ポイント (point of consistency). アプリケー
ションがアクセスするすべての回復可能データが、他の
データと整合する時点。一貫性ポイントは、同期点
(sync point) またはコミット・ポイント (commit point)
と同義。
偽グローバル・ロック競合 (false global lock
contention). 複数ロック名が同じ標識にハッシュされ
る場合、および実競合がない場合に、結合機構から出さ
れる競合指示。
イメージ・コピー (image copy). 表スペースの全部も
しくは部分の精密な再生。 DB2 は、全体イメージ・コ
ピー (表スペース全体をコピーする) または増分イメー
ジ・コピー (最後のイメージ・コピー以降修正になった
ページ分のみコピーする) をとるユーティリティー・プ
ログラムを備えている。
インストール (install). MVS サブシステムとして操作
するため DB2 サブシステムを準備する処理。
ウォーム・スタート (warm start). DB2 の制御下にあ
るデータが整合性を保つように、ログ・レコードを読み
取って処理する、通常の DB2 再始動プロセス。コール
ド・スタート (cold start) と対比。
打ち切り中 (in-abort). リカバリー単位の状況。リカバ
リー単位がロールバックを開始した後で、処理が完了す
る前に DB2 が障害を起こすと、DB2 は再始動中にその
変更のバックアウトを継続する。
右方外部結合 (right outer join). 結合中の両方の表の
一致した行を含み、2 つめの結合オペランドの一致しな
い行を保持する、結合操作の結果。結合 (join) も参照。
エージェント (agent). DB2 で使用される場合は、
DB2 作業単位にかかわるすべてのプロセスに関連した
構造。接続エージェントは、一般に、接続スレッド
(allied thread) と同義である。システム・エージェント
(System agents) は、プリフェッチ処理、据え置き書き出
し、および、サービス・タスクなどの接続エージェント
とは無関係に処理する作業単位。
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エスケープ文字 (escape character). SQL 区切り ID
を囲むために使用される記号。エスケープ文字は二重引
用符 (") である。ただし COBOL アプリケーションで
は、ユーザーがこの記号に二重引用符またはアポストロ
フィ(') のいずれかを割り当てる。
エラー・ページ範囲 (error page range). 物理的に損
傷していると考えられるページ範囲。 DB2 では、ユー
ザーがこの範囲内にあるページをアクセスすることを認
めない。
エンコード文字セット (coded character set). 文字
セットを設定し、またセット内の文字とそのエンコード
表現との 1 対 1 の関係を設定する明確な規則の集合。
エンコード文字セット ID (CCSID) (coded character
set identifier (CCSID)). 漢字のエンコード表現を一意
に表す 16 ビットの数。 これはエンコード・スキーマ
ID を表すとともに、文字セット ID と関連コード・ペ
ージ ID の対 (1 つまたは複数) を指定する。
オペレーターへの書き込み (WTO) (write to operator
(WTO)). ユーザーがコーディングするオプショナル・
サービス。訂正が必要なエラーや異常なシステム状態を
オペレーターへ知らせるメッセージを、システム・コン
ソールのオペレーターへ書き込むことができる。
親ロック (lock parent). 明示の階層ロックでは、低い
階層にある子ロックを持つリソースに保持されるロッ
ク。通常、表スペースまたは区画のインテント・ロック
が、親ロックになる。

［カ行］
カーソル (cursor). アプリケーション・プログラムが
ある組の行内の該当する行を指し、その組から行を取り
出し、更新あるいは削除などを行う、名前付き制御構
造。
カーソル固定 (CS) (cursor stability (CS)). 最大の並
行性を提供する分離レベル。これは、アンコミット・デ
ータを読み取る機能はない。 作業単位は、カーソル固
定を用いて、その非コミット変更とそのカーソルの現行
行に対してのみロックを保持する。
外部関数 (external function). 本体がプログラム言語
で書かれていて、呼び出しごとに、スカラーの引き数値
をとり、スカラーの結果を生じるような関数。ソース関
数 (sourced function)、組み込み関数 (built-in function)、
および SQL 関数 (SQL function)と対比。
外部結合 (outer join). 結合中の両方の表の一致した行
を含み、結合中の表の一致しない行の一部または全部を
保存する、結合操作の結果。結合 (join) も参照。
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外部サブシステム・モジュール表 (External subsystem moduletable (ESMT)) • 共存
(coexistence)
外部サブシステム・モジュール表 (External
subsystem moduletable (ESMT)). 外部サブシステ
ム・モジュール表の名前であり、どの接続モジュールを
IMS® がロードする必要があるかを指定する。
会話 (conversation). トランザクションの処理中に通
信が可能な SNA 論理装置 - 論理装置 (LU-LU) セッシ
ョンでのアプリケーションとリモート・トランザクショ
ン・プログラム間の、LU 6.2 または 拡張プログラム間
通信機能 (APPC) に基づいた通信のこと。
カスケード削除 (cascade delete). 削除された親行の
下層行をすべて削除するときに DB2 が強制する参照制
約の方法。
仮想記憶アクセス方式 (VSAM) (Virtual Storage
Access Method (VSAM)). 直接アクセス装置上の固定
長および可変長のレコードを、直接または順次処理する
ためのアクセス方式。 VSAM データ・セットまたは
VSAM ファイル内のレコードは、キー・フィールド (キ
ー・シーケンス) を使用した論理順、データ・セットま
たはファイルに書き込まれた物理順 (入力順)、または相
対レコード番号を使用して編成することができる。
仮想記憶通信アクセス方式 (VTAM) (Virtual
Telecommunications Access Method (VTAM)).
IBM ライセンス・プログラムの 1 つであり、通信を制
御し、SNA ネットワーク内のデータのフローを制御す
る。
カタログ (catalog). DB2 において、表、視点、およ
び索引などのオブジェクトの記述が入っている表の集
合。
カタログ表 (catalog table).
表。

DB2 カタログ内の任意の

カップリング・ファシリティー (coupling facility). カ
ップリング・ファシリティー制御プログラムを実行し、
シスプレックス内で高速キャッシング、リスト処理、お
よびロック機能を提供する、特別の PR/SM™ LPAR 論
理区画。
関数 (function). ゼロまたは複数の入力値 (引き数) を
使用して呼び出すことができる、プログラムとして表現
されたもの (関数本体) を単一の値 (結果) へマッピング
するもの。列関数 (column function) およびスカラー関
数 (scalar function) も参照。
関数は、ユーザー定義、組み込み、または DB2 で生成
されたものが可能である。(組み込み関数 (built-in
function)、 cast 関数 (cast function)、外部関数 (external
function)、ソース関数 (sourced function)、SQL 関数
(SQL function)、およびユーザー定義関数 (user-defined
function) を参照。)

完了必須 (must-complete). データ保全性を維持する
ため操作全体を完了しなければならない、DB2 処理の
状態。
キー (key). 表、索引、または参照制約の記述の中で示
されている 1 つの列または一連の順序付けされた列。
キー順データ・セット (KSDS) (key-sequenced data
set (KSDS)). そのレコードがキー・シーケンスにロー
ドされ、索引によって制御される VSAM ファイルまた
はデータ・セット。
期間 (duration). 時間間隔を表す数値。 日付期間
(date duration) 、ラベル付き期間 (labeled duration) 、
および時刻期間 (time duration) を参照。
基本順次アクセス方式 (BSAM) (basic sequential
access method (BSAM)). 順次アクセスもしくは直接
アクセス装置のいずれかを用いて、データ・ブロックを
連続して記憶または検索するアクセス方式。
基本表 (basis table). (1) SQL CREATE TABLE ステ
ートメントによって作成され、永続データを入れておく
ための表。結果表 (result table) および一時表
(temporary table) と対比。
(2) LOB 列定義を含む表。実際の LOB 列データは、基
本表と一緒に保管されない。基本表は、各行の行 ID
(ID)、および LOB 列の標識列を含んでいる。 補助表
(auxiliary table) と比較のこと。
逆方向ログ・リカバリー (backward log recovery).
再始動処理の 4 番目と最終のフェーズであり、このフ
ェーズで、DB2 は、ログを逆方向にスキャンして、打
ち切られたすべての変更に対して UNDO ログ・レコー
ドを適用する。
キャストアウト (castout). 変更されたページをグルー
プ・バッファー・プールから DASD に書き込む DB2
の処理。
キャッシュ構造 (cache structure). シスプレックスの
すべてのメンバーが使用できるデータを保管する結合機
構構造。 DB2 データ共用グループは、キャッシュ構造
をグループ・バッファー・プールとして使用する。
行 ID (ROWID) (row identifier). 行を一意的に識別す
る値。 この値は行と一緒に保管され、変更されること
はない。
行 (row). 表における横方向のコンポーネント。行は一
連の値からなり、この値は表の各列にある。
共存 (coexistence). マイグレーション中に、同じデー
タ共用グループ内で 2 つのリリースが存在する期間。

用語集
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共通サービス域 (common service area (CSA)) • グローバル・ロック (global lock)
共通サービス域 (common service area (CSA)).
MVS では、すべてのアドレス・スペースによってアド
レス可能なデータ域が入っている共通域の一部。
共用連絡域 (shared communications area (SCA)).
DB2 間通信のために DB2 データ共用グループが使用す
る結合機構リスト構造。
共用ロック (share lock). 並行して実行されているア
プリケーション・プロセスに対して、データを変更でき
ないようにするロック。ただし、読み取りは可能であ
る。排他ロック (exclusive lock) と対比。
行ロック (row lock).

単一のデータ行のロック。

許可 ID (authorization ID). DB2 との接続のために検
査される可能性のあるストリングであり、それに対して
1 組の特権が許可されている。このストリングは、1 個
人、1 つの組織集団、または 1 つの職務を表すことが
できるが、DB2 はこの表現を判別することはない。
許可プログラム機能 (APF) (Authorized program
facility (APF)). 制限された機能を使用するため許可さ
れるプログラムの ID を認める機能。
区画 (partition). ページ・セットの一部分。各区画
は、単一の、独立して拡張できるデータ・セットに対応
する。 区画のサイズは、区画ページ・セット内の区画
数によって、最大 1、2、または 4 ギガバイトにまで拡
張できる。一定のページ・セットの区画は、すべて同じ
最大サイズを持つ。
区分データ・セット (partitioned data set (PDS)).
メンバーが呼び出された区画に分けられる直接アクセス
記憶装置のデータ・セット。それぞれの区画には、プロ
グラム、プログラムの一部、またはデータが入ってい
る。区分データ・セットは、プログラム・ライブラリー
と同義。
区分表スペース (partitioned table space). それぞれ
ユーティリティーによって独立して処理できる部分に
(索引キーの範囲に基づいて) 細分される表スペース。
区分ページ・セット (partitioned page set). 区分表
スペースまたは索引スペース。 区画のスコープ内のみ
の、ヘッダー・ページ、スペース・マップ・ページ、デ
ータ・ページ、および索引ページ参照データ。
組み込み SQL (embedded SQL). アプリケーショ
ン・プログラム内にコーディングされる SQL ステート
メント。静的 SQL (static SQL) を参照。

クライアント (client).
照。

クラスター化索引 (clustering index). 行が表スペー
スにどのように物理的に配列されるかを決定する索引。
グループ再始動 (group restart). ロックまたは共用連
絡域が失われた後、データ共用グループの少なくとも 1
つのメンバーを再始動すること。
グループ名 (group name).
MVS XCF ID。

データ共用グループの

グループ・バッファー・プール (group buffer pool
(GBP)). データをキャッシュに入れ、すべてのメンバ
ーでそのデータが確実に一貫性のあるようにするため
に、データ共用グループによって使用される結合機構の
キャッシュ構造。
グループ・バッファー・プール二重化 (group buffer
pool duplexing). グループ・バッファー・プール構造
の 2 つのインスタンス (1 次グループ・バッファー・プ
ールと 2 次グループ・バッファー・プール) へデータを
書き込む機能。OS/390 の資料では、これらのインスタ
ンスは「旧」(1 次) と「新」(2 次) 構造と表現されてい
る。
クレーム (claim). あるオブジェクトがアクセスされて
いることの DB2 への通知。クレームが解放されるまで
ドレーンを起こさないようにする。これは通常コミッ
ト・ポイントで起きる。ドレーン (drain) と対比。
クレーム・カウント (claim count). 1 つのオブジェク
トをアクセスしているエージェントの数のカウント。
クレーム・クラス (claim class). 以下のいずれかであ
る特定タイプのオブジェクト・アクセス。
カーソル固定 (CS)
反復可能読み取り (RR)
書き込み
クローズされたアプリケーション (closed
application). 特定の DB2 オブジェクトで特定のステ
ートメントの排他使用を必要とするアプリケーション。
それによって、そのオブジェクトはアプリケーションの
外部インターフェースを介して単独で管理される。
グローバル・ロック (global lock). DB2 サブシステム
内および DB2 サブシステム間で並行制御を提供するロ
ック。ロックの効力範囲は、データ共用グループのすべ
ての DB2 サブシステムである。

組み込み関数 (built-in function). DB2 が提供する関
数の 1 つ。ユーザー定義関数 (UDF) と対比のこと。
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リクエスター (requester) を参
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グローバル・ロック競合 (global lock contention) • コマンド接頭部 (command prefix)
グローバル・ロック競合 (global lock contention).
データ共用グループの異なる DB2 メンバーが共用リソ
ースをシリアライズしようとする際に、それらのメンバ
ー間で起きるロック要求の競合。
グロス・ロック (gross lock). 表、区画、または表ス
ペース上の共用、更新 、または排他モードのロック。
計画 (plan). アプリケーション・プラン (application
plan) を参照。
計画名 (plan name).
前。

アプリケーション・プランの名

のユーティリティーおよび SQL ステートメントによる
使用が止められている表スペースまたは区画の状態。

| コード点 (code point). CDRA において、コード・ペ
| ージの文字を表す固有のビット・パターン。
|
|
|
|
|
|

コード・ページ (code page). コード点に割り当てた
文字の集合。 EBCDIC では、たとえば、文字 'A' はコ
ード・ポイント X'C1' に割り当てられ、文字 'B' はコー
ド・ポイント X'C2' に割り当てられる。コード・ページ
内で、各コード・ポイントは、それぞれ 1 つの特定の
セマンティックだけを持つ。

計画割り振り (plan allocation). 計画を実行する準備
の際に、計画に DB2 リソースを割り振る処理。

コールド・スタート (cold start). どのログ・レコード
も処理せずに DB2 が再始動する処理。ウォーム・スタ
ート (warm start) と対比。

計測機能インターフェース (instrumentation facility
interface (IFI)). プログラムが、DB2 に関するオンラ
イン・トレース・データを入手して DB2 コマンドを実
行依頼し、データを DB2 に渡すことを可能にするプロ
グラミング・インターフェース。

交渉可能ロック (negotiable lock). そのモードが、競
合するユーザー間の同意によって、すべてのユーザーに
適用できるモードに下げることが可能なロック。 物理
ロックは、交渉可能ロックの 1 つ。

計測機能コンポーネント ID (instrumentation facility
component identifier (IFCID)). トレース可能なイベ
ントのトレース・レコードに名前を付け、識別する値。
START TRACE および MODIFY TRACE コマンドのパ
ラメーターとして、対応するイベントがトレースされる
ように指定する。
結果表 (result table). SELECT ステートメントによっ
て指定される行のセット。
結合 (join). リレーショナル演算の 1 つ。マッチング
列値を基準にして 2 つまたはそれ以上の表からデータ
を検索することを可能にする。 equijoin、全外部結合
(full outer join)、内部結合 (inner join)、左方外部結合
(left outer join)、外部結合 (outer join)、および 右方外
部結合 (right outer join) も参照。
現行データ (current data). ホスト構造内のデータで
あって、基本表内のデータと同じにされているもの。
検査整合性 (check integrity). 表内の各行がその表で
定義された表検査制約に適合するときに存在する条件。
検査制約を維持するには、データを追加または変更する
操作に DB2 が表検査制約を強制することが必要であ
る。
検査制約 (check constraint).
constraint) を参照。

表検査制約 (table check

構造、ストラクチャー (structure). MVS を使用し
て、結合機構でストレージをマップおよび管理する構
成。キャッシュ構造体 (cache structure)、リスト構造体
(list structure)、また ロック構造体 (lock structure) を参
照。
構造化照会言語 (SQL) (Structured Query Language
(SQL)). リレーショナル・データベースのデータ定義
および操作するための標準化言語。
コマンド (command). DB2 オペレーター・コマンド
または DSN サブコマンド。コマンドは SQL ステート
メントとは異なる。
コマンド効力範囲 (command scope). データ共用グ
ループのコマンド操作の効力範囲。 コマンドにメンバ
ー効力範囲 がある場合、コマンドは 1 つのメンバーか
らの情報を表示するか、またはそのメンバーがローカル
に所有する非共用リソースだけに影響を与える。コマン
ドにグループ効力範囲 がある場合、コマンドはすべて
のメンバーからの情報を表示し、すべてのメンバーがロ
ーカルに所有する非共用リソースに影響を与え、共用可
能リソースに関する情報を表示し、または共用可能リソ
ースに影響を与える。
コマンド接頭部 (command prefix). 1 〜 8 文字のコ
マンド ID。コマンド接頭部によって、コマンドが MVS
ではなくアプリケーションまたはサブシステムに属して
いることを識別する。

検査保留中 (check pending). 参照制約、表検査制
約、あるいはその両方に違反する行があるために、一部
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コマンド認識文字 (CRC) (command recognition character (CRC)) • 作成された一時表
コマンド認識文字 (CRC) (command recognition
character (CRC)). MVS コンソール・オペレーターま
たは IMS サブシステム・ユーザーが、特定の DB2 サ
ブシステムに DB2 コマンドを発送するときに使用でき
る文字。

ン・プランを作成すること。たとえば、アプリケーショ
ンがアクセスする表に索引を加えた場合、その索引を利
用するにはアプリケーションを再バインドする必要があ
る。

コミット (commit). ロックを解除することで作業単位
を終了し、その作業単位によって行われたデータベース
の変更を他の処理が認識できるようにする操作。

再マイグレーション (remigration). DB2 の直前のリ
リースにフォールバックしたあと、次にくる現行リリー
スに戻る処理。 この手順は、別のマイグレーション・
プロセスを構成する。

コミット中 (in-commit). リカバリー単位の状況。DB2
は、そのフェーズ 2 のコミット処理を開始した後に障
害を起こした場合、再始動したときに、データに加えら
れた変更に整合性があることを「認識」している。この
ようなリカバリー単位は、コミット中 と呼ばれる。

サインオン (sign-on). 個々の CICS または IMS のア
プリケーション処理に代わって接続機能が行う要求であ
り、これによって、DB2 はそれらのアプリケーション
処理が DB2 リソースを使用することが許可されている
かどうかを検査することができる。

コミット点 (commit point).
見なされる時点。

作業単位 (unit of work). アプリケーション・プロセ
スにおける回復可能な一連の操作。任意の一時点では、
アプリケーション・プロセスは、単一の作業単位である
が、コミットまたはロールバック操作のため、アプリケ
ーション・プロセスの終了までには、複数の作業単位が
関係することがある。マルチ・サイト更新操作では、単
一の作業単位に複数のリカバリー単位を含めることがで
きる。リカバリー単位 と対比。

データに整合性があると

固有索引 (unique index). 表に同一のキー値が保管さ
れないことを保証する索引。
固有制約 (unique constraint). 1 次キーまたは固有索
引のキー内の 2 つの値は同じにはなり得ないという
SQL 規則。

［サ行］
サーバー (server). リモート・リクエスターからの要
求のターゲット。 DB2 環境においては、サーバー機能
は分散データ機能によって提供され、リモート・アプリ
ケーションから DB2 データにアクセスする際に使用さ
れる。

作業論理単位 ID (LUWID) (logical unit of work
identifier (LUWID)). ネットワーク内のスレッドを個別
に識別する名前。 この名前は、完全修飾 LU ネットワ
ーク名、LUW インスタンス番号、および LUW 順序番
号から構成される。
作業論理単位 (logical unit of work (LUW)).
ラムが同期点間で行う処理。

プログ

サービス要求ブロック (service request block). 別の
アドレス・スペース内で実行するようにスケジュールさ
れた作業の単位。

索引 (index). キーの値に基づいて論理的に順序付けさ
れている一組のポインター。 索引を用いるとデータへ
のアクセスが速くなり、表の行の一意性を強めることが
できる。

サービス・クラス (class of service). ネットワーク
を介する経路のリスト (経路を使用する優先順序で配置
されている) に対する VTAM® 用語。

索引キー (index key). 索引項目の順序を判断するため
に使用される、表内の列セット。

再構築 (rebuild). 結合機構構造体を再割り振りする処
理。共用連絡域 (SCA) とロック構造では、構造体は再
移植される。グループ・バッファー・プールでは、通
常、変更されたページは DASD へキャストされ、新し
い構造体が正常にキャストされなかった変更ページのみ
と一緒に移植される。
再実行 (redo). データ保全性を確保するために、変更
が DASD メディアに再適用されることを示す、リカバ
リー単位の状態。
再バインド (rebind). 以前にバインドされたアプリケ
ーション・プログラムに対し、新しいアプリケーショ
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索引区画 (index partition). 区分索引スペース内にあ
る VSAM データ・セット。
索引スペース (index space). 1 つの索引の項目を保
管するために使用されるページ・セット。
作成された一時表. 一時データを保持し、SQL ステー
トメント CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE で
定義される表。作成された一時表 に関する情報は DB2
カタログ内に保管されるため、この種の表は永続的であ
り、アプリケーション・プロセス間で共用可能である。
宣言された一時表 と対比。一時表 も参照。
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サブコンポーネント (subcomponent) • 修正ロック (modify locks)
サブコンポーネント (subcomponent). 一般機能を提
供するため一緒になって作業する、互いに最も関連性の
高い複数の DB2 モジュールからなるグループ。

システム管理者 (system administrator). コンピュー
ター・システムの使用を設計、制御、および管理する、
コンピューター設置場所で作業する人。

サブページ (subpage).
る単位。

システム管理接続 (system-directed connection). 3
部分名を指定した SQL ステートメントを処理すること
によって RDBMS が管理する接続。

物理的索引ページを分割でき

左方外部結合 (left outer join). 結合中の両方の表の一
致する行を含み、最初の表の一致しない行を保存する、
結合操作の結果。結合 (join) も参照。
参加プログラム (participant). コミット処理に参加す
るコミット調整プログラム以外のエンティティー。参加
プログラムは、SNA におけるエージェント (agent) と
同義。
参照制約 (referential constraint). 指定の外部キーの
非ヌル値が、指定の表の基本キーの値に等しい場合のみ
有効であるという要件。
式 (expression). 1 つの値を生み出す 1 つのオペラン
ド、または演算子とオペランドの集合。
識別 (identify). DB2 とは異なるアドレス・スペース
にある接続サービス・プログラムが、MVS サブシステ
ム・インターフェースを介して、DB2 にその存在を知
らせ、DB2 に接続する処理を開始する要求。
識別列 (identity column). 各行の数値を自動的に生成
する方法を DB2 に提供する列。循環が使用されていな
ければ、生成された値は固有なものとなる。識別列は、
AS IDENTITY 文節を使用して定義される。識別列を使
用して単一列の固有索引を定義することによって、値の
固有性が保証される。 1 つの表では、1 つの識別列し
か持つことができない。
時刻 (time).
なる値。

時刻を時、分、秒で示す 3 つの部分から

時刻期間 (time duration).
を表す 10 進整数。

時間数、分数、および秒数

システム会話 (system conversation). 分散処理が始
まる前に、2 つの DB2 サブシステムがシステム・メッ
セージ処理のために確立する必要のある会話。
システム間拡張サービス (XES) (cross-system
extended services (XES)). MVS サービスのセッ
ト。これにより、アプリケーションまたはサブシステム
の多重インスタンスが、シスプレックス環境の異なるシ
ステム上で実行され、結合機構を使用して高パフォーマ
ンス、高可用性データ共用を実現することができる。

システム共通カップリング・ファシリティー (XCF)
(cross-system coupling facility (XCF)). シスプレッ
クス内で実行されている許可プログラム間で協調し合え
るようにする機能を提供する MVS のコンポーネント。
システム修正変更プログラム (System Modification
Program/Extended (SMP/E)). (DB2 のような) プロ
グラミング・システムでソフトウェア変更を行うための
ツールや、それらの変更を制御するためのツール。
システム診断作業域 (SDWA) (system diagnostic
work area (SDWA)). プログラムまたはハードウェ
ア・エラーを記述する SYS1.LOGREC 項目に記録され
るデータ。
システム・エージェント (system agent). 事前取り出
し処理、据え置き書き出し、およびサービス・タスクな
どの、DB2 が内部で作成する作業要求。
システム・ネットワーク体系 (SNA) (Systems
Network Architecture (SNA)). ネットワークの構成な
らびに操作による情報の伝送およびその制御を行う場合
の、論理構造、フォーマット、プロトコル、および操作
手順の記述。
シスプレックス (Sysplex). 並列シスプレックス
(Parallel Sysplex®) を参照。
シスプレックス照会並列性 (Sysplex query
parallelism). 複数の DB2 サブシステムで複数タスク
を使用して実行される単一照会の並列実行。照会 CP 並
列処理 (query CP parallelism) も参照。
事前様式設定 (preformat). 特定のデータ・パターンを
書くことによって、VSAM ESDS を DB2 の使用に備え
る処理。
視点 (view). 1 つ以上の表のデータの代替表現。 視点
には、それが定義される表内の、すべてまたは一部の列
を含めることができる。
集合 (collection).
ープ。

同じ修飾名をもつパッケージ・グル

修正ロック (modify locks). MODIFY 属性を持つ論理
ロック (L-lock) または物理ロック (P-lock)。これらのア
クティブなロックは、常に結合機構ロック構造に保持さ
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述部 (predicate) • スレッド (thread)
れている。要求していた DB2 に障害が起きると、DB2
サブシステムの修正ロックは保存ロックに変換される。
述部 (predicate). 比較演算を表すか、あるいはそれを
暗黙に指定する探索条件のエレメント。
順次事前取り出し (sequential prefetch). 連続する非
同期入出力操作をトリガーとするメカニズム。 ページ
は必要とされる前に取り出され、複数のページは単一の
入出力操作で読み取られる。
順次データ・セット (sequential data set). 磁気テー
プ上のような、連続した物理位置に基づいてレコードの
編成が行われる、非 DB2 データ・セット。 DB2 デー
タベース・ユーティリティーには、順次データ・セット
を必要とするものがいくつかある。

処理待ち (to-do). リカバリー単位の 1 つの状態。リ
カバリー可能 DB2 リソースに行ったリカバリー単位の
変更が未確定であり、コミット調整プログラムの判断に
したがって、その変更を DASD メディアに適用するか
ロールバックする必要があることを示している状態。
推定打ち切り (presumed-abort). 推定無である 2 フ
ェーズ・コミット・プロトコルの最適化。リカバリー・
ログ・レコードの数、状態保守の期間、調整プログラム
と参加プログラム間のメッセージ数を減少させ、また未
確定解決の責任を変更する。
推定無 (presumed-nothing). 標準 2 フェーズ・コミ
ット・プロトコル。作業論理単位状態、リカバリー・ロ
グ、および未確定解決に関連する、調整プログラムと参
加プログラムの責任を定義する。

準備 (prepare). 2 フェーズ・コミットの第 1 フェー
ズで、すべての参加者がコミットの準備を要求される。

据え置き書き出し (deferred write). 変更済みのデー
タ・ページをディスクに非同期に書き込む処理。

順方向ログ・リカバリー (forward log recovery).
DB2 がログを順方向に処理し、すべての REDO ログ・
レコードを用いる、再始動処理の第 3 フェーズ。

スカラー関数 (scalar function). 別の値から単一の値
を作成する SQL 演算で、括弧で囲まれた引き数リスト
が後に続く関数名として表現される。列関数 (column
function) と対比。

照会 CP 並列処理 (query CP parallelism). 複数タス
クを使用して実行される単一の照会の並列実行。 シス
プレックス照会並列処理 (Sysplex query parallelism) を
参照。
照会入出力並列処理 (query I/O parallelism). 単一の
照会内で複数の入出力要求を起動して実行されるデータ
の並列アクセス。

スキーマ (schema). ユーザー定義関数、特殊タイプ、
トリガーおよび、ストアード・プロシージャーに対する
論理的グループ。これらのタイプの中の 1 つのオブジ
ェクトが作成されると、そのオブジェクト名で判別され
るスキーマが 1 つ割り当てられる。たとえば、次のス
テートメントは、スキーマ C に特殊タイプ T を作成す
る。

障害メンバー状態 (failed member state). データ共用
グループのメンバーの状態。 メンバーに障害が起きた
際、XCF は障害メンバー状態を永続的に記録する。通
常これは、状況がアクティブから静止へ変更される前
に、メンバーのタスク、アドレス・スペース、または
MVS システムが終了したことを意味する。

CREATE DISTINCT TYPE C.T ...

条件再始動 (conditional restart). ユーザー定義の条
件付き再始動制御レコード (CRCR) により指示される、
DB2 再始動。

スター・スキーマ (star schema). ファクト表 (ほと
んどのデータを保持する) と多数のディメンション表を
組み合わせたもの。スター型結合 (star join)、ディメン
ション (dimension)、およびディメンション表 (dimension
table) も参照。

ジョブ制御言語 (JCL) (job control language
(JCL)). ジョブをオペレーティング・システムへ識別
し、ジョブの要件を記述するために使用される制御言
語。
ジョブ入力サブシステム (JES) (Job Entry
Subsystem (JES)). システムでジョブを受け取り、そ
のジョブによって生成されたすべての出力データを処理
する、IBM ライセンス・プログラム。
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スター型結合 (star join). ファクト表のディメンショ
ン列を、対応するディメンション表のキー列へ結合する
方法。結合 (join)、ディメンション (dimension)、および
スター・スキーマ (star schema) も参照。

ステートメント・ストリング (statement string). ダ
イナミック SQL ステートメントでは、ステートメント
の文字ストリング書式。
ストレージ・グループ (storage group). DB2 データ
を格納できる名前付きのディスクのセット。
スレッド (thread). アプリケーションの接続を記述
し、その過程をトレースし、リソース機能を処理し、そ
してその DB2 リソースとサービスへのアクセス可能性
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制御インターバル (CI) (control interval (CI)) • 専用プロトコル接続 (private protocol
connection)
の範囲を消える DB2 構造。 DB2 機能は、大部分がス
レッド構造下で実行する。 接続スレッド (allied thread)
およびデータベース・アクセス・スレッド (database
access thread) も参照。
制御インターバル (CI) (control interval (CI)). VSAM
がレコードを保管し、分散フリー・スペースを作成す
る、固定長域もしくは直接アクセス記憶装置。 また、
キー順データ・セットまたはファイルにおいて、シーケ
ンス・セット索引レコードの項目によって指されるレコ
ードのセット。 制御インターバルは、VSAM が直接ア
クセス記憶装置との間で伝送する情報の単位。 制御イ
ンターバルには、常に整数の物理レコード数が含まれ
る。
制御インターバル定義フィールド (control interval
definition field (CIDF)). VSAM において、各制御イ
ンターバルの終わりの 4 バイトにあるフィールド。こ
のフィールドは、制御インターバル内のフリー・スペー
スを記述する。
整合性トークン (consistency token). アプリケーシ
ョンのバージョン ID を生成するために使用されるタイ
ム・スタンプ。版 (version) も参照。
静止メンバー状態 (quiesced member state). データ
共用グループのメンバーの状態。 STOP DB2 コマンド
が障害なく有効となるときに、アクティブ状態のメンバ
ーは静止状態になる。コマンドが有効になる前に、メン
バーのタスク、アドレス・スペース、または MVS シス
テムに障害が発生すると、メンバー状態は障害となる。
静的 SQL (static SQL). プログラム内に組み込まれ、
プログラム準備処理中に (プログラムの実行前に) 準備
される SQL ステートメント。 準備された後も、SQL
ステートメントは変化しない (ステートメントで指定さ
れたホスト変数の値は変化する可能性がある)。
制約 (constraint). 表に対して挿入、削除、または更新
ができる値を制限する規則。参照制約 (referential
constraint) 、表検査制約 (table check constraint) 、およ
び固有制約 (uniqueness constraint) を参照。
セクション (section). 単一 SQL ステートメントの実
行可能な構造体を含んだ、プランまたはパッケージのセ
グメント。 ほとんどの SQL ステートメントでは、ソ
ース・プログラム内の各 SQL ステートメントに対し
て、プランに 1 つセクションがある。しかし、カーソ
ル関連ステートメント DECLARE、OPEN、FETCH、お
よび CLOSE は、同じセクションを参照する。それらは
おのおの、DECLARE CURSOR ステートメントで命名
された SELECT ステートメントを参照するためであ

る。SQL ステートメントで、COMMIT、ROLLBACK、
およびある種の SET ステートメントは、セクションを
使用しない。
セグメント化表スペース (segmented table space).
セグメントと呼ばれる同一サイズのページのグループに
分けられた表スペース。 セグメントの表への割り当て
は、異なる表の行が、同じセグメントに保管されないよ
うに行われる。
接続 (connection). SNA においては、パートナーとな
る 2 つの LU 間に通信パスが存在して、情報をやりと
りすることができること (たとえば、2 つの DB2 サブ
システムが接続され、会話を通して通信する)。
接続 ID (connection ID). 特定のアドレス・スペース
接続に関連する接続機能によって提供される ID。
接続アドレス・スペース (allied address space).
DB2 の外部にあり、DB2 に接続されるストレージ域。
接続アドレス・スペースは DB2 サービスを要求するこ
とができる。
接続スレッド (allied thread). ローカル DB2 サブシ
ステムで発信され、リモート DB2 サブシステムでアク
セスすることができるスレッド。
接頭部 (prefix).
ード。

メッセージまたはレコードの開始のコ

全外部結合 (full outer join). 結合中の両方の表の一致
した行を含み、両方の表の一致しない行を保存する結合
操作の結果。結合 (join) も参照。
宣言された一時表. 一時データを保持し、SQL ステー
トメント DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE
で定義される表。 宣言された一時表 に関する情報は
DB2 カタログ内に保管されないため、この種の表は永
続的でなく、DECLARE ステートメントを出すアプリケ
ーション・プロセスでのみ使用できる。作成された一時
表 と対比。一時表 も参照。
宣言生成プログラム (DCLGEN) (declarations
generator (DCLGEN)). SQL 表宣言、ならびにその表
に従った COBOL、C、または PL/I データ構造宣言を生
成する、DB2 のサブコンポーネント。 宣言の生成は、
DB2 システム・カタログ情報から行われる。 DCLGEN
も DSN サブコマンドである。
専用接続 (private connection).
続。

DB2 に固有の通信接

専用プロトコル接続 (private protocol connection).
アプリケーション・プロセスの DB2 専用接続。専用接
続 (private connection) も参照。
用語集
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専用プロトコル・アクセス (private protocol access) • 単純ページ・セット (simple page set)
専用プロトコル・アクセス (private protocol
access). 分散データのアクセス方式の一つで、これに
より照会を他の DB2 システムに振り向けることができ
る。 DRDA アクセス (DRDA access) と対比。
ソース関数 (sourced function). すでにデータベー
ス・マネージャーが認識している、別の組み込み関数ま
たはユーザー定義関数によって実現された関数。この関
数は、スカラー関数あるいは列 (総計) 関数であり、値
のセットから単一の値を戻す (たとえば、MAX または
AVG)。組み込み関数 (built-in function)、外部関数
(external function)、および SQL 関数 (SQL function) と
対比。
相関 ID (correlation ID). 特定のスレッドに関連する
ID。これは、TSO の場合は許可 ID かジョブ名。
相関副照会 (correlated subquery). 外側の副選択ステ
ートメントで指定された表または視点の行または行グル
ープに適用される副照会 (WHERE または HAVING 文
節の一部)。
相関名 (correlation name). 1 つの SQL ステートメ
ントの中で、表、視点、またはこれらの個々の行を示す
ID。これは、FROM 文節で定義することも、UPDATE
または DELETE ステートメントの最初の文節で定義す
ることもできる。
総称リソース名 (generic resource name). VTAM が
使用する名前であり、シスプレックス環境におけるセッ
ション分散および平衡化を処理するために同じ機能を提
供するいくつかのアプリケーション・プログラムを表
す。
相対バイト・アドレス (relative byte address
(RBA)). データ・セットまたはそれが属すファイルに
割り振られたストレージ・スペースの先頭からの、デー
タ・レコードまたは制御インターバルのオフセット。
属性 (attribute). エンティティー (実体) がもつ特性。
たとえば、データベース設計において、従業員の電話番
号はその従業員の属性の 1 つである。

［タ行］
ダイナミック SQL (dynamic SQL). プログラムの実
行中にアプリケーション・プログラム内で準備され、実
行される SQL ステートメント。 ダイナミック SQL の
場合、SQL ソースは、アプリケーション・プログラム
内にコーディングされずに、ホスト言語変数に入れられ
る。 SQL ステートメントは、アプリケーション・プロ
グラムの実行中に数回変更することができる。
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ダイナミック・ダンプ (dynamic dump). プログラム
の実行中に、通常はそのプログラムの制御下で出される
ダンプ。
タイプ 1 索引 (type 1 indexes). DB2 第 4 版の前の
リリースの DB2 で作成された、または第 4 版でタイ
プ 1 索引と指定されている索引。タイプ 2 索引 (type
2 indexes) と対比。 バージョン 7 以降、タイプ 1 の索
引はサポートされなくなる。
タイプ 2 索引 (type 2 indexes). DB2 の第 6 版以降
のリリースで作成された索引、または 第 4 版 以降で
タイプ 2 索引として指定された索引。
タイム・シェアリング・オプション (TSO)
(time-sharing Option (TSO)). リモート端末からの対
話式タイム・シェアリングを提供する MVS のオプショ
ン。
タイム・スタンプ (timestamp). 日付と時間で構成さ
れる 7 つの部分を持つ値。タイム・スタンプは、年、
月、日、時、分、秒、およびマイクロ秒で表される。
対話式システム生産性向上機能 (ISPF) (Interactive
System Productivity Facility (ISPF)). 対話式ダイア
ログ・サービスを提供する IBM ライセンス・プログラ
ム。
タスク異常終了 (abnormal end of task、abend). 実
行中にリカバリー機能が解決できないエラー状態が発生
したために、タスク、ジョブ、またはサブシステムが終
了すること。
タスク制御ブロック (task control block (TCB)).
DB2 に接続されたアドレス・スペース内のタスクに関
する情報を通信するために使用される、制御ブロック。
アドレス・スペースは多数のタスク接続をサポートでき
るが (タスク当たり 1 つ程度)、サポートできるアドレ
ス・スペース接続は 1 つのみである。アドレス・スペ
ース接続 (address space connection) も参照。
探索条件 (search condition). 表から行を選択する際
の基準。 1 つの探索条件は、1 つまたは複数の述部か
ら構成される。
単純表スペース (simple table space).
りセグメント化されない表スペース。

区分化された

単純ページ・セット (simple page set). 区分化され
ていないページ・セット。単純ページ・セットは最初に
単純データ・セット (ページ・セット部分) から構成さ
れる。データ・セットが 2 ギガバイトまで拡張される
場合は、別のデータ・セットが作成され、最大合計 32
個のデータ・セットとなる。DB2 は、データ・セット
が (最大 64 ギガバイトが入る) 単一連続線形アドレ
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チェックポイント (checkpoint) • データベース・サーバー (database server)
ス・スペースであると見なす。データは、区分化構造と
は見なされず、このアドレス・スペース内で次に使用可
能なロケーションに保管される。

データ共用メンバー (data sharing member). XCF
サービスによって、データ共用グループに割り当てられ
る DB2 サブシステム。

チェックポイント (checkpoint). DB2 が、DB2 ログ
に内部状況情報を記録する点。リカバリー処理では、
DB2 が異常終了した場合にこの情報を使用する。

データ区画 (data partition). 区分表スペースに置かれ
ている VSAM データ・セット。

中央演算処理複合システム (CPC) (central processor
complex (CPC)). (ES/3090 のような) ハードウェアの
物理的集合で、主記憶域、1 つまたはそれ以上の中央処
理装置、タイマー、およびチャネルで構成される。
中央処理装置 (CP) (central processor (CP)). 命令実
行、初期プログラム・ロード、および他のマシン操作の
順序付けおよび処理機能を含むコンピューターの一部。
中央電子複合システム (CEC) (central electronic
complex (CEC)). 中央処理装置複合システム (central
processor complex) を参照。
中間データベース・サーバー (intermediate database
server). 別のデータベース・サーバーに転送される、
ローカル・アプリケーションまたはリモート・アプリケ
ーション・リクエスターからの要求のターゲット。
DB2 環境においては、3 部分名で参照されるオブジェ
クトがローカル・ロケーションを参照していない場合、
リモート要求は別のデータベース・サーバーに透過的に
転送される。
調整プログラム (coordinator). 1 つ以上の他のシステ
ム上で行われた作業を含んだ、作業単位のコミットまた
はロールバックを調整する、システム・コンポーネン
ト。
直接アクセス記憶装置 (DASD) (direct access
storage device (DASD)). アクセス時間がデータの位
置とは無関係な装置。
通信データベース (CDB) (communications database
(CDB)). リモート・データベース管理システムとの会
話を確立する際に使用される DB2 カタログの中の表集
合。
データ共用 (data sharing). 2 つまたはそれ以上の
DB2 サブシステムが、単一セットのデータに直接アク
セスし、それを変更できる機能。
データ共用グループ (data sharing group). 1 つまた
は複数の DB2 サブシステムの集合。データ保全性を保
持しつつ、同じデータに直接アクセスし、それを変更す
る。

データ言語 (DL/I) (Data Language/I (DL/I)). IMS デ
ータ操作言語。ユーザー・アプリケーションと IMS の
間の共通高水準インターフェース。
データ定義名 (DD 名) (data definition name
(ddname)). 同じ名前が入っているデータ制御ブロック
に対応する、データ定義 (DD) ステートメントの名前。
データの現行性 (data currency). プログラム内のホス
ト変数へ入れられるデータが、基本表のデータのコピー
であるという状況。
データベース (database). 表の集合、または表スペー
スおよび索引スペースの集合。
データベース管理者 (database administrator
(DBA)). データベースの設計、開発、操作、保護、保
守、および使用に対する責任者。
データベース記述子 (database descriptor (DBD)).
DB2 カタログで検出されたデータ定義を反映する DB2
データベース定義の内部表示。データベース記述子で定
義されるオブジェクトは、表スペース、表、索引、索引
スペース、および関係である。
データベース要求モジュール (database request
module (DBRM)). DB2 プリコンパイラーにより作成
されたデータ・セット・メンバーで、 SQL ステートメ
ントに関する情報を含んでいる。 DBRM は、バインド
処理で使用される。
データベース例外状況 (database exception status).
データベースに障害が生じているという標識。データ共
用グループのメンバーはすべて、データベース例外状況
を認識し、共用する必要がある。
データベース・アクセス・スレッド (database access
thread). リモート・サブシステムに代わってローカ
ル・サブシステムでデータにアクセスするスレッド。
データベース・サーバー (database server). ローカ
ル・アプリケーションまたは中間データベース・サーバ
ーからの要求のターゲット。 DB2 環境においては、デ
ータベース・サーバー機能は、ローカル・アプリケーシ
ョンから、もしくは中間データベース・サーバーとして
動作するリモート・データベースから DB2 データにア
クセスするために、 分散データ機能によって提供さ
れ。
用語集
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データ・スペース (data space) • 排他ロック (exclusive lock)
データ・スペース (data space). プログラムが直接操
作することができる 2GB までの連続する仮想記憶域ア
ドレス。 アドレス・スペースとは異なり、データ・ス
ペースはデータのみを保持することができる。共通域、
システム・データ、またはプログラムは含んでいない。
データ・タイプ (data type). 列、リテラル、ホスト変
数、特殊レジスター、および関数と式の結果の属性。
定数 (constant). 変更されない値を指定する言語エレ
メント。 定数を分類すると、ストリング定数と数値定
数がある。 変数 (variable) と対比。
ディメンション (dimension). 時間、製品、または市
場などのデータ・カテゴリーのこと。ディメンションの
エレメントをメンバーという。ディメンションは、検
索、探査、および分析用にデータを編成および選択する
ための、非常に簡潔で直観的な方法を提供する。ディメ
ンション表 (dimension table) も参照。
ディメンション表 (dimension table). スター・スキー
マ内のディメンション (次元) 表現。ディメンション表
内の各行は、ディメンションの特定メンバーの属性すべ
てを表す。ディメンション (dimension) 、スター・スキ
ーマ (star schema) 、およびスター結合 (star join) も参
照。
出口ルーチン (exit routine). DB2 からの制御を受
け、特定の機能を実行する、ユーザー作成 (もしくは
IBM 提供のデフォルト) プログラム。 出口ルーチン
は、DB2 の拡張として実行する。
デッドロック (deadlock). 表あるいは索引などのリソ
ースを使用する場合の、解決不可能な競合。
デフォルト値 (default value). 他に明示的な指定がな
いときに想定される、事前に決定された値、属性または
オプション。
同義語 (synonym). SQL において、表または視点の代
替名。同義語は、その同義語が定義されているサブシス
テムにあるオブジェクトを参照するためにのみ使用され
る。
同期点 (sync point).
point) を参照。

コミット・ポイント (commit

特殊タイプ. ユーザー定義のデータ・タイプであり、
内部的には既存のタイプ (そのソース・タイプ) として
表されるが、セマンティック（セマンティック）上の目
的から、別々で非互換のタイプであると見なされる。
独立型 (stand-alone). DB2 のサービスを使用せず
に、DB2 から独立して実行することができることを意
味する、プログラムの属性。
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特権 (privilege). 特定の機能、ときには特定のオブジ
ェクトに対する機能を実行する能力。 この用語には次
のものが含まれている。
明示特権 (explicit privileges)。名前を持ち、SQL
GRANT および REVOKE ステートメントの結果と
して保持される。 たとえば、SELECT 特権。
暗黙特権 (implicit privileges)。所有している同義語
を除去する特権などのオブジェクトの所有権、ある
いはユーティリティー・ジョブを終了する SYSADM
権限の特権などの権限の保持が付随する。
トランザクション・ロック (transaction lock). SQL
ステートメントの並行実行を制御するために使用される
ロック。
トレース (trace). DB2 のモニター、監査、パフォーマ
ンス、アカウンティング、統計、および保守容易性 (グ
ローバル) 関連のデータをモニターし、収集する能力を
提供する DB2 機能。
ドレーン (drain). ロックされたリソースを、そのオブ
ジェクトへのアクセスを静止して、獲得すること。
ドレーン・ロック (drain lock). クレームの発生を防
ぐ、クレーム・クラスでのロック。

［ナ行］
内部結合 (inner join). 結合中のテーブル双方の一致し
た行だけが入っている結合操作の結果。 結合 (join) も
参照。
内部リソース・ロック・マネージャー (internal
resource lock manager (IRLM)). 通信およびデータ
ベース・ロックを制御するために DB2 が使用する
MVS サブシステム。
日本工業標準調査会 (JISC) (Japanese Industrial
Standards Committee (JISC)). 文字セットのコーデ
ィングに関する規格を発行する組織。
ヌル値 (null).

情報が存在しないことを示す特殊な値。

ネットワーク ID (network identifier (NID)). IMS ま
たは CICS によって割り当てられたネットワーク ID、
または接続タイプが RRSAF の場合、OS/390 RRS リカ
バリー単位 ID (URID)。

［ハ行］
排他ロック (exclusive lock). 並行して実行されてい
るアプリケーションによるデータの読み取りまたは変更
の処理を防ぐロック。 共用ロック (share lock) と対
比。
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ハイパースペース (hiperspace) • 日付期間 (date duration)
ハイパースペース (hiperspace). プログラムがバッフ
ァーとして使用できる、2GB までの連続した仮想記憶
域空間。データ・スペースのように、ハイパースペース
はユーザー・データを保持できるが、共通域やシステ
ム・データは入れられない。アドレス・スペースまたは
データ・スペースとは異なり、ハイパースペースのデー
タは直接アドレスできない。ハイパースペースのデータ
を操作するには、データを 4 KB のブロックにしてア
ドレス・スペースへ入れる。
バインド (bind). アクセス・プラン、アプリケーショ
ン・プラン、またはパッケージと呼ばれる使用可能な制
御構造へ、SQL プリコンパイラーからの出力を変換す
るための処理。この処理中に、データへのアクセス・パ
スが選択され、許可検査が行われる。バインドのタイプ
は以下のとおり。
自動バインド (automatic bind)。 (正確には 自動再
バインド (automatic rebind)) SQL ステートメント
は、アプリケーション・プロセスが実行を開始し、
そのプロセスに必要なバインド済みアプリケーショ
ン・プランやパッケージが有効でないとき、(ユーザ
ーが BIND コマンドを出さなくても) 自動的にバイ
ンドされる。
動的バインド (dynamic bind)。 SQL ステートメン
トがその入力と同時にバインドされる処理のこと。
追加バインド (incremental bind)。 SQL ステート
メントはアプリケーション・プロセスの実行時にバ
インドされる。これは、SQL ステートメントがバイ
ンド・プロセス時にバインドされることができず、
VALIDATE(RUN) が指定されていたためである。
静的バインド (static bind)。 SQL ステートメント
は、それがプリコンパイルされた後でバインドされ
る。 すべての静的 SQL ステートメントの実行準備
は、バインドと同時に行われる。
パッケージ (package). 静的にバインドされ、処理に
使用できる一組の SQL ステートメントを含んでいるオ
ブジェクト。パッケージは、アプリケーション・パッケ
ージ とも呼ばれる。
パッケージ名 (package name). BIND PACKAGE ま
たは REBIND PACKAGE コマンドによって作成された
オブジェクトの名前。オブジェクトは、データベース要
求モジュール (DBRM) のバインド版である。名前は、
ロケーション名、収集 ID、パッケージ ID、およびバー
ジョン ID から構成される。
パッケージ・リスト (package list). アプリケーショ
ン計画を拡張する際に使用できるパッケージ名の順序付
けられたリスト。

バッファー・プール (buffer pool). 1 つ以上の表スペ
ースまたは索引のバッファー要件を満たすために予約さ
れた主記憶域。
版 (version). 類似したプログラム、DBRM、パッケー
ジ、または LOB の集合のメンバー。
プログラムのバージョンは、プログラムをプリコン
パイルして作成されたソース・コードである。プロ
グラムのバージョンは、プログラム名およびタイ
ム・スタンプ (整合性トークン) によって識別され
る。
DBRM のバージョンは、プログラムをプリコンパイ
ルして作成された DBRM である。 DBRM のバー
ジョンは、対応するプログラムのバージョンと同じ
プログラム名およびタイム・スタンプによって識別
される。
パッケージのバージョンは、特定データベース・シ
ステム内の DBRM をバインドした結果である。パ
ッケージのバージョンは、DBRM と同じプログラム
名および整合性トークンによって識別される。
LOB のバージョンは、ある時点の LOB 値のコピー
である。LOB のバージョン番号は、LOB 用の補助
索引項目に保管されている。
反復可能読み取り (RR) (repeatable read (RR)). 他の
実行アプリケーション・プログラムからの保護を最大に
する分離レベル。 アプリケーション・プログラムが反
復可能読み取り保護付きで実行する場合、プログラムに
よって参照される行は、プログラムがコミット点に到達
するまで他のプログラムが変更することはできない。
汎用トレース機能 (GTF) (generalized trace facility
(GTF)). 入出力割り込み、SVC 割り込み、プログラム
割り込み、または外部割り込みなどの重要なシステム・
イベントを記録する、MVS サービス・プログラム。
ピース (piece). 区分化されていないページ・セットの
データ・セット。
比較演算子 (comparison operator). 2 つの値の関係
を指定するために使用される (=、>、< などの) トーク
ン。
非区分化索引 (nonpartitioning index).
ないすべての索引。

区分化索引で

日付 (date). 日、月、および年を示す 3 つの部分から
構成される値。
日付 / 時刻値 (datetime value). データ・タイプ
DATE、TIME、または TIMESTAMP の値。
日付期間 (date duration).
進整数。

年、月、日の数を表す 10

用語集
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ヒューリスティックな決定 (heuristic decision) • プリコンパイル (precompilation)
ヒューリスティックな決定 (heuristic decision). コー
ディネーターと参加者の間で自動的に実施される再同期
とは異なる、参加者で未確定の解決を強制的に実行する
決定。

フィールド手順 (field procedure). 単一の値を受け取
り、それをユーザーが指定できる任意の方法で変形 (エ
ンコードまたはデコード) するように設計された、ユー
ザー作成の出口ルーチン。

ヒューリスティック・ダメージ (heuristic damage).
一人以上の参加プログラムで未確定 LUW を解決するた
めの発見的手法による判定 (ヒューリスティック判定)
が、調整プログラムが記録した判定と異なる際に、参加
プログラム間で生じたデータの矛盾のこと。

フォールバック (fallback). 現行リリースへのマイグレ
ーションを試みた後、または完了した後、直前の DB2
のリリースに戻る処理。

表、テーブル (table). 一定数の列と、順序および数が
不定な行から構成される名前付きのデータ・オブジェク
ト。 基本表 (base table) または一時表 (temporary table)
も参照。
表検査制約 (table check constraint). 基本表の特定
の列に入れることができる値を指定するユーザー定義の
制約。
標識変数 (indicator variable). アプリケーション・プ
ログラムでヌル値を表すために使用される変数。選択さ
れた列の値が空白であると、負の値が標識変数に入れら
れる。
表スペース (table space). レコードを 1 つ以上の表
へ保管するために使用されるページ・セット。
表スペース・セット (table space set). 以下のような
理由で、一緒にリカバリーする必要のある表スペースお
よび区画のセット。
v それぞれが、その表の親表または下層表を、その他の
表の中に持つ。
v そのセットは基本表および関連する補助表を含んでい
る。
1 つの表スペース・セットに、上記の両方のタイプの関
係を入れることができる。
ブートストラップ・データ・セット (BSDS)
(Bootstrap data set (BSDS)). すべてのアクティブ・
ログ・データ・セットおよびアーカイブ・ログ・デー
タ・セットについて、RBA 範囲指定とともに DB2 の
名前と状況情報が入っている VSAM データ・セット。
さらに、DB2 ディレクトリーおよびカタログについて
のパスワード、ならびに条件付き再始動およびチェック
ポイント・レコードのリストも含まれる。
ファイル入力式 SQL 処理プログラム（SQL
Processor Using File Input (SPUFI)). TSO 接続サ
ブコンポーネントの機能。DB2I ユーザーは、これによ
って SQL ステートメントをアプリケーション・プログ
ラムに組み込まずに実行することができる。
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副照会 (subquery). 別の SQL ステートメントの
WHERE 文節または HAVING 文節の内側に置かれた
SELECT ステートメント。ネストされた SQL ステート
メント。
副選択 (subselect). ORDER BY 文節、UPDATE 文
節、または UNION 演算子を含まない形態の照会。
物理請求 (physical claim).

非区分索引全体の請求。

物理的な一貫性 (physical consistency).
態でないページの状態。

部分変更状

物理的な完了 (physically complete). 並行コピー・プ
ロセスが完了し、出力データ・セットが作成された状
態。
物理ドレーン処置 (physical drain).
のドレーン処理。

非区分索引全体

物理ロック (P ロック) (physical lock (P-lock)). 別
の DB2 サブシステムにキャッシュされるデータの整合
性を提供するために DB2 が獲得するロック・タイプ。
物理ロックは、データ共用環境でのみ使用される。論理
ロック (logical lock) (L-lock) と対比。
物理ロック競合 (physical lock contention). 物理ロ
ックのリクエスターが対立している状態。 交渉可能ロ
ック (negotiable lock) を参照。
フリー・スペース (free space). ページ内の未使用ス
ペースの合計。つまり、レコードまたは制御情報の保管
用に使用されていないスペースは、フリー・スペースで
ある。
プリコンパイル (precompilation). SQL ステートメン
トが入っているアプリケーション・プログラムの処理
で、コンパイル前に発生する。 SQL ステートメント
は、ホスト言語コンパイラーによって認識されるステー
トメントにより置き換えられる。 このプリコンパイル
からの出力としては、コンパイラーに実行依頼できるソ
ース・コード、およびバインド処理に入力されるデータ
ベース要求モジュール (DBRM) などがある。
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プログラム診断依頼書 (Authorized program analysis report (APAR)) • マイグレーション
(migration)
プログラム診断依頼書 (Authorized program analysis
report (APAR)). IBM ライセンス・プログラムの現行
リリースにおいて、疑わしい障害が原因となって引き起
こされる問題のレポート。
分散データ機能 (DDF) (distributed data facility
(DDF)). DB2 が他の RDBMS と通信を行う一組の
DB2 コンポーネント。
分散リレーショナル・データベース体系 (Distributed
Relational Database Architecture (DRDA)). IBM の
リレーショナル・データベース・プロダクトにより使用
される、分散リレーショナル・データベース処理用の接
続プロトコル。 DRDA には、アプリケーションとリモ
ートのリレーショナル・データベース管理システム間、
およびリレーショナル・データベース管理システム間の
通信用のプロトコルが組み込まれている。
文節 (clause). SQL において、SELECT 文節や
WHERE 文節などのように、ステートメントの明確な一
部分。
分離レベル (isolation level). 作業単位を他の作業単位
の更新操作から分離する度合い。 カーソル固定 (cursor
stability)、読み取り固定 (read stability)、反復可能読み取
り (repeatable read)、および非コミット読み取り
(uncommitted read) も参照。
ページ (page). 表スペース (4KB、8KB、16KB または
32KB) もしくは索引スペース (4KB) 内の、ストレージ
の単位。表スペース内の 1 ページには、表の行が 1 つ
以上入る。LOB 表スペースでは、LOB 値は複数ページ
にわたる可能性があるが、1 ページに複数の LOB 値が
保管されることはない。
ページ版番号 (page version number). 正確に増加し
ていくページ・ヘッダーにある 6 バイト・フィール
ド。
ページ読み取り (getpage). DB2 によるデータ・ペー
ジへのアクセスが行われる操作。
ページ・セット (page set). 表スペースまたは索引ス
ペースを参照する方法の一つ。各ページ・セットは、
VSAM データ・セットのコレクションから構成され
る。
並行性 (concurrency). 複数のアプリケーション処理
による、リソースの同時共用使用。
米国規格協会 (ANSI) (American National Standards
Institute (ANSI)). 生産者側、消費者側、および一般の
人のグループによって構成される組織。この組織が制定
する手続きによって、認可された団体が米国における任
意の業界標準を作り維持する。

並列タスク (parallel task). 並列に照会を処理するた
めに動的に作成される実行単位。 MVS サービス要求ブ
ロックによって実行される。
並列入出力処理 (parallel I/O processing). DB2 が単
一ユーザーの照会に対して複数の並行要求を開始し、複
数のデータ区画で並行して (並列 に) 入出力処理を行
う、入出力処理の 1 つの形式。
並列の程度 (degree of parallelism). 照会の処理を開
始するために並行して実行された操作の数。
別名 (alias). 同一またはリモート DB2 サブシステム
の中の表または視点を参照するために SQLステートメ
ントで使用できる代替名。
変数 (variable). 変更可能な値を指定するデータ・エレ
メント。 COBOL 基本データ項目は変数の一つ。 定数
(constant) と対比。
保管プロシージャー (stored procedure). SQL CALL
ステートメントを使用して呼び出すことができる、ユー
ザー作成アプリケーション・プログラム。
保護会話 (protected conversation). 2 フェーズ・コ
ミットの流れをサポートする VTAM 会話。
ホスト構造 (host structure). アプリケーション・プ
ログラムにおいて、組み込み SQL ステートメントによ
って参照される構造。
ホスト変数 (host variable). アプリケーション・プロ
グラムにおいて、組み込み SQL ステートメントによっ
て参照されるアプリケーション変数。
ホスト・プログラム (host program). ホスト言語で作
成され、組み込み SQL ステートメントを含むアプリケ
ーション・プログラム。
保存ロック (retained lock). DB2 サブシステムの障害
時に DB2 サブシステムが保留状態になる MODIFY ロ
ック。ロックは DB2 の障害の間、結合機構ロック構造
に保存される。
ポリシー (policy).
参照。

CFRM ポリシー (CFRM policy) を

［マ行］
マイグレーション (migration). DB2 の前リリースの
DB2 サブシステムを、更新リリースもしくは現行リリ
ースに変換する処理。 この処理で、前リリースで作成
したデータを失うことなく、更新または現行リリースの
機能を獲得することができる。

用語集
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マルチサイト更新 (multisite update) • リカバリー・ログ (recovery log)
マルチサイト更新 (multisite update). 単一作業単位
内の 1 つまたは複数のロケーションでデータの更新が
行われる、分散リレーショナル・データベース処理。
未確定 (indoubt). リカバリー単位の状況。DB2 がそ
のフェーズ 1 のコミット処理を終了した後、フェーズ
2 を開始する前に障害を起こすと、個々のリカバリー単
位をコミットするか、ロール・バックするかは、コミッ
ト調整プログラムのみが知っている。緊急再始動時、
DB2 にその決定に必要な情報がない場合、DB2 が調整
プログラムからその情報を得るまで、そのリカバリー単
位の状況は未確定 (indoubt) である。再始動時には、複
数のリカバリー単位が未確定な状態になり得る。
未確定の解決 (indoubt resolution). 未確定である作
業論理単位の状況を、コミット状態またはロールバック
状態のいずれかに変える処理。
未完了 (inflight). リカバリー単位の状況。そのリカバ
リー単位がコミット処理のフェーズ 1 を終了する前に
DB2 が障害を起こすと、再始動時にそのリカバリー単
位の更新を単にバックアウトするだけである。これらの
リカバリー単位は、未完了 (inflight) と呼ばれる。
明示階層ロック (explicit hierarchical locking).
IRLM で認識されるリソース間に親子関係を設定するた
めに使用されるロック。この種のロックを使用すると、
リソースに DB2 間インタレストがない場合のグローバ
ル・ロック・オーバーヘッドを避けることができる。
メンバー名 (member name). データ共用グループ中
の特定の DB2 サブシステムの MVS XCF ID。
文字ラージ・オブジェクト (CLOB) (character large
object). 1 バイト文字、または 1 バイト文字と 2 バ
イト文字の混合を表す一連のバイトからなり、その値の
サイズは最大で 2 GB-1 までが可能である。一般的に、
文字ラージ・オブジェクトは、文字ストリングが
VARCHAR タイプの限度を超える可能性がある場合に
使用される。

［ヤ行］
やり直し (undo). 回復可能 DB2 リソースに対してリ
カバリー単位が行った変更をバックアウトする必要があ
ることを示すリカバリー単位の状態。
ユーザー定義関数 (UDF). CREATE FUNCTION ステ
ートメントを使用して DB2 へ定義される関数であり、
定義された後は SQL ステートメントの中で参照するこ
とができる。ユーザー定義関数は、外部関数 (external
function)、ソース関数 (sourced function)、または SQL
関数 (SQL function) が可能。組み込み関数 (built-in
function) と対比のこと。
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ユーザー定義データ・タイプ (UDT) (user-defined
data type). 特殊タイプ (distinct type) を参照。
ユニオン (union). 2 つの選択ステートメントの結果を
結合する SQL 演算。ユニオンは、複数の表から得られ
る値のリストを組み合わせるためによく使用される。
呼び出し接続機能 (Call attachment facility (CAF)).
TSO または MVS バッチで実行されるアプリケーショ
ン・プログラムのための DB2 接続機能。 CAF は DSN
コマンド処理プログラムに代わるもので、この機能を使
用すると、実行環境の管理を強化することができる。
読み取り固定 (read stability (RS)). 反復可能読み取
りに類似している分離レベルであるが、アプリケーショ
ン・プロセスを、他の並行して実行されているアプリケ
ーション・プロセスから完全には分離しない分離レベ
ル。 RS レベルでは、同じ照会を複数回出すアプリケー
ションは、並行して実行中のアプリケーション・プロセ
スによって挿入およびコミットされた行をさらに読み取
ることがある。

［ラ行］
ラージ・オブジェクト (large object (LOB)). ビッ
ト・データ、1 バイト文字、2 バイト文字、または 1
バイト文字と 2 バイト文字の混合を表すバイト列。
LOB は 2 GB - 1 バイトまでの長さになりうる。
BLOB、CLOB、および DBCLOB も参照のこと。
ラッチ (latch). 並行イベントまたはシステム・リソー
スの使用を制御するための DB2 内部機構。
ラベル付き期間 (labeled duration). 年、月、日、
時、分、秒、またはマイクロ秒の時間間隔を表す数値。
リカバリー (recovery). システム障害の後で、データ
ベースを再構築する処理。
リカバリー単位 (unit of recovery). DB2 のインスタ
ンスなどの単一のリソース管理プログラム内での一連の
リカバリー可能操作。 作業単位 (unit of work) と対
比。
リカバリー保留中 (RECP) (recovery pending
(RECP)). リカバリーが必要となる表スペースへ SQL
がアクセスできない状態。
リカバリー・トークン (recovery token). リカバリー
に使用されるエレメントの ID (たとえば、NID または
URID)。
リカバリー・ログ (recovery log). DB2 実行中に発生
するイベントおよびその順序を記述するレコードのコレ
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リクエスター (requester) • ログ・レコードのシーケンス番号 (log record sequence number
(LRSN))
クション。記録された情報は、DB2 実行中に障害が起
きた場合のリカバリーに使用される。
リクエスター (requester). リモート・サーバーにある
データにアクセスする要求のソース。 DB2 環境におい
ては、リクエスター機能は分散データ機能によって提供
される。

値にする必要がある。 DB2 の資料では、LOCATION
値またはロケーション名として他の RDBMS の名前を
参照する。
例外表 (exception table). CHECK DATA ユーティリ
ティーによって検出された、参照制約または表検査制約
に違反した行を保持している表。

リスト構造体 (list structure) . 結合機構構造。これに
より、データを共用し、キューのエレメントとして操作
することができる。

列 (column). 表の垂直方向のコンポーネント。列は名
前と特定のデータ・タイプ (文字、10 進数、整数など)
を持つ。

リソース (resource). ロックまたはクレームのオブジ
ェクトで、これは表スペース、索引スペース、データ区
画、索引区画、または論理区画となる。

列関数 (column function). 1 つまたは複数の行から
の値を使用して、その結果を引き出す演算操作。スカラ
ー関数 (scalar function) も参照。

リソース管理テーブル (RCT) (resource control table
(RCT)). サイト提供のマクロ・パラメーターによって
作成される CICS 接続機能の構成。トランザクションも
しくはトランザクション・グループの許可およびアクセ
ス属性を定義する。

ローカル (local). ローカル DB2 サブシステムが保持
するすべてのオブジェクトを参照する方法。たとえば、
ローカル表 は、ローカル DB2 サブシステムによって
保持される表である。リモート (remote) と対比。

リソース限定機能 (RLF) (resource limit facility
(RLF)). 動的操作 SQL ステートメントが、指定の時間
制限を超えないようにする DB2 コードの一部。リソー
ス限定機能は管理プログラムとも呼ばれる。
リソース限定表 (resource limit specification table).
リソース限定機能によって実行される制限を指定する、
サイト定義の表。
リソース割り振り (resource allocation). 特にデータ
ベース・リソースを扱う計画割り振りの一部。
リモート (remote). リモート DB2 サブシステム (つ
まりローカル以外の DB2 サブシステム) によって保持
されるすべてのオブジェクト。たとえば、リモート視点
(remote view) はリモート DB2 サブシステムによって保
持される視点である。ローカル (local) と対比。
リレーショナル・データベース (relational database
(RDB)). 表の集合と見なすことができるデータベース
であって、リレーショナル・データ・モデルにしたがっ
て操作できるもの。
リレーショナル・データベース管理システム (relational
database management system (RDBMS)). リレー
ショナル・データベースを編成し、それへのアクセスを
提供する、ハードウェアおよびソフトウェアのコレクシ
ョン。
リレーショナル・データベース名 (RDBNAM)
(relational database name (RDBNAM)). ネットワー
クにおける RDBMS の固有の ID。 DB2 では、CDB
内の表 SYSIBM.LOCATIONS の LOCATION 列にある

ローカル・サブシステム (local subsystem). ユーザ
ーもしくはアプリケーション・プログラムが直接接続す
る (DB2 の場合は、DB2 接続機能の 1 つにより) 固有
の RDBMS。
ローカル・ロック (local lock). DB2 内並行制御を提
供するが、DB2 間並行制御を提供しないロック。すな
わち、その効力範囲は単一 DB2 である。
ロールバック (rollback). SQL ステートメントによっ
て変更されたデータを、その最後のコミット点での状態
に復元する処理。 ロックはすべて解放される。コミッ
ト (commit) と対比。
ログ (log). DB2 実行中に発生するイベントおよびそ
の順序を記述するレコードのコレクション。このように
記録された情報は、DB2 実行中に障害が起きた場合の
リカバリーに使用される。
ログ切捨て (log truncation). 明示的な開始 RBA を
確立する処理。この RBA は、ログ・データの次のバイ
トが書かれる点である。
ログ初期設定 (log initialization). DB2 がログの現行
終了の探索を試みる、再始動処理の第 1 フェーズ。
ログ・レコードのシーケンス番号 (log record
sequence number (LRSN)). DB2 が生成し、各ロ
グ・レコードに関連する番号。さらに DB2 はページ版
管理用に LRSN を使用する。特定の DB2 データ共用
グループによって生成された LRSN は、各 DB2 ログ
の昇順、および DB2 グループ間の各ページの昇順を形
成する。

用語集
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ロケーション (location) • 2 バイト文字ラージ・オブジェクト (DBCLOB) (double-byte character
large object (DBCLOB))
ロケーション (location). データベース・サーバーの固
有の名前。アプリケーションは、ロケーション名を使用
して、DB2 データベース・サーバーにアクセスする。
ロッキング (locking). データの保全性を保つための処
理。ロッキングを行うと、並行ユーザーが不一致データ
をアクセスすることが禁止される。
ロック (lock). 並行イベントもしくはデータへのアク
セスを制御する手段。 DB2 のロックは、IRLM により
行われる。
ロック構造体 (lock structure). 結合機構データ構造の
1 つ。一連のロック項目から成り、論理リソースの共用
および排他ロックをサポートする。
ロック時間 (lock duration).
時間間隔。

DB2 ロックを保持する

ロック調整、ロックの格上げ (lock promotion). DB2
ロックのサイズまたはモードを上のレベルに変更する処
理。
ロック・エスカレーション (lock escalation). 所定の
リソースに並行して保留されているページ・ロック数が
事前設定の限界を超えるため、行ロック、ページ・ロッ
ク、あるいは LOB ロックから表スペース・ロックに切
り替えるロックの格上げ。
ロック・オブジェクト (lock object).
って制御されるリソース。

DB2 ロックによ

ロック・サイズ (lock size). 表データの DB2 ロック
によって制御されるデータの量。値は 1 行、1 ペー
ジ、1 LOB、1 区画、1 表、または 1 表スペースが可
能。
ロック・モード (lock mode). DB2 ロックによってホ
ールドされているリソースに、並行して実行中のプログ
ラムが持てるアクセスのタイプ。
論理区画 (logical partition). 特定の区画に関連する非
区分索引のキーまたは RID ペアのセット。
論理索引区画 (logical index partition).
画を参照するすべてのキーの集合。
論理請求 (logical claim).
求。

同じデータ区

非区分索引の論理区画の請

論理装置 (logical unit). アプリケーション・プログラ
ムが別のアプリケーション・プログラムと通信するため
に SNA ネットワークにアクセスする、アクセス・ポイ
ント。
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論理的完了 (logically complete). コピー中のターゲ
ット・オブジェクトの初期化で並行コピー・プロセスを
終了する状態。ターゲット・オブジェクトは、更新に使
用できる。
論理ドレーン処理 (logical drain).
区画のドレーン処理。

非区分索引の論理

論理ページ・リスト (logical page list (LPL)). エラ
ーが生じたページのリスト。ページがリカバリーするま
でアプリケーションから参照できない。実メディア (結
合機構または DASD) にはエラーがないため、そのペー
ジは論理エラー状態にある。通常、メディアへの接続は
失われている。
論理ロック (L ロック)(logical lock (L-lock)). トラン
ザクション間で DB2 内および DB2 間のデータ並行性
を制御するためにトランザクションが使用するロック・
タイプ。物理ロック (P ロック)(physical lock (P-lock))
と対比。

［数字］
1 次許可 ID (primary authorization ID). DB2 に対
しアプリケーション処理を識別するときに使用する許可
ID。
1 次グループ・バッファー・プール (primary group
buffer pool). 二重グループ・バッファー・プールの場
合に、キャッシュ・データの一貫性を維持するために用
いられる構造。この構造は、ページ登録および相互無効
化に使用される。 OS/390 での同等のものは、旧 構造
である。 2 次グループ・バッファー・プール
(secondary group buffer pool) と対比。
2 次グループ・バッファー・プール (secondary group
buffer pool). 二重化されたグループ・バッファー・プ
ールにおいて、1 次グループ・バッファー・プールに書
き込まれる変更されたページをバックアップするために
使用される構造体。2 次グループ・バッファー・プール
を使用するページ登録または相互無効化は、行われな
い。 OS/390 での同義語は 新構造体である。
2 進ラージ・オブジェクト (BLOB) (binary large
object). 値のサイズが 0 バイトから 2 GB-1 までの範
囲の一連のバイト。このようなストリングには、関連し
た CCSID がない。
2 バイト文字ラージ・オブジェクト (DBCLOB)
(double-byte character large object (DBCLOB)).
値のサイズが最大 2 GB まで可能な、2 バイト文字を
表す一連のバイト。一般に、2 バイト文字ラージ・オブ
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3 部分名 (three-part name) • CRCR
ジェクトの値は、2 バイト文字ストリングが
VARGRAPHIC タイプの限度を超える可能性がある場合
に使用される。
3 部分名 (three-part name). 表、視点、もしくは別名
のフルネーム。ピリオドで区切られたロケーション名、
許可 ID、およびオブジェクト名で構成される。

米国規格協会。

APAR. プログラム診断依頼書 (Authorized program
analysis report)。
APAR 適用訂正サービス (APAR fix corrective
service). DB2 の障害の一時的な訂正。 通常、プログ
ラム一時修正 (PTF) などのより永続的な修正によっ
て、後に置き換えられるため、訂正は一時的なもの。
APF. 許可プログラム機能 (Authorized program
facility)。
APPL. SNA LU 6.2 プロトコルを使用する 1 つのア
プリケーション・プログラムとして DB2 を VTAM に
定義するために使用される、 VTAM ネットワーク定義
ステートメント。

|
|
|
|

CCSID. コード化文字セット ID (Coded character set
identifier)。
CDB.

A
ANSI.

は、ターゲット・データ・タイプの名前を持っている。
単一の引き数を伴い、そのタイプがソース・データ・タ
イプであり、その戻りタイプが、ターゲット・データ・
タイプである。

ASCII. 一般的に PC およびワークステーションなどの
多くの環境でストリングを表現するために使用されるエ
ンコード・スキーム。EBCDIC および Unicode と対
比。

通信データベース (Communications database)。

CEC. 中央電子複合システム (Central electronic
complex)。中央処理装置複合システム (central processor
complex) を参照。
CFRM ポリシー (CFRM policy). 結合機構 構造の割
り振り規則に関する MVS 管理担当者による宣言。
CI.

制御インターバル (Control Interval)

CICS. (本書では) 以下の製品の 1 つを表す。
CICS® Transaction Server for OS/390®: 顧客情報
管理システム・トランザクション・サーバー
(OS/390 版)
CICS/ESA: 顧客情報管理システム / エンタープライ
ズ・システム体系 (Customer Information Control
System/Enterprise Systems Architecture)
CICS/MVS: 顧客情報管理システム / 多重仮想記憶
(Customer Information Control System/Multiple Virtual
Storage)

B

CICS 接続機能 (CICS attachment facility). MVS サ
ブシステム・インターフェース (SSI) およびストレージ
間リンケージを使用して、CICS から DB2 への要求を
処理し、リソースのコミットを調整する DB2 のサブコ
ンポーネント。

BLOB. 2 進ラージ・オブジェクト (Binary large
object)。

CIDF. 制御インターバル定義フィールド (Control
interval definition field)。

BMP. バッチ・メッセージ処理 (Batch Message
Processing (IMS))。

CLIST. コマンド・リスト (Command list)。TSO タス
クを実行するための言語。

BSAM. 基本順次アクセス方式 (Basic sequential access
method)。

CLOB. 文字ラージ・オブジェクト (Character large
object)。

BSDS. ブートストラップ・データ・セット (Bootstrap
data set)。

CP.

CPC. 中央処理装置複合システム (Central processor
complex)。

C
CAF.

中央処理装置 (central processor (CP)) を参照。

呼び出し接続機能 (Call attachment facility)。

cast 関数 (cast function). (ソース) データ・タイプ
のインスタンスを別の (ターゲット) データ・タイプに
変換するために使用される関数。 一般に、cast 関数

CRC. コマンド認識文字 (Command recognition
character)。
CRCR. 条件付き再始動制御レコード (Conditional
restart control record)。条件付き再始動 (conditional
restart) も参照。
用語集
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CS • EOT
CS.
CSA.

カーソル固定 (Cursor stability)。

DDF.

DFHSM. データ機能階層ストレージ・マネージャー
(Data Facility Hierarchical Storage Manager)。

共通サービス域 (Common service area)。

D

DFP. データ機能プロダクト (Data Facility Product)
(MVS における)。

DASD. 直接アクセス記憶装置 (Direct access storage
device)。

分散コンピューティング環境 MVS/ESA
(DistributedComputing EnvironmentMVS/ESA™
(DCE MVS/ESA)). 分散コンピューティングをインプ
リメントするためにオープン・ソフトウェア・ファウン
デーション (OSF) が提供する一連のテクノロジー。

DB2 (VSE & VM 版) (DB2 for VSE & VM). VSE お
よび VM オペレーティング・システム用の IBM DB2
リレーショナル・データベース管理システム。
DB2 カタログ (DB2 catalog). DB2 により保持さ
れ、表、視点、および索引などの DB2 オブジェクトの
記述が入っている表。

DL/I.

DRDA アクセス. 以前にサーバー・ロケーションでバ
インドされているパッケージを実行するために別のデー
タベース・サーバーに接続する際に使用することができ
る、分散データにアクセスするオープン方式。 SQL
CONNECT ステートメントまたは 3 部分名を指定した
SQL ステートメントを使用して、サーバーを識別す
る。プライベート・プロトコル・アクセス (private
protocol access) と対比。

DB2 コマンド (DB2 command). ユーザーによる
DB2 の開始もしくは停止、現行ユーザーについての情
報の表示、データベースの開始もしくは停止、データベ
ースの状況に関する情報の表示などが行えるようにな
る、DB2 サブシステムへの命令。

DSN. (1) デフォルトの DB2 サブシステム名。 (2)
DB2 の TSO コマンド処理プログラム名。 (3) DB2 の
モジュールおよびマクロ名の先頭 3 文字。

DB2 対話機能 (DATABASE 2™ Interactive (DB2I)).
SQL ステートメント、DB2 (オペレーター) コマンド、
プログラマー・コマンドならびにユーティリティー呼び
出しの実行のための DB2 機能。
DB2 対話機能 (DATABASE 2 Interactive)。

DBA.

データベース管理者 (Database administrator)。

DBCLOB. 2 バイト文字ラージ・オブジェクト
(Double-byte character large object)。
DBD.

データベース記述子 (Database descriptor)。

DBID.

データベース ID (Database identifier)。

DBMS. データベース管理システム (Database
management system)。
DBRM. データベース要求モジュール (Database request
module)。
DCLGEN. 宣言生成プログラム (declarations
generator)。
DD 名 (ddname).
name)。
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データ言語 /I (Data Language/I)。

DRDA. 分散リレーショナル・データベース体系
(Distributed Relational Database Architecture)。

DB2 間 R/W インタレスト (inter-DB2 R/W
interest). 表スペース、索引、または区画のデータの特
性。データ共用グループの複数のメンバーによってオー
プンされ、そのうち少なくとも 1 人のメンバーが書き
込みでオープンしている。

DB2I.

分散データ機能 (distributed data facility)。

E
EA-適用 表スペース (EA-enable table space). 4GB
より大きい個々の区画 (または、LOB 表スペースでは断
片) を含み、拡張アドレッシング機能のために使用可能
な表スペースまたは索引スペース。

|
|
|
|
|

EBCDIC. 拡張 2 進化 10 進コード (Extended binary
coded decimal interchange code)。OS/390、MVS、
VM、VSE、および OS/400® の環境において、文字デー
タを表すために使用されるエンコード・スキーム。
ASCII および Unicode と対比。
EDM プール (EDM pool). データベース記述子、アプ
リケーション・プラン、許可キャッシュ、アプリケーシ
ョン・パッケージ、およびダイナミック・ステートメン
ト・キャッシングに使用される主記憶域のプール。
EID.

イベント ID (Event identifier)。

EOM.

メモリーの終了 (End of memory)。

EOT.

タスクの終了 (End of task)。

データ定義名 (Data definition
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equijoin • KSDS
equijoin.
作。

結合条件にある書式式 = 式という結合操

IDCAMS LISTCAT. アクセス方式サービス・カタログ
に含まれる情報を入手するための機能。

ESDS.
set)。

入力順データ・セット (Entry sequenced data

IFCID. 計測機能コンポーネント ID (Instrumentation
facility component identifier)。

ESMT.
合)。

外部サブシステム・モジュール表 (IMS の場

IFI. 計測機能インターフェース (Instrumentation facility
interface)。

EUR.

IBM 欧州標準規格。

F
forget. 2 フェーズ・コミット操作で、(1) 参加プログ
ラムがデータを修正していないときに準備フェーズへ送
信される決定。forget 決定により、参加プログラムは作
業論理単位に関してロックを解放し、忘れる (forget) こ
とができる。これは読み取り専用決定とも呼ばれる。
(2) 操作の 2 番目のフェーズにおける、コミット 要求
への応答。

G
GB.

ギガバイト (1 073 741 824 バイト)。

GBP. グループ・バッファー・プール (group buffer
pool)。
GBP 従属 (GBP-dependent). グループ・バッファ
ー・プールに従属するページ・セットまたはページ・セ
ット区画の状況。このページ・セットに関して DB2 サ
ブシステム間で読み取り / 書き込みインタレストがアク
ティブであるか、またはページ・セットが DASD へま
だキャストされていないグループ・バッファー・プール
内のページを変更したかのいずれか。
GTF.

汎用トレース機能 (Generalized trace facility)。

IFI 呼び出し (IFI call). 定義した関数の 1 つによる、
計測機能インターフェース (IFI) の呼び出し。
IMS. 情報管理システム (Information Management
System)。
IMS DB. 情報管理システム・データベース
(Information Management System Database)。
IMS TM. 情報管理システム・トランザクション・マネ
ージャー (Information Management System Transaction
Manager)。
IMS 接続機能 (IMS attachment facility). MVS サブ
システム・インターフェース (SSI) プロトコルおよび仮
想記憶間リンケージを用いて、IMS から DB2 への要求
を処理し、リソースのコミットメントを調整する、DB2
のサブコンポーネント。
IRLM. 内部リソース・ロック・マネージャー (internal
resource lock manager)。
ISO. 国際標準化機構 (International Standards
Organization)。
ISPF. 対話式システム生産性向上機能 (Interactive
System Productivity Facility)。
ISPF/PDF. 対話式システム生産性向上機能 / プログラ
ム開発機能 (Interactive System Productivity Facility/
Program Development Facility)。

H
HSM. 階層ストレージ・マネージャー (Hierarchical
storage manager)。

ジョブ制御言語 (Job control language)。

JCL.

JES. MVS ジョブ入力サブシステム (MVS Job Entry
Subsystem)。

I
ICF.

J

統合カタログ機能 (Integrated catalog facility)。

IDCAMS. アクセス方式サービスを処理するために使用
される IBM プログラム。コマンドを処理するために使
用される IBM プログラム。この呼び出しは、TSO 端末
またはユーザー・アプリケーション・プログラム内か
ら、ジョブまたはジョブ・ステップとして行うことがで
きる。

JIS.

日本工業規格 (Japanese Industrial Standard)。

K
KB.

キロバイト (1024 バイト)。

KSDS.
set)。

キー順データ・セット (Key-sequenced data

用語集
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L ロック (L-lock) • QMF™

L
L ロック (L-lock).

論理ロック (Logical lock)。

LCID. ログ制御間隔定義 (Log control interval
definition)。
LOB.

論理ページ・リスト (Logical page list)。

LRH. ログ・レコード・ヘッダー (Log record
header)。
LRSN. ログ・レコードのシーケンス番号 (Log record
sequence number)。
LU 名 (LU name). 論理装置名 (Logical unit name)。
VTAM がネットワーク内のノードを参照するための名
前。ロケーション名 (location name) と対比。
LUW.

作業論理単位 (Logical unit of work)。

LUWID. 作業論理単位 ID (Logical unit of work
identifier)。

M
MB.

メガバイト (Megabyte) (1 048 576 bytes)。

MPP. メッセージ処理プログラム (Message processing
program)。 (IMS の場合)
MVS.

NUL 終止符 (NUL terminator). C では、ストリング
の終了を示す値。 文字ストリングでの NUL 終止符は
X'00'。

ラージ・オブジェクト (Large object)。

LOB 表スペース (LOB table space). 表スペースに
は、関連する基本表の特定の LOB 列のためのすべての
データが含まれる。
LPL.

NUL 終結ホスト変数 (NUL-terminated host
variable). データの終了を NUL 終止符で表す、可変
長のホスト変数。

多重仮想記憶 (Multiple Virtual Storage)。

MVS/ESA. 多重仮想記憶 / エンタープライズ・システ
ム・アーキテクチャー (Multiple Virtual
Storage/Enterprise Systems Architecture)。

O
OBID. データ・オブジェクト ID (Data object
identifier)。
OS/390. オペレーティング・システム /390 (Operating
System/390®)。
OS/390 OpenEdition 分散コンピューティング環境
(OS/390 OpenEdition® DistributedComputing
Environment (OS/390 OE DCE)). 分散コンピューテ
ィングをインプリメントするためにオープン・ソフトウ
ェア・ファウンデーション (OSF) が提供する一連のテ
クノロジー。

P
P ロック (P-lock).

物理ロック。

pageset recovery pending (PSRCP). A restrictive
state of an index space. In this case, the entire page set
must be recovered. Recovery of a logical part is
prohibited.
Parallel Sysplex. 顧客の作業負荷を処理するために、
特定の多重システム・ハードウェア・コンポーネントお
よびソフトウェア・サービスを介して互いに通信し、協
力する、一連の MVS システム。
PCT. プログラム制御テーブル (Program control table
(CICS))。
PDS.

区分データ・セット (Partitioned data set)。

™

MVS/XA . 多重仮想記憶 / 拡張アーキテクチャー
(Multiple Virtual Storage/Extended Architecture)。

N

PPT. (1) 処理プログラム・テーブル (CICS)。 (2) プ
ログラム特性テーブル (Program properties table) (MVS
の場合)。
PSRCP.

NID.

NRE. ネットワーク・リカバリー・エレメント
(Network recovery element)。
NUL.
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Page set recovery pending.

ネットワーク ID (Network ID)。

C では、ストリングの終了を表す単一の文字。

Q
QMF™. 照会報告書作成プログラム (Query
Management Facility)。
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RACF® • SVC ダンプ (SVC dump)

R
RACF®. リソース・アクセス管理機能 (Resource
Access Control Facility)。これは、SecureWay Security
Server for OS/390 の 1 つのコンポーネントである。
相対バイト・アドレス (Relative byte address)。

RBA.

RCT. リソース管理テーブル (Resource control table)
(CICS 接続機能の場合)。
RDB. リレーショナル・データベース (Relational
database)。
RDBMS. リレーショナル・データベース管理システム
(Relational database management system)。
RDBNAM. リレーショナル・データベース名
(Relational database name)。
RDF. レコード定義フィールド (Record definition
field)。
リカバリー保留中 (Recovery pending)。

RECP.
RLF.

リソース限定機能 (Resource limit facility)。

RMID. リソース・マネージャー ID (Resource manager
identifier)。
RO.

読取専用アクセス (Read-only access)。

ROWID.
RS.

SNA ネットワーク (SNA network). システム・ネッ
トワーク体系 (SNA) のフォーマットとプロトコルに適
合するネットワークの部分。
SPUFI.
SQL.

SQL Processor Using File Input.
構造化照会言語 (Structured Query Language)。

SQL エスケープ文字 (SQL escape character). SQL
区切り ID を囲むために使用される記号。この記号は二
重引用符 (") である。エスケープ文字 (escape
character) も参照。
SQL 関数 (SQL function). ユーザー定義関数の 1 つ
であり、その中の CREATE FUNCTION ステートメン
トにソース・コードが含まれる。ソース・コードは、単
一の値になる単一の SQL 式である。 SQL ユーザー定
義関数 は 1 つのパラメーターだけを戻すことができ
る。
SQL 記述子域 (SQL descriptor area (SQLDA)). 入
力変数、出力変数、もしくは結果表の列を記述する構
造。
SQL リターン・コード (SQL return code).
SQLCODE または SQLSTATE。
SQL 連絡域 (SQLCA) (SQL communication area
(SQLCA)). アプリケーション・プログラムへその SQL
ステートメントの実行に関する情報を提供するために使
用される構造。

行 ID (Row identifier)。
SQLCA.

SQL 連絡域 (SQL communication area)。

SQLDA.

SQL 記述子域 (SQL descriptor area)。

読み取り固定 (Read stability)。

RTT. リソース変換テーブル (Resource translation
table)。

S
SCA.
SDWA.
area)。

共用連絡域 (Shared communications area)。
システム診断作業域 (System diagnostic work

SQL/DS™. 構造化照会言語 / データ・システム
(Structured Query Language/Data System)。この製品は現
在廃止され、DB2 (VSE & VM 版) と置き換えられてい
る。
SRB.

サービス要求ブロック (Service request block)。

SSI. サブシステム・インターフェース (Subsystem
interface) (MVS)。

SMF. システム管理機能 (System management
facility)。

SSM.

SMP/E. システム修正変更プログラム拡張版 (System
Modification Program/Extended)。

star join. A form of nested loop join in which there
are no join predicates between the two tables. An
efficient method for joining small dimension tables to a
large fact table.

SNA. システム・ネットワーク体系 (Systems Network
Architecture)。

サブシステム・メンバー (Subsystem member)。

SVC ダンプ (SVC dump). MVS または DB2 機能の
リカバリー・ルーチンがエラーを検出するときに出され
るダンプ。
用語集
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SYS1.DUMPxx データ・セット (SYS1.DUMPxx data set) • z/OS
SYS1.DUMPxx データ・セット (SYS1.DUMPxx data
set). システム・ダンプが入っているデータ・セット。
SYS1.LOGREC. プログラムおよびハードウェア・エ
ラーについての重要な情報が入っている保守援助プログ
ラム。

T
TB.

テラバイト (1 099 511 627 776 バイト)。

TCB.

タスク制御ブロック (MVS)。

TSO. タイム・シェアリング・オプション
(Time-Sharing Option)。
TSO 接続機能 (TSO attachment facility). DSN コマ
ンド処理プログラムおよび DB2I から構成される DB2
機能。 CICS または IMS 環境用として作成されていな
いアプリケーションを、TSO 接続機能の下で実行する
ことができる。

U
UDF.

W
WLM アプリケーション環境 (WLM application
environment). 1 つ以上のストアード・プロシージャ
ーに関連する MVS ワークロード・マネージャーの属
性。 WLM アプリケーション環境によって、指定した
DB2 ストアード・プロシージャーを実行するアドレ
ス・スペースを判別する。
WTO.

オペレーターへの書き込み (Write to operator)。

WTOR. 応答付きのオペレーターへの書き込み (Write
to operator (WTO) with reply)。

X
XCF. システム共通カップリング・ファシリティー
(cross-system coupling facility) を参照。
XES. システム間拡張サービス (cross-system extended
services) を参照。

Z
ユーザー定義関数.

UDT. ユーザー定義のデータ型 (User-defined data
type)。DB2 (OS/390 版および z/OS 版) では、特殊タイ
プ (distinct type) という用語が、ユーザー定義のデータ
型の代わりに使用される。特殊タイプ (distinct type) を
参照。

z/OS. eServer 製品ライン用のオペレーティング・シス
テム。

URE. リカバリー単位のエレメント (Unit of recovery
element)。
URID (リカバリー単位 ID) (URID (unit of recovery
ID)). リカバリー単位の先頭ログ・レコードの
LOGRBA。 URID は、そのリカバリー単位の後続する
すべてのログ・レコードにも現れる。
UT. ユーティリティー専用アクセス (Utility-only
access)。

V
VSAM. 仮想記憶アクセス方式 (Virtual storage access
method)。
VTAM. 仮想記憶通信アクセス方式 (Virtual
Telecommunication Access Method) (MVS)。
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参照文献
DB2 Universal Database™ Server (OS/390 お
よび z/OS 版) バージョン 7 製品ライブラリー :

v DB2 Administration Tool for OS/390 and z/OS
User’s Guide, SC26-9847

DB2 (OS/390 および z/OS 版)

DB2 バッファー・プール・ツール

v DB2 入門 (OS/390 版), SC88-8767
v DB2 管理ガイド, SC88-8761

v DB2 Buffer Pool Tool for OS/390 and z/OS
User’s Guide and Reference, SC26-9306

v DB2 ユニバーサル・データベース (OS/390 およ
び z/OS 版) アプリケーション・プログラミン
グおよび SQL ガイド, SC88-8763

DB2 DataPropagator™
v DB2 UDB レプリケーションの手引きおよび解
説書, SC88-8550

v DB2 アプリケーション・プログラミングおよび
リファレンス (Java 用), SC88-8762

Net.Data®

v DB2 コマンド解説書, SC88-8764
v DB2 データ共用: 計画および管理, SC88-8765
v DB2 Data Sharing Quick Reference Card,
SX26-3846
v DB2 Diagnosis Guide and Reference, LY37-3740
v DB2 Diagnostic Quick Reference Card,
LY37-3741
v DB2 イメージ、オーディオ、およびビデオ・エ
クステンダー 管理およびプログラミングの手引
き, SC88-8775
v DB2 インストレーション・ガイド, GC88-8766
v DB2 Licensed Program Specifications, GC26-9938
v DB2 Master Index, SC26-9939
v DB2 メッセージおよびコード, GC88-8768

以下のブック (英語版) は、
www.ibm.com/software/net.data/library.html から入手
できます。
v Net.Data Library: Administration and
Programming Guide for OS/390 and z/OS
v Net.Data Library: Language Environment
Interface Reference
v Net.Data Library: Messages and Codes
v Net.Data Library: Reference
DB2 PM (OS/390 版)
v DB2 PM for OS/390 バッチ使用者の手引き,
SC88-8808
v DB2 PM for OS/390 Command Reference,
SC27-0855

v DB2 ODBC ガイドおよび解説書, SC88-8769

v DB2 PM for OS/390 Data Collector Application
Programming Interface Guide, SC27-0861

v DB2 リモート DRDA リクエスターおよびサー
バー解説書, SC88-8770

v DB2 PM (OS/390 版) 概説書, GC88-8806

v DB2 Reference Summary, SX26-3847
v DB2 リリース・ガイド, SC88-8771
v DB2 SQL 解説書, SC88-8772
v DB2 テキスト・エクステンダー 管理およびプ
ログラミング, SC88-8776
v DB2 ユーティリティー・ガイドおよび解説書,
SC88-8773

v DB2 PM for OS/390 インストールおよびカスタ
マイズ, SC88-8811
v DB2 PM for OS/390 メッセージ, SC88-8807
v DB2 PM (OS/390 版) オンライン・モニター ユ
ーザーズ・ガイド, SC88-8807
v DB2 PM for OS/390 Report Reference Volume 1,
SC27-0853

v DB2 新機能 GC88-8774

v DB2 PM for OS/390 Report Reference Volume 2,
SC27-0854

v DB2 XML Extender for OS/390 and z/OS
Administration and Programming, SC27-9949

v DB2 PM for OS/390 ワークステーション入門書,
SC88-8810

v DB2 Program Directory, GI10-8182

v DB2 PM for OS/390 Program Directory,
GI10-8223

DB2 アドミニストレーション・ツール
© Copyright IBM Corp. 1982, 2001
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QMF (QMF)
v QMF: QMF アプリケーション開発の手引き,
SD88-7238
v QMF: QMF (Windows 版) 入門, GD88-7240
v QMF: High Peformance Option User’s Guide for
OS/390 and z/OS, SC26-9581
v 照会報告書作成プログラム QMF(OS/390) 導入
および管理の手引き, GD88-7234
v QMF: QMF (Windows 版) 導入および管理,
GD88-7241
v QMF: QMF 入門, GD88-7235
v QMF: メッセージおよびコード, GD88-7239
v QMF: 解説書, SD88-7236
v QMF: QMF 使用の手引き, SD88-7237
Ada/370
v IBM Ada/370 Language Reference, SC09-1297
v IBM Ada/370 Programmer's Guide, SC09-1414
v IBM Ada/370 SQL Module Processor for DB2
Database Manager User's Guide, SC09-1450
APL2®
v APL2 Programming Guide, SH21-1072
v APL2 プログラミング: 言語解説書, SH88-7015
v APL2 Programming: Using Structured Query
Language (SQL), SH21-1057
AS/400®
以下のブックは、www.as400.ibm.com/infocenter か
ら入手できます。
v DB2 Universal Database for AS/400 Database
Programming
v DB2 Universal Database for AS/400 Performance
and Query Optimization
v DB2 Universal Database for AS/400 Distributed
Data Management
v DB2 Universal Database for AS/400 Distributed
Data Programming
v DB2 Universal Database for AS/400 SQL
Programming Concepts
v DB2 Universal Database for AS/400 SQL
Programming with Host Languages
v DB2 Universal Database AS/400 用 SQL 解説書
BASIC
v IBM BASIC/MVS Language Reference, GC26-4026
v IBM BASIC/MVS Programming Guide, SC26-4027

v BookManager READ/MVS V1R3: Installation
Planning & Customization, SC38-2035
SAA® AD/Cycle® C/370™
v IBM SAA AD/Cycle C/370 プログラミングの手
引き, SC88-7285
v IBM SAA AD/Cycle C/370 Programming Guide
for Language Environment/370, SC88-7284
v IBM SAA AD/Cycle C/370 使用者の手引き,
SC88-7283
v SAA CPI C 解説書, SC88-7000
文字データ表示体系
v Character Data Representation Architecture
Overview, GC09-2207
v Character Data Representation Architecture
Reference and Registry, SC09-2190
CICS/ESA®
v CICS/ESA Application Programming Guide,
SC33-1169
v CICS 外部インターフェース・ガイド,
SD88-7026
v CICS (MVS/ESA 版) 適用業務プログラミング解
説書, SD88-7424
v CICS for MVS/ESA CICS-RACF Security Guide,
SC33-1185
v CICS for MVS/ESA CICS-Supplied Transactions,
SC33-1168
v CICS/ESA カスタマイズの手引き, SC88-7421
v CICS for MVS/ESA Data Areas, LY33-6083
v CICS (MVS/ESA 版) インストール・ガイド,
SC88-7420
v CICS (MVS/ESA 版) 相互通信ガイド, SC88-6430
v CICS/ESA メッセージおよびコード, GC88-7426
v CICS (MVS/ESA 版) 操作およびユーティリティ
ーの手引き, SC88-7423
v CICS/ESA Performance Guide, SC33-1183
v CICS/ESA Problem Determination Guide,
SC33-1176
v CICS for MVS/ESA Resource Definition Guide,
SC33-1166
v CICS (MVS/ESA 版) System Definition Guide,
SC33-1164
v CICS (MVS/ESA 版) System Programming
Reference, GC33-1171
CICS Transaction Server for OS/390

BookManager® READ/MVS
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v CICS アプリケーション・プログラミングの手引
き, SC88-7689
v CICS External Interfaces Guide, SC33-1703
v CICS DB2 ガイド, SD88-7035
v CICS 資源定義の手引き, SC88-7687
IBM C/C++ for MVS/ESA
v IBM C/C++ for MVS/ESA Library Reference,
SC09-1995
v IBM C/C++ for MVS/ESA Programming Guide,
SC09-1994
IBM COBOL
v IBM COBOL 言語解説書, SC26-4769
v IBM COBOL (MVS および VM 版) プログラミ
ングの手引き, SC88-7057
移行ガイド
v IMS-DB and DB2 Migration and Coexistence
Guide, GH21-1083
連携開発環境プログラム
v 連携開発環境プログラム (CODE)/370 R2 デバ
ッグ・ツール, SC88-7342
DataPropagator NonRelational
v DataPropagator NonRelational MVS/ESA
Administration Guide, SH19-5036
v DataPropagator NonRelational MVS/ESA
Reference, SH19-5039
データ機能データ・セット・サービス
v DFDSS 使用者の手引き, N:SC26-4388
データベース設計
v DB2 Design and Development Guide by Gabrielle
Wiorkowski and David Kull, Addison Wesley,
ISBN 0-20158-049-7
v Handbook of Relational Database Design by C.
Fleming and B. Von Halle, Addison Wesley,
ISBN 0-20111-434-8
DataHub®
v DATAHUB 概説書, GC88-7178
Data Refresher
v Data Refresher Relational Extract Manager for
MVS GI10-9927
DB2 Connect®

v DB2 コネクト エンタープライズ・エディショ
ン (OS/2 および Windows 版) 概説およびイン
ストール, GC88-8520
v DB2 コネクト エンタープライズ・エディショ
ン (UNIX 版) 概説およびインストール,
GC88-8519
v DB2 コネクト パーソナル・エディション 概説
およびインストール, GC88-8533
v DB2 コネクト 使用者の手引き, SC88-8521
DB2 レッド・ブック
v DB2 UDB Server for OS/390 Version 6 Technical
Update, SG24-6108-00
DB2 サーバー (VSE および VM)
v DB2 サーバー (VM 版) DBS ユーティリティー,
SC88-7798
v DB2 サーバー (VSE 版) DBS ユーティリティ
ー, SC88-7799
DB2 ユニバーサル・データベース (UNIX®、
Windows®、 OS/2® 版)
v DB2 UDB 管理ガイド: プランニング,
SC88-8513
v DB2 UDB 管理ガイド: インプリメンテーショ
ン, SC88-8511
v DB2 UDB 管理ガイド: パフォーマンス,
SC88-8512
v DB2 UDB 管理 API リファレンス, SC88-8514
v DB2 UDB アプリケーション開発ガイド、第 3
巻, SC88-8515
v DB2 UDB アプリケーション開発ガイド,
SC88-8516
v DB2 UDB コール・レベル・インターフェース
の手引きおよび解説書, SC88-8517
v DB2 UDB コマンド解説書, SC88-8518
v DB2 UDB SQL 概説, SC88-8539
v DB2 UDB SQL 解説書 (第 1 巻), SC88-8540
v DB2 UDB SQL 解説書 (第 2 巻), SC88-8657
装置サポート機能
v Device Support Facilities User's Guide and
Reference, GC35-0033
DFSMS
以下の資料は、DFSMS のさまざまなコンポーネン
ト (DFSMS/MVS®、DFSMSdfp™、DFSMSdss™、
DFSMShsm™、および MVS/DFP™ を含む) につい
ての情報を提供します。
参照文献
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v DFSMS/MVS 統合カタログ機能 (ICF) のための
アクセス方法サービス, SC88-6509
v DFSMS/MVS: Access Method Services for VSAM
Catalogs, SC26-4905
v DFSMS/MVS DFSMSDSS 記憶管理解説書,
SC88-6512
v DFSMS/MVS: DFSMShsm Managing Your Own
Data, SH21-1077
v DFSMS/MVS: Diagnosis Reference for DFSMSdfp,
LY27-9606
v DFSMS/MVS Storage Management Library:
Implementing System-Managed Storage,
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