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メッセージおよびコード

これは、情報やエラー状態の通知に使用されているさまざまなメッセージを調べる際に、最初に
確認すべきページです。

Adabas のメッセージとコードは、次のように大別されています。

■ ニュークリアスレスポンスコード
■ ユーティリティエラーメッセージ
■ 拡張オペレーションメッセージ

拡張オペレーションメッセージについては、次の 2 つの付録も用意されています。

■ 付録 A - AEO: CMDLOG メッセージを作成するレスポンスコード
■ 付録 B - AEO: 不十分なパラメータサイズによって起こるレスポンスコード
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表記規則

説明規則

画面上の要素を表します。太字
folder.subfolder:service という規則を使用して webMethods Integration Server
上のサービスの保存場所を表します。

モノスペースフォン
ト

キーボードのキーを表します。同時に押す必要があるキーは、プラス記号 (+) で結ん
で表記されます。

大文字

独自の状況または環境に固有の値を指定する必要がある変数を表します。本文で最初
に出現する新しい用語を表します。

斜体

入力する必要があるテキストまたはシステムから表示されるメッセージを表します。
Program code.

モノスペースフォン
ト

選択肢のセットを表します。ここから 1 つ選択する必要があります。中カッコの内側
にある情報のみを入力します。{ } 記号は入力しません。

{ }

構文行で相互排他的な 2 つの選択肢を区切ります。いずれかの選択肢を入力します。
| 記号は入力しません。

|

1 つ以上のオプションを表します。大カッコの内側にある情報のみを入力します。[ ]
記号は入力しません。

[ ]

同じ種類の情報を複数回入力できることを示します。情報だけを入力してください。
実際のコードに繰り返し記号 (...) を入力しないでください。

...

オンライン情報

Software AG マニュアルの Web サイト

マニュアルは、Software AG マニュアルの Web サイト (http://documentation.softwareag.com)
で入手できます。このサイトでは Empower クレデンシャルが必要です。Empower クレデンシャ
ルがない場合は、TECHcommunity Web サイトを使用する必要があります。

Software AG Empower 製品のサポート Web サイト

もしまだEmpowerのアカウントをお持ちでないのなら、こちらへempower@softwareag.com電
子メールにて あなたのお名前、会社名、会社の電子メールアドレスをお書きの上、アカウント
を請求してください。

いったんアカウントをお持ちになれば、Empower https://empower.softwareag.com/ のeService
セクションにてサポートインシデントをオンラインで開くことができます。

製品情報は、Software AG Empower 製品のサポート Web サイト
(https://empower.softwareag.com) で入手できます。

メッセージおよびコード2
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機能および拡張機能に関するリクエストの送信、製品の可用性に関する情報の取得、製品のダウ
ンロードを実行するには、Products に移動します。

修正に関する情報を取得し、早期警告、技術論文、Knowledge Base の記事を読むには、
Knowledge Center に移動します。

もしご質問があれは、こちらのhttps://empower.softwareag.com/public_directory.asp グローバ
ルサポート連絡一覧の、あなたの国の電話番号を選んで、わたくし共へご連絡ください。

Software AG TECHcommunity

マニュアルおよびその他の技術情報は、Software AG TECHcommunity Web サイト
(http://techcommunity.softwareag.com) で入手できます。以下の操作を実行できます。

■ TECHcommunity クレデンシャルを持っている場合は、製品マニュアルにアクセスできます。
TECHcommunity クレデンシャルがない場合は、登録し、関心事の領域として [マニュアル]
を指定する必要があります。

■ 記事、コードサンプル、デモ、チュートリアルにアクセスする。
■ Software AG の専門家によって承認されたオンライン掲示板フォーラムを使用して、質問した
り、ベストプラクティスを話し合ったり、他の顧客が Software AG のテクノロジをどのよう
に使用しているかを学んだりすることが可能です。

■ オープンスタンダードや Web テクノロジを取り扱う外部 Web サイトにリンクできます。

データ保護

Software AG製品は、EU一般データ保護規則(GDPR)を尊重した個人データの処理機能を提供し
ます。 該当する場合、適切な手順がそれぞれの管理ドキュメントに記載されています。
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2 ニュークリアスレスポンスコード

このドキュメントでは、Adabas ニュークリアスが出力するレスポンスコードについて説明しま
す。

Adabas コマンドの処理中にエラーが発生した場合、次に示すようなレスポンスコードが返され
ます。

RESPONSE 0

正常なレスポンスです。説明

RESPONSE 1

結果として返された ISN の数が多すぎるか、非ディスクリプタの検索中に FDT の
対応するフィールド長よりも大きい値が見つかった、または返された ISN の数と実

説明

際に見つかったレコードの数が一致しないことが理由で、ISN リストをソートでき
ません。

S9 コマンドの場合は、追加の一時ワークスペースに使用できるスペースがないこと
を意味します。S2 コマンドの場合は、単なる警告を示し、S2 と S1 は同じ結果にな
ります。
一時ワークスペース用の十分なディスクスペースを提供するか、FDT を実際のフィー
ルド長に合わせます。

対処

RESPONSE 2

要求された機能が完全には実行されませんでした。コマンドオプション 2=E を指定
した OP コマンド、または RE コマンドの場合は、指定されたレコードバッファ長

説明

が読み込まれた ET データの長さより短かったため、レコードバッファは一部切り
捨てられました。

A1//N1/N2 コマンドの場合、TR オプションを持つディスクリプタ値は 1144 バイト
より大きくなります。この場合には、最初の 1144 バイトだけがインデックスに格納
されます。検索処理では、最初の 1144 バイトだけが評価されるので、切り捨てられ
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た値に対する処理が不正確になる可能性があります。アディション 2 フィールドの
最初の 2 バイトには切り捨てられたディスクリプタ値の数が示され、3～4 バイト目
には、切り捨てられたディスクリプタ値のフィールド名が示されます。

S1/S2/S4/S9 コマンドの場合、ISN 結果リストが正確な結果を示していない可能性が
あります。これは、検索値とデータベースの値の 1144 バイト以降が、S1/S2/S4 コマ
ンドの検索処理中または S2/S9 コマンドのソート処理中に切り捨てられたためです。
OP または RE コマンドの場合、レコードバッファ長を大きくするか、警告を無視し
ます。

対処

S1/S2/S4/S9 コマンドの場合、完全なフィールド値を使って選択の後処理を実行する
か、完全なフィールド値を使って独自のソート処理を実行するか、または警告を無
視します。

RESPONSE 3

エンドオブファイルまたはエンドオブリスト条件が検出されました。説明

RESPONSE 9

次のいずれかの状態が発生しました。説明

■最後のユーザートランザクションが、Adabas（ET ロジックユーザーのみ）また
は排他制御ユーザー（非 ET ユーザー）によってバックアウトされました。また
は、アクセスオンリーユーザーが非アクティビティタイムリミットを超過しまし
た。

■オペレータによってユーザーセッションが異常終了され、ユーザーがコマンドを
発行しました。

■プロテクションログエリア（= WORK コンテナ）不足により、内部的に BT が発
行されました。

コントロールブロック内のアディション 2 フィールドには、次のような情報が含ま
れています。

説明3 番目および 4
番目のバイト

先頭 2 バ
イト

トランザクションタイムアウトTT0

非アクティビティタイムアウトTN1

STOP ユーザーST2

WORK オーバーフローLP3

セキュリティSE5

デッドロックDL6

オープントランザクションOP8

オープンが必須OR9

レプリケーションの記録に失敗RR10

メッセージおよびコード6
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説明3 番目および 4
番目のバイト

先頭 2 バ
イト

レプリケーションを記録するために発行された内部
Adabas コマンドの 1 つが、予期しないレスポンスコード
（77 など）を受け取りました。このレスポンスコード
は、フィールド ACBXSUBR のコントロールブロックに
含まれ（ACBX インターフェイスを使用している場合の
み）、ニュークリアスログの RPLIRSP メッセージに表示
されます。

最初の 2 バイトの情報は整数で、3～4 バイト目の情報は英数字で表されます。
該当する理由を確認します。Adabas ニュークリアスが OPEN_REQUIRED オプショ
ンなしで開始されていて、レスポンスコード 9 の原因が非アクティビティタイムア

対処

ウトまたは STOP ユーザーだった場合、次のような状況の OP コマンドでセッショ
ンを開始したユーザーは再度 OP コマンドを発行する必要があります。

■ユーザー ID をセットした場合
■制限されたファイルリストを指定した場合
■ユーザー固有のタイムアウト値を持っていた場合
■ ET ユーザーではなかった場合

WORK のオーバーフローが原因でトランザクションが頻繁にバックアウトされる場
合、WORK コンテナのサイズを拡張する必要があります。

セキュリティエラーが原因でトランザクションがバックアウトされた場合は、セキュ
リティ違反が発生しています。

■ Adabas Security のパスワードを確認して修正します。
■セキュリティバッファの内容が変更されていないことを確認します。
■アクティブなセッション中にユーザー資格情報が変更されないようにします。

RESPONSE 16

サブコマンドの処理中に MC コールでエラーが発生しました。サブコマンドのコン
トロールブロックに、エラーコードおよび追加情報が表示されています。アディショ

説明

ン 2 フィールドの最初の 2 バイトには、サブコマンドの番号がバイナリ形式で示さ
れます。アディション 2 フィールドの 3～4 バイト目には、MC コールの際のレコー
ドバッファに指定したサブコマンドコントロールブロックのオフセットがバイナリ
形式で示されます。失敗したサブコマンドより前のサブコマンドはすべて実行され
ました。
必要に応じて、失敗したサブコマンドを修正し、そのサブコマンドから再発行を開
始します。

対処
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RESPONSE 17

ファイル番号が無効です。アディション 2 フィールドの右端 2 バイトの値が 2 バイ
トのバイナリ形式で理由を示しています。

説明

■値 = 2：権限のないシステムファイルにアクセスしました。
■値 = 4：ファイル番号が 0 か、許可されている最大値を超えています。
■値 = 5：ファイルがロードされていません。
■値 = 6：作成するファイルはすでに存在します。
■値 = 8：制限ファイルリストおよび ACC = ファイル番号を指定した ET ユーザー
が UPD コマンドを発行しようとしたか、制限ファイルリストを指定したユーザー
がそのファイルリストにないファイルにアクセスしようとしました。

■値 = 14：アクセス先が、関連付けられた基本ファイルではなく、LOB ファイルで
した。

■値 = 16：ファイルが ADAOPR によってロックされています。
■値 = 21：255 を超えるファイル番号をサポートしていない下位バージョンのデー
タベースに対して、2 バイトのファイル番号が使用されました。

■値 = 22：FCB が無効です（破損しています）。

RESPONSE 18

ファイル番号の使用方法が正しくありません。連続した Lx/Sx コール間でファイル
番号が変更されました。

説明

ファイル番号を修正します。対処

RESPONSE 19

読み込みアクセス用にオープンされているファイルまたは読み込みアクセスでしか
オープンできないファイルを更新しようとしました。

説明

ありません。対処

RESPONSE 20

コマンド ID 値として、次のような無効な値が指定されました。説明

■バイナリのゼロ
■空白
■上位バイトに 16 進値の FF が含まれるが、コマンド ID が自動生成されない
■上位 3 バイトに ASCII の SYN を含んでいる

コマンド ID を修正します。対処
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RESPONSE 21

無効な CID 値が検出されました。アディション 2 フィールドの先頭から 2 バイトの
値（2 バイトバイナリ形式）に、原因が示されています。具体的な値は次のとおり
です。

説明

■値 = 1：L1/L4 コマンドの GET NEXT オプションで指定されたコマンド ID が見つ
かりませんでした。または、コマンド ID が見つからず、L3/L6 コールがイニシャ
ルコールではありませんでした。

■値 = 3：L3/L6 コマンドに指定されたコマンド ID が別の Lx コマンドに割り当てら
れています。または、L9 コマンドに指定されたコマンド ID が別の Lx コマンド
に割り当てられています。

■値 = 4：Lx コマンドで使用されているコマンド ID のフォーマットバッファが L9
コマンドで作成されていて、互換性がありません。

■値 = 5：L9 コマンドで使用されているコマンド ID のフォーマットバッファが、Lx
コマンドで作成されていて、互換性がありません。

■値 = 6：S8 コマンドに指定されたコマンド ID 値が見つかりません。
■値 = 8：S8 コマンドに指定されたコマンド ID 値で識別される ISN リストが ISN
シーケンスに含まれていません。

コマンド ID を修正します。対処

RESPONSE 22

コマンドコードまたはコマンドオプションが無効です。アディション 2 フィールド
の 3～4 バイト目の値（2 バイトバイナリ形式）に、原因が示されています。ACBX
コールの場合、値は ACBXERRC フィールドにも格納されます。

説明

■値 = 1：無効なコマンドコードが検出されました。
■値 = 2：アクセスオンリーユーザーによって更新コマンドが発行されました。
■値 = 3：読み取り専用データベースセッションに対して更新コマンドが発行されま
した。

■値 = 4：事前に OP コマンドを発行せずに特権コマンドが発行されました。
■値 = 5：このコマンドは非特権ユーザーには無効です。
■値 = 6：コマンドはユーザー出口 1 によって拒否されました。この場合、アディ
ション 2 フィールドの最初の 2 バイトに、ユーザー出口のレスポンスコードが示
されています。

■値 = 15：マルチフェッチオプションが指定された L1/L4 コマンドに、I または N
オプションが指定されていません。

■値 = 19：コマンドオプション S が指定された ET または BT が発行されましたが、
OP オプションでコマンドオプション S を指定して現在の Adabas ユーザーセッ
ションでサブトランザクションが有効化されていません。

■値 = 21：非 ET ロジックユーザーによって BT コマンドが発行されました。
■値 = 22：MC シーケンス内で許可されないコマンドです。
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■値 = 23：最後の MC サブコマンドが ET ではありません。
■値 = 24：ユーザーデータを指定した ET コマンドまたは CL コマンドによるデー
タベースの読み取り専用アクセスは許可されません。

■値 = 33：アディション 4 フィールドが空白以外の場合は、S9 コマンドにコマンド
オプション S を指定できません。

■値 = 34：コマンドはユーザー出口 11 によって拒否されました。
■値 = 35：ニュークリアスパラメータ NT が 1 の場合には、このコマンドは実行で
きません。

■値 = 36：このコマンドには、降順オプション D は指定できません。
■値 = 37：共有ホールド状態リクエスト（コマンドオプション 3 が C、Q、または

S）は、非 ET ユーザーには許可されていません。
■値 = 38：順次読み込みコマンド（コマンドオプション 3 が Q）の共有ホールド状
態リクエストは、N オプションが指定されていない L4 コマンドでは許可されま
せん。また、コマンド ID（CID）なしの S4 コマンドや、ISN バッファ長が 4 バ
イト以外の S4 コマンドでも許可されません。

■値 = 39：順次読み込みコマンド（コマンドオプション 3 が Q）の共有ホールド状
態リクエストは、マルチフェッチが指定されたコマンド（コマンドオプション 1
が M または O）では許可されません。

■値 = 40：共有ホールド状態を保つリクエスト（コマンドオプション 3 が H）は、
マルチフェッチが指定された ET または BT コマンド（コマンドオプション 1 が
M）では許可されません。

■値 = 41：LOB 値の次の部分の読み込みリクエスト（コマンドオプション 2 が L）
は、マルチフェッチが指定された L1/L4 コマンド（コマンドオプション 1 が M ま
たは O）では許可されません。

■値 = 42：コマンドオプション 2 に T が指定された A1 コマンドの場合、現在の時
間は、データベース内の SY=TIME が指定されたフィールドの値と同じままにな
ります。

コマンドコード、コマンドオプション、または前の OP コマンドを修正します。対処

RESPONSE 23

L2/L5 コマンドシーケンスに対して、無効な開始 ISN が指定されました。説明

■そのファイルのレコードには、ISN が割り当てられていません。
■ ISN がファイルに対する MAXISN を超えています。

ISN を修正します。対処
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RESPONSE 24

ISN バッファで、0 と等しい ISN、または最初の未使用 ISN と等しいかそれ以上の
番号の ISN が見つかりました。アディション 2 フィールドには無効な ISN が 4 バイ
トのバイナリ形式で示されます。

説明

ISN バッファを修正します。対処

RESPONSE 25

後続の S1/S4 コマンドまたは S2/S9 コマンドに対して ISN 下限で指定された ISN が
見つかりません。

説明

ISN 下限を修正します。対処

RESPONSE 26

S9 コマンドに対する ISN バッファ長が無効です。ソート対象の ISN 数が 0 です。説明

RESPONSE 28

L3/L6/L9 コマンドまたは S2/S9 コマンドで、アディション 1 フィールドの最初の 2
バイトに指定されたディスクリプタが正しくありません。アディション 2 フィール

説明

ドの 1～2 バイト目の値（2 バイトバイナリ形式）に、原因が示されています。具体
的な値は次のとおりです。

■値 = 1：指定されたフィールドがディスクリプタではありません。
■値 = 2：そのディスクリプタの使用はサポートされていません（例：フォネティッ
クディスクリプタ）。

■値 = 3：連続コールの間にディスクリプタが変更されました。
■値 = 4：アディション 1 フィールドとサーチバッファのディスクリプタ名が一致し
ていません。

■値 = 5：L3 または L6 の初期コールでアディション 1 フィールドの末尾に空白があ
りません。

アディション 1 フィールドを修正します。対処

RESPONSE 29

L3/L6 コマンドで、値による再位置決めが試行されましたが（アディション 1 フィー
ルドの 3～8 バイトは空白）、コマンドオプション 2 のフィールドには、A、D、ま
たは V が指定されていませんでした。

説明

アディション 1 フィールドまたはコマンドオプション 2 フィールドを修正します。対処
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RESPONSE 40

フォーマットバッファに構文エラーが検出されました。説明

■フォーマットバッファの終わりにピリオドがありません。
■フォーマットバッファの先頭にピリオドが指定されていますが、これは N1 コマ
ンドと N2 コマンドだけに適用されます。

■長さ／フォーマットに範囲定義が指定されています。
■無効な要素が検出されました。
■フィールドセグメント表記が正しくありませんでした。(byte-number,length) ま
たは (byte-number,length,length-2) として指定する必要があります。ここで、
byte-number は '*' または 10 進数、length と length-2 は 10 進数になっている必要
があります。これらの数値は 2,147,483,648 未満になっている必要があります。

■ MU フィールドの範囲またはピリオディックグループ内のフィールドの範囲に対
して、フィールドセグメント表記が指定されました。

コントロールブロックのアディション 2 フィールドには、次の情報が返されます。

■最初の 2 バイトには、エラーの検出箇所がフォーマットバッファの先頭から何バ
イト目なのかがバイナリ形式で格納されます。

■ 3～4 バイト目には、エラーの検出時に処理中だったフィールドの名前が格納され
ます。

フォーマットバッファを修正します。対処

RESPONSE 41

フォーマットバッファでエラーが検出されました。説明

■指定されたフィールド名は、編集マスク用に予約されています。
■インデックスがゼロです。
■指定された長さ、または FDT 標準長から取得した長さが、要求されたフォーマッ
トの最大長を超えています。

■ nnnX に 253 を超える nnn が指定されました。
■ 253 文字を超えるリテラルが指定されました。
■ Adabas バージョン 5.1 未満の場合のみ：MU または PE の親フィールド、フォネ
ティックディスクリプタ、ハイパーディスクリプタ、または照合ディスクリプタ
を持つ、サブディスクリプタまたはスーパーディスクリプタが指定されました。

■フォネティックディスクリプタ、ハイパーディスクリプタ、または照合ディスク
リプタが指定されました。

■指定されたフィールドがファイルに存在しません。
■ピリオディックグループ名にインデックスの指定がありません。
■長さ／フォーマットが、グループ表記に使用されています。
■ピリオディックグループのフィールドに、インデックスの指定がありません。
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■最初のエレメントまたは最後のエレメントとしてグループ名またはマルチプルバ
リューフィールドを持つ範囲が指定されました。

■ピリオディックグループに含まれるマルチプルバリューフィールドのカウントが
参照されましたが、ピリオディックグループのオカレンスを示すインデックスが
ありません。

■オプション HE を持つ照合ディスクリプタが L9 コマンドに指定されました。
■マルチプルバリューフィールドでもピリオディックグループフィールドでもない
フィールドに、カウントが指定されました。

■ピリオディックグループ内の非マルチプルバリューフィールドに対してカウント
が指定されました。

■ピリオディックグループ表記に、長さ指定／フォーマット指定が使用されました。
■マルチプルバリューフィールドを含むグループ（通常グループかピリオディック
グループのどちらか）が指定されました。

■インデックスの使用方法が誤っています。
■降順のインデックス範囲が指定されました。
■非ピリオディックフィールドにダブルインデックスが使用されました。
■インデックス指定のあるマルチプルバリューフィールドとインデックス指定のな
いマルチプルバリューフィールドが使用されました。

■指定されたフォーマット（READ コマンド）または FDT 標準フォーマット
（UPDATE コマンド）に値を変換できません。

■ S エレメントが、NC オプションを持たないフィールドに適用されました。
■ NC オプションを持つフィールドが S エレメントとともに複数回使用されました。
■追加オプションはフォーマット/長さに対応していません。
■文字セットの指定が無効です。
■フィールドに許可されていない編集マスク付きでフィールドが指定されました。
■フィールドセグメント表記 (byte-number,length) または

(byte-number,length,length-2) が正しくありませんでした。byte-number + length
は、最大値 length + 1 以下で、length-2 は length と等しくなっている必要があり
ます。LB フィールドの最大値は 2,147,483,643、LA フィールドの最大値は 16381
、その他の値の最大値は 253 バイトです。

■セグメント表記は、フォーマット A の値にのみ許可されます。

コントロールブロックのアディション 2 フィールドには、次の情報が返されます。

■最初の 2 バイトには、エラーの検出箇所がフォーマットバッファの先頭から何バ
イト目なのかがバイナリ形式で格納されます。

■ 3～4 バイト目には、エラーの検出時に処理中だったフィールドの名前が格納され
ます。

フォーマットバッファを修正します。対処
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RESPONSE 43

L9 コマンドに誤りがあります。フォーマットバッファに指定されたディスクリプタ
値が、サーチバッファに指定されたディスクリプタ値と一致しません。

説明

フォーマットバッファまたはサーチバッファを修正します。対処

RESPONSE 44

次の状況のいずれかが発生しました。説明

説明サブコー
ド

1 ■フォーマットバッファは、次のような場合に、UPDATEコマンド（A1）
または ADD コマンド（N1/N2）とともに使用できません。
■フォーマットバッファに GL1-3、GL2-4 のような重複したフィール
ドがある

■フォーマットバッファに GL1-N のような 1-N エレメントがある
■ L エレメントと、* の長さを持つ後続の対応エレメントとの関係が 1:1
になっていない

■ READ コマンドが使用しているフォーマットプール内のフォーマット
バッファが、更新コマンドまたは追加コマンドによってすでに使用さ
れ、無効な変換を含んでいます。

L オプションが指定されていますが、フォーマットに *-position の LOB
セクションがありません。

12

コマンドオプション 2 に T が指定された A1 コマンドのフォーマットバッ
ファに、last-update-timestamp システム生成フィールドが含まれていま
せんでした。

13

注意: レスポンス 44 に関連付けられたサブコードは、アディション 2 フィールド
（ACB）の最初の 2 バイトおよびエラーサブコードフィールド（ACBX）に格納さ
れます。
フォーマットバッファを修正するか、読み込み／更新コマンドに対して別のコマン
ド ID を使用します。

対処

RESPONSE 45

フォーマットバッファで更新処理に N 接尾辞を使用したとき、マルチプルフィール
ドまたはピリオディックグループがオーバーフローしました。

説明

コントロールブロックのアディション 2 フィールドには、次の情報が返されます。

■最初の 2 バイトには、エラーの検出箇所がレコードの先頭から何バイト目なのか
がバイナリ形式で格納されます。

■ 3～4 バイト目には、エラーの検出時に処理中だったフィールドの名前が格納され
ます。
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マルチプルフィールドまたはピリオディックグループの限界に達したため、アプリ
ケーションを再設計する必要があります。

対処

RESPONSE 46

指定されたコマンド ID に対するフォーマットバッファの使用方法が間違っていま
す。

説明

■グローバル ID フォーマットバッファのコマンド ID がフォーマットプールに見つ
かりました。このコマンド ID は、呼び出し元によって指定されたファイルとは
異なるファイル番号を持っています。

■このファイル番号は、同じ通常コマンド ID またはグローバルコマンド ID を持つ
後続の Adabas コールで変更されました。

コマンド ID の使用方法を確認します。対処

RESPONSE 47

NISNHQ パラメータに対する最大値を超過しました。説明
次のいずれかの方法で NISNHQ パラメータの値を大きくしてください。対処

■ニュークリアス起動ファイルの該当値を修正します。
■ ADAOPR を使用します。

RESPONSE 48

要求されたデータベース操作は許可されていません。アディション 2 フィールドの
3～4 バイト目の値（2 バイトバイナリ形式）に、原因が示されています。具体的な
値は次のとおりです。

説明

■値 = 2：指定ファイルに要求された使用方法は、他のユーザーまたは Adabas ユー
ティリティの現在の使用方法と競合しています。

■値 = 8：OP コマンドに指定されたユーザー ID は、すでに別のユーザーに割り当
てられています。

■値 = 11：ユーティリティオンリーステータスのニュークリアスに非特権ユーザー
が OP コマンドを発行しました。

■値 = 17：指定ファイルのデータはアクセスできません。これは、ユーティリティ
が異常終了したか、自動再スタートが失敗した場合に発生します。

■値 = 18：指定ファイルのインデックスはアクセスできません。これは、ユーティ
リティが異常終了したか、ADAREC REGENERATE や自動再スタートによって
インデックスが無効にされた場合に発生します。

該当するファイル番号が、アディション 2 フィールドの最初の 2 バイトにバイナリ
形式で返されます。ただし、値 8 の場合は 3～4 バイト目に返されます。値 0 はデー
タベース全体を示しています。

15メッセージおよびコード

ニュークリアスレスポンスコード



次のユーザー対処が有効です。対処

■他のユーザーまたはユーティリティが終了するのを待って、再実行します。
■ファイルをすべてのユーザーが使用できるようにします（3 バイト目と 4 バイト
目に値 16 が発生した場合）。

■ファイルをリストアまたはロック解除します（3 バイト目と 4 バイト目に値 17 が
発生した場合）。

■ファイルのインデックスを再構築します（3 バイト目と 4 バイト目に値 18 が発生
した場合）。

■アディション 2 フィールドの 3～4 バイト目の値が 8 で、ニュークリアスが
OPEN_REQUIRED オプション付きで開始されていた場合、ユーザーはすぐに OP
コマンドを再発行することができます。これにより、同じユーザー ID の非アク
ティブユーザーが停止します。

■ユーティリティ以外のユーザーがまだアクティブなことが理由でユーティリティ
がレスポンス 48 を受け取った場合は、ADAOPR LOCK でファイルをロックでき
ます。この ADAOPR コマンドは、ファイルがロック解除されるまで、ユーティ
リティ以外のすべてのユーザーからのファイルアクセスを停止し、ユーティリティ
ユーザーのみがファイルにアクセスできるようにします。

RESPONSE 49

圧縮レコードがデータストレージディスクデバイスに対して長すぎます。アディショ
ン 2 フィールドの最初の 2 バイトには、圧縮レコードの長さがバイナリ形式で示さ
れます。

説明

十分なブロックサイズ（ブロックサイズ >= 圧縮レコードサイズ + 8）を持つ新しい
DATA エクステントを追加します。または、OPTIONS=AUTO_EXPAND を指定し

対処

てニュークリアスを起動します。これにより、Adabas ニュークリアスは自動的に
十分なブロックサイズを持つ新しい DATA エクステントを作成します。

RESPONSE 50

OP コマンドの処理中に、レコードバッファで構文エラーが検出されたか、無効な
文字セットが指定されているか、無効なタイムゾーンが指定されています。アディ

説明

ション 2 フィールドの最初の 2 バイトには、エラーの検出箇所がレコードバッファ
の先頭から何バイト目なのかがバイナリ形式で格納されます。

タイムゾーンの問題が発生した場合は、ACB のアディション 2 フィールドの右端の
2 バイトにサブコードが含まれます。ACBX では、エラーサブコードフィールドに
サブコードが含まれます。
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説明サブコード

指定したタイムゾーンが ADATZDIR ディレクトリ内で見つかりませ
んでした。タイムゾーンが正しく指定されていることを確認します。
正しく指定されている場合は、Software AG 技術サポートに連絡して
ください。

31

タイムゾーンプールがいっぱいです。問題が解決しない場合は、
Software AG 技術サポートに連絡してください。

32

レコードバッファを修正してやり直します。対処

RESPONSE 51

OP コマンドの処理中、レコードバッファにエラーが検出されました。キーワード
EXU、UPD、ACC、または WCHARSET のいずれかが重複しています。

説明

コントロールブロックのアディション 2 フィールドには、次の情報が返されます。

■最初の 2 バイトには、エラーの検出箇所がレコードバッファの先頭から何バイト
目なのかがバイナリ形式で格納されます。

■ 3～4バイト目には失敗したオープンモード（ACC=1、UPD=2、EXU=4、
WCHARSET = 128）が示されます。

レコードバッファを修正します。対処

RESPONSE 52

レコードバッファまたはバリューバッファの処理中にエラーが発生しました。説明

■ G フォーマットフィールドの値が浮動小数点型になっていません。
■ P フォーマットフィールドの値がパック 10 進数になっていません。
■ U フォーマットフィールドの値がアンパック 10 進数になっていません。
■可変長フィールドに、長さパラメータが指定されていません。
■ SQL 空値インジケータ（S エレメント）の値が -1 未満です。
■ NN オプションが指定されたフィールドに SQL 空値が強制されています。
■結果の値が、フォーマット F で 4 バイト（ロングワード）を超えているか、最大
（フォーマット依存）長を超えています。

■指定された ADAM キーを持つレコードがありません。

コントロールブロックのアディション 2 フィールドには、次の情報が返されます。

■最初の 2 バイトには、エラーの検出箇所がレコード／バリューバッファの先頭か
ら何バイト目なのかがバイナリ形式で格納されます。NN オプションを指定した
にもかかわらず、SQL 空値になっているフィールドがある場合、この値は -1 で
す。
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■ 3～4 バイト目には、エラーの検出時に処理中だったフィールドの名前が格納され
ます。

フォーマット/レコード/バリューバッファを修正します対処

RESPONSE 53

レコードバッファが小さすぎるか、ISN バッファが指定したマルチフェッチコマン
ドに対して小さすぎます。コントロールブロックのアディション 2 フィールドには、
次の情報が返されます。

説明

■最初の 2 バイトには予期されたバッファサイズが 2 バイトのバイナリ形式で格納
されます。コマンドが最大レコードサイズを超えた場合、この値は -1 です。

■ 3 バイト目と 4 バイト目には小さすぎるバッファの名前（RB または IB）が含まれ
ます。ハイパー出口を使用しているときにエラーが発生した場合、ハイパー出口
の名前がここに格納されます。

レコードバッファサイズを大きくするか、マルチフェッチに対して ISN バッファサ
イズを大きくします。

対処

RESPONSE 54

レコードバッファが大きすぎます（C5 コマンドまたは ET コマンド）。説明
レコードバッファサイズを小さくします。最大長は 2000 バイトです。対処

RESPONSE 55

レコードバッファまたはバリューバッファのフィールド値を処理しているときに、
フォーマットエラー、長さ変換エラー、または切り捨てエラーが発生しました。

説明

■ FI フィールドの値が大きすぎます。
■結果の値が FI フィールドの境界を超えています。
■数字フィールドで切り捨てエラーが発生しました。
■ ADANUC で OPTIONS=TRUNCATION が許可されている場合を除いて、英数字
フィールドの切り捨て、または英数字に変換される数字フィールドの切り捨ては
エラーです。

■可変長の LA または L4 オプションなしで定義された値が 253 バイトを超過してい
ます。これは、Unicode フィールドを別のエンコードに変換した後に発生する可
能性があります。

■文字長が固定されている文字セットの Unicode フィールドに指定された長さが、
文字長の倍数になっていません。具体的には、UTF-16 ベースの文字セットの長さ
は 2 の倍数、UTF-32 ベースの文字セットの長さは 4 の倍数になっている必要があ
ります。

■指定された値は、有効な日付／時刻の値ではありません。
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■有効な日付／時刻の値が、フィールドに含まれていません。これは、値が日付／
時刻編集マスクなしで格納された場合に発生する可能性があります。

■フォーマットまたは検索バッファで、オプション TZ が指定された日付／時刻
フィールドが指定されましたが、現在の Adabas ユーザーセッションの OP コマ
ンドにはタイムゾーンが指定されていません。

■互換性のないデータフォーマットまたはその他の互換性の問題が原因で、フォー
マット変換を実行できませんでした。

次の情報は、アディション 2 フィールドの最初の 2 バイトで返されます。ACBX の
場合は、ACBXERRC フィールドでも返されます。

説明サブコード

変換エラー。0

切り捨てエラー。1

内部構造エラー。2

内部エラーです。5

サポートされていない DATETIME 変換。20

日付／時刻の値が有効範囲外。有効な範囲は、フォーマットまたは検
索バッファで使用されている date-time 編集マスクと FDT によって異
なります。

21

標準時間から夏時間に切り替えるときのギャップに、日付／時刻の値
を指定しました。

22

月が 1～12 の範囲にありません。24

日付が 1～n の範囲にありません。ここで、n は指定した月の日数で
す。

25

時間が 0～24 の範囲にありません。26

分が 0～59 の範囲にありません。27

秒が 0～59 の範囲にありません。28

内部エラー：タイムゾーンでの変換のためのタイムゾーンエレメント
がありません。

30

日付／時刻とタイムゾーンに対して、無効な夏時間オフセットが指定
されました（fldD）。

31

フィールド名は、アディション 2 フィールドの 3～4 バイト目に返されます。ACBX
の場合は、フィールド ACBXERRB で返されます。

ACBX コールの場合は、さらに次の情報が返されます。

■ ACBXERRA のレコードまたはバリューバッファのオフセット。
■ ACBXERRD のバッファのタイプ（レコードバッファのエラーの場合は R、バ
リューバッファのエラーの場合は V）。

理由によって異なります。対処
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■フォーマット、レコード、バリューバッファを修正します。
■レコード構造エラーが示された場合、該当ファイルに対して ADAVFY FIELD を
実行します。これによってエラーが発生した場合、ファイルをアンロード、圧縮
解除、再圧縮、再ロードする必要があります。

■ OP コマンドのタイムゾーン仕様が欠落している場合は、適切な OP コマンドを実
行します。

■サブコード 2 と 5 は発生しないはずのサブコードです。これらのサブコードが返
された場合は、サポートセンターに連絡してください。コマンドログのコピーと、
アクセスしたファイルのエクスポートコピーやバックアップは、問題の分析に役
立ちます。

RESPONSE 56

ディスクリプタ値が大きすぎます。ディスクリプタ値は 1144 バイトに制限されま
す。

説明

格納する値を小さくします。または、ディスクリプタ値がインデックスに格納され
る前に大きなディスクリプタ値を切り捨てる TR オプションをディスクリプタに指

対処

定します。TR オプションを指定すると、検索結果が不正確になる可能性があること
に注意してください。これは、最初の 1144 バイトが同一の値は、互いに等しいとみ
なされるためです。

RESPONSE 57

L9 コマンドにおいて、サーチバッファに指定されているディスクリプタが無効で
す。

説明

■指定されたフィールド名はディスクリプタの名前ではありません。
■指定されたディスクリプタはフォネティックディスクリプタです。
■指定されたディスクリプタはオプション HE を持つ照合ディスクリプタです。

サーチバッファを修正します。対処

RESPONSE 60

サーチバッファで構文エラーが検出されました。説明

コントロールブロックのアディション 2 フィールドには、次の情報が返されます。

■最初の 2 バイトには、エラーの検出箇所がサーチバッファの先頭から何バイト目
なのかがバイナリ形式で格納されます。

■ 3～4 バイト目には、エラーの検出時に処理中だったフィールドの名前が格納され
ます。

サーチバッファを修正します。対処
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RESPONSE 61

S8 コマンドの実行中か、サーチバッファまたはバリューバッファで、次のエラーが
検出されました。

説明

■ ISN LIST 処理に指定されたコマンドオプション 2 が無効です（S8 コマンド）。
■エレメントまたはエレメントの順序が無効。
■指定されたフィールドが、ディスクリプタ、サブディスクリプタ、スーパーディ
スクリプタ、フォネティックディスクリプタのいずれでもありません。

■ピリオディックグループ内のディスクリプタに対して、無効な部分条件の組み合
わせまたは異なるインデックスが使用されました。

■フォネティックディスクリプタの使用方法が正しくありません。
■ピリオディックグループのインデックスが無効です。
■インデックスの使用方法が誤っています。
■ディスクリプタ値の長さが、253 バイトまたは指定されたフォーマットが許容す
る長さを超えています。

■フォーマットタイプが無効です。
■ファイル番号の指定が正しくありません。
■ S 演算子の使用方法が正しくありません。FROM 値が TO 値より大きくなってい
ます。

■ N 演算子の使用方法が正しくありません。BUT NOT 値が先行する FROM-TO 値
の範囲外にあります。

■比較演算子の指定が正しくありません。
■バリューバッファ内の値はフィールドの FDT フォーマットに変換できません。
■ A1 コマンドまたは E1 コマンドに V オプションが使用されていますが、指定され
たファイル名が ADAM キーではありません。

■ A1 コマンドまたは E1 コマンドに V オプションが使用されていますが、バリュー
バッファに指定された値が無効です。

■ C オプションの使用が無効です。このオプションは照合ディスクリプタにだけ指
定可能です。

■フィールドに許可されていない編集マスクでフィールドが指定されました。

S8 コマンド以外の場合には、コントロールブロックのアディション 2 フィールドに
次の情報が返されます。

■最初の 2 バイトには、エラーの検出箇所がサーチバッファの先頭から何バイト目
なのかがバイナリ形式で格納されます。

■ 3 バイト目が 0 の場合、エラーについての詳細情報は 4 バイト目に示されます。
■ 4 バイト目が 1 の場合は、長さが無効です。

それ以外の場合、エラーが検出されたときに処理されていたフィールドの名前が、
3～4 バイト目に示されます。
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サーチ／バリューバッファを修正します。対処

RESPONSE 62

サーチバッファ長フィールドおよびバリューバッファ長フィールドに指定された長
さでは、指定された検索条件を収容できません。

説明

サーチ／バリューバッファを修正します。対処

RESPONSE 63

サーチバッファに無効なコマンド ID が使用されました。アディション 2 フィール
ドの先頭から 2 バイトの値（2 バイトバイナリ形式）に、原因が示されています。
具体的な値は次のとおりです。

説明

■値 = 1：サーチバッファに指定されたコマンド ID 値が見つかりませんでした。
■値 = 2：関連付けられた ISN リストが ISN 順にソートされていません（ISN リス
トは S2/S9 コマンドによって生成されました）。

■値 = 3：このコマンド ID は、SAVE ISN LIST オプションを指定した前回の FIND
では使用されませんでした。

サーチバッファのコマンド ID を確認してください。対処

RESPONSE 72

ユーザーキューでオーバーフローが発生しました。説明
DBA の場合は、NU パラメータの値を大きくします。対処

RESPONSE 73

一時的なワークスペースに空きスペースがないため、ISN 結果リストを格納できま
せん。データベースが読み取り専用の場合は、一時ワークスペースの場所の明示的

説明

な指定（環境変数 TEMPLOCn、または DBnnn.INI ファイルの TEMPORARY_LOCATION
のエントリ）がある場合にのみ、そのスペースが作成されます。データベースが読
み取り専用でない場合は、Adabas バッファプールのスペースのみが、ISN リスト
の格納に使用されます。
必要な分だけの一時ワークスペースを確保するようにします。データベースが読み
取り専用の場合には、一時ワークスペースの場所を明示的に指定します。それ以外

対処

の場合には、ADANUC の LBP パラメータを使って Adabas バッファプールのサイ
ズを大きくします。

注意: ISN リストの処理は、Adabas バージョン 5.1 で変更されています。Adabas
バージョン 3 データベースでこのエラーが発生した場合は、Adabas バージョン 3
のドキュメントを参照してください。
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RESPONSE 74

WORK データセット上に、複合的な FIND コマンドを処理するためのスペースがあ
りません。

説明

WORK データセットのサイズを大きくします。対処

RESPONSE 75

ファイルに対してアソシエータまたはデータストレージのエクステント追加が要求
されましたが、FCB 内ではすでに最大のエクステントまで割り当て済みです。最後

説明

のエクステントは、バックアウトされているコマンドおよび AUTORESTART や
ADAREC REGENERATE に対してのみ割り当てられます。アディション 2 フィー
ルドの最初の 2 バイトには有効な最大エクステント番号がバイナリ形式で示されま
す。3～4 バイト目はオーバーフローが発生した場所を示します。表示される値は次
のとおりです。"DS"（データストレージ）、"AC"（アドレスコンバー
タ）、"NI"（ノーマルインデックス）、"UI"（アッパーインデックス）。
ファイルをアンロードし、適切な初期割り当てを行ってから再ロードします。対処

RESPONSE 76

インバーテッドリストインデックスがオーバーフローしました。説明
アソシエータに対して適切なパディングファクタを指定して、ファイルをアンロー
ド／再ロードします。

対処

RESPONSE 77

要求されたアソシエータまたはデータストレージエクステントに十分なスペースが
ありません。この場合、アディション 2 フィールドの 3～4 バイト目に "AS"（アソ

説明

シエータ）または "DS"（データストレージ）が示されます。アソシエータエクステ
ントまたはデータストレージエクステントの RABN を明示的に指定した場合、指定
した RABN に、必要なだけの空きスペースがなければ、レスポンスコード 77 が返
されることもあります。

Adabas では、インデックスブロックに 16 KB 未満のものと、16 KB 以上のものの 2
種類があるので注意が必要です。つまり、アソシエータブロックに十分な空きスペー
スがあったとしても、アソシエータブロックのサイズが誤って認識されれば、レス
ポンスコード 77 が返される可能性があるということです。
ADADBM を使ってデータベースに ASSO/DATA エクステントを新しく追加する
か、または必要なだけの空きスペースがある RABN を指定します。

対処

注意: オンラインモードの場合は、ニュークリアスパラメータ
OPTIONS=AUTO_EXPAND を指定して、データベース自動拡張の実行を有効にし
ておくと、レスポンスコード 77 が返されないこともあります。
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RESPONSE 78

ASSO/DATA のフラグメントによってフリースペーステーブル（FST）にオーバー
フローが発生したか、DSST エクステントの最大値がすでに割り当てられています。

説明

FST の障害が発生した場合は、データベースを再編成します。特定のユーティリティ
のコンテキストで発生する DSST 障害の場合は、DSSTALL メッセージで詳細を確
認してください。

対処

RESPONSE 79

ニュークリアスでハイパー出口をロードできませんでした。説明

コントロールブロックのアディション 2 フィールドには、次の情報が返されます。

■最初の 2 バイトには、ハイパー出口の番号が格納されます。
■ 3～4 バイト目の値は、ハイパーディスクリプタの名前です。

ハイパー出口を作成または再コンパイルして、ニュークリアスを再起動します。対処

RESPONSE 83

ハイパー出口ルーチンが無効な ISN を返しました。説明

コントロールブロックのアディション 2 フィールドには、次の情報が返されます。

■最初の 2 バイトに、指定された ISN バッファの無効な ISN のオフセットがバイナ
リ形式で示されます。

■ 3～4 バイト目の値は、ハイパーディスクリプタの名前です。

ハイパー出口ルーチンを修正し、ニュークリアスを再起動します。対処

RESPONSE 85

更新コマンドでエラーが発生しました。ディスクリプタバリューテーブルに必要な
スペースを割り当てることができなかったか、L4/LA オプションセットが指定され
たディスクリプタの長さが 1144 バイトを超えていました。

説明

L4/LA オプションが設定されたディスクリプタを短くするか、TR オプションを使
用します。

対処

これを実行しても問題が解決されない場合は、サポートセンターに連絡してくださ
い。
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RESPONSE 86

ハイパーディスクリプタ出口で次の原因によるエラーが発生しました。説明

■パックディスクリプタ値に作成された符号が正しくありません。
■無効な長さバイトの値が返されました。
■ ISN が UPDATE コマンドによって変更されました。

コントロールブロックのアディション 2 フィールドには、次の情報が返されます。

■最初の 2 バイトには、値が格納されます。値の内容は次のとおりです。

ハイパーディスクリプタプールがニュークリアスバッファプールを超過
しています。

1

ハイパー出口が返したポインタ、長さ、またはカウントの値が無効です。2

ユーザー定義フォーマットバッファ内のエレメントが、ハイパーディス
クリプタの親フィールドではありません。

3

Adabas レスポンスコード4～255

ハイパー出口ルーチンのユーザー定義エラー>255

■ 3～4バイト目には、ハイパーディスクリプタ名または親フィールド名が格納され
ます。

RESPONSE 87

照合ディスクリプタキー値の作成中にエラーが発生しました。これには次の理由が
考えられます。

説明

■照合ディスクリプタキー値の作成対象の値が無効です。
■現在の Adabas バージョンでサポートされていない ICU バージョンを使用して、
異なる Adabas バージョンで照合ディスクリプタが作成されています。

例えば、Adabas バージョン 6.5 の照合ディスクリプタを、ICU バージョン 5.4 を
使用して作成したとします。データベースを変換して Adabas バージョン 6.4 に
戻し、その照合ディスクリプタの値が作成される Adabas コマンドを実行すると、
レスポンス 87 が返されます。これは、Adabas バージョン 6.4 では、ICU バージョ
ン 3.2 のみがサポートされ、ICU バージョン 5.4 はサポートされないことが理由
です。

対処 ■照合ディスクリプタキーの作成対象として有効な値を指定します。
■現在の Adabas バージョンでサポートされていない ICU バージョンが原因のエ
ラーを回避するには、Adabas バージョンを変更した後で、サポートされていな
い ICU バージョンで作成された照合ディスクリプタを再インバートする必要があ
ります。

注意: メインフレームデータベースでは、レスポンス 87 の意味は異なります。
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RESPONSE 88

1 ユーザーのみがアクティブな状態で、十分なワークプールスペースを確保できな
いか、ソートワークスペースが小さすぎます。

説明

ワーキングストレージ割り当てに関するパラメータ値を検証してください。DBA
に、LWP パラメータまたは LS パラメータの値を大きくするように依頼します。

対処

RESPONSE 98

サブトランザクションがアクティブ化されていない格納／更新中に、またはサブト
ランザクションの終了時に、ユニークディスクリプタの一意性違反が検出されまし

説明

た。アディション 2 フィールドの 3～4 バイト目に格納されたディスクリプタ名がユ
ニークではありません。
ディスクリプタ値を確認します。対処

RESPONSE 99

I/O エラーが発生しました。アディション 2 フィールドの最初の 2 バイトにバイナ
リ形式でエクステント番号が示されます。3～4 バイト目にコンテナタイプ（ASSO
の場合は "AS"、DATA の場合は "DS"、WORK の場合は "WO"）が示されます。

説明

オフラインになっているディスクデバイスがないかどうか確認します。または、エ
ラーログをチェックしてハードウェアエラーが発生していないかどうか調べます。

対処

RESPONSE 113

指定した ISN が無効です。説明

■ ISN が 0 の状態で HI コマンドが発行されました。
■ ISN が 0 または対象ファイルに有効な MAXISN より大きい値で、N2 コマンドが
発行されました。

■ N2 コマンドが発行されましたが、指定された ISN は対象ファイルの別のレコー
ドに割り当てられています。

■存在しない ISN に対して、L1/L4、E1、A1、S1/S2/S4（フォーマットバッファ指
定）のいずれかのコマンドが発行されました。

■ L3/L6 コマンドで、アドレスコンバータに存在しないインデックス内の ISN が検
出されました。

■現在のトランザクションで更新されたレコードに対して、RI コマンドが発行され
ました。

ISN を修正します。対処
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RESPONSE 114

E1 コマンド（ISN が 0 の状態）を指定してファイルのリフレッシュ機能を使用した
ときに、次のいずれかの状況が発生しました。

説明

■リフレッシュ対象のファイルに PGM_REFRESH を指定していない。
■ユーザーセッションが ET ステータスになっていない。

E1 コマンドの ISN を指定しなかった場合、または ET ステータスになっていない状
態でコマンドを発行した場合には、プログラムを修正します。問題のファイルに

対処

PGM_REFRESH を指定していなかった場合は、ADADBM を使用して、そのファイ
ルに PGM_REFRESH を指定します。

RESPONSE 132

更新処理が他の更新処理と重なったため、LOB データの処理でエラーが発生した可
能性があります。LOB データの処理を再試行しても失敗した場合は、レスポンス
コード 132 が返されます。

説明

サブコード（ACBX 内のフィールド ACBXERRC）が下記のいずれのサブコードで
もなく、かつアクセス先の LOB フィールドが更新されていなくてもレスポンスコー
ド 132 が再現される場合は、サポートセンターにお問い合わせください。

対処

次のいずれかのサブコードが発生した場合は、Adabas コールを実行しているプロ
グラムを変更する必要があります。このレスポンスコードのサブコードが 297 の場
合、ラージオブジェクト（LB）フィールドに対してまだサポートされていない機能
（LB フィールド値の文字コード変換など、今後サポート予定の機能）を実行しよう
としています。

297
ラージオブジェクト（LB）フィールドで予定されている機能（LB フィールド値
の文字コード変換など）は、まだサポートされていません。

300
現時点では、サブトランザクションによって実行される参照整合性および一意
性チェックは、LOB 値を変更するコマンドと互換性がありません。

RESPONSE 144

次のいずれかが発生しました。説明

■ A1 コマンドで指定された ISN が、そのユーザー用にホールド状態にされていま
せんでした。

■マルチフェッチ ET に使用される ISN バッファの ISN がホールド状態にされてい
ませんでした。この場合、アディション 2 フィールドの最初の 2 バイトに ISN
バッファの ISN のオフセットがバイナリ形式で示されます。

A1 コマンドまたはマルチフェッチ ET コマンドを使用する前に ISN をホールド状態
にします。

対処
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RESPONSE 145

次のいずれかが発生しました。説明

■ホールド状態の ISN を N2 コマンドに指定して、レコードを挿入しようとしまし
た。

■他のユーザー用にホールド状態にある ISN をホールドしようとしましたが、R オ
プションが指定されています。この場合、アディション 2 フィールドにはバイナ
リの 0 が含まれます。

■ホールドキューがオーバーフローしました。この場合、アディション 2 フィール
ドの値は 0 以外になります。

注意: このホールドキューオーバーフローエラーは、Adabas がバージョン 5.1 よ
りも古い場合にのみ発生します。

RESPONSE 146

Adabas インターフェイスルーチンによって、または MC コールで、無効なバッファ
長が検出されました。または、マルチフェッチコマンドで次のいずれかのエラーが
発生しました。

説明

■バッファヘッダーが無効です（オフセットが両方とも設定されています）。
■少なくとも 1 つの ISN バッファのオフセットが 4 で割り切れません。
■開始オフセットがマルチコールバッファの範囲外になっています。
■レコードバッファが、サブコマンドコントロールブロックをすべて格納するのに
十分な大きさではありません。

アディション 2 フィールドの値によってバッファが特定されます。次の表のように、
最初の 2 バイトにはバッファ番号がバイナリ形式で示され、最後の 2 バイトにはバッ
ファ名が示されます。

Bytes 1-2 Bytes 3-4
1 FB (format buffer)
2 RB (record buffer)
3 SB (search buffer)
4 VB (value buffer)
5 IB (ISN buffer)

バッファ長を修正します。対処
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RESPONSE 147

Adabas インターフェイスルーチンでユーザーバッファにアクセスできません。説明
コントロールブロック、フォーマットバッファ、バリューバッファ、レコードバッ
ファ、および ISN バッファに有効なアドレスと長さが設定されているかどうか確認

対処

します。コントロールブロック、ISN バッファ、レコードバッファに書き込み保護
が設定されているかどうかを確認します。

RESPONSE 148

コマンドが発行されたとき、Adabas ニュークリアスがアクティブになっていなかっ
たか、Adabas ニュークリアスにコールが送信されませんでした。

説明

アディション 2 フィールドの 3～4 バイト目に、2 バイトのバイナリ形式で理由を示
す値が返されることがあります。

■値 = 0：ローカルまたはリモート環境で、アクティブなデータベースサーバーが見
つかりません。

■値 = 3：ニュークリアスはシャットダウン処理の実行中であり、新規ユーザーや新
規トランザクションを受け付けません。

■値 = 21：NET-WORK ACCESS コミュニケーションが失敗しました。アディショ
ン 2 フィールドの先頭から 2 バイトには、エラー番号が格納されます。

■値 = 22：Adabas IPC ドライバに問題があります。アディション 2 フィールドの先
頭から 2 バイトには、エラー番号が格納されます。

■値 = 23：Adabas IPC ドライバの共有メモリのアタッチに問題があります（ADABAS
V3.1 のみ）。

■値 = 24：ADALNK 共有ライブラリを正しくロードすることができません。
■値 = 26：オープン処理中に IPC の問題が発生しました（共有メモリを割り当てで
きないなど）。

■値 = 27：メッセージキューの読み込み中に IPC の問題が発生しました。
■値 = 28：メッセージキューの書き込み中に IPC の問題が発生しました。
■値 = 29：IPC リソースは存在しますが、データベースサーバーがアクティブでは
ありません（UNIX プラットフォームのみ）。

対処はアディション2フィールドの3および4バイト目に返された値に依存します。対処

■値 = 0：ニュークリアスを開始してコマンドを再発行します。
■値 = 3：ニュークリアスのシャットダウンが完了したら、再スタートしてコマンド
を再発行します。

■値 = 21：Entire Net-Work マニュアルで詳細を確認してください。
■値 = 22、23：ニュークリアスがアクティブな場合はシャットダウンし、再スター
トします。それでもエラーが発生する場合は、コマンド "showipc -kd <dbid>" を
実行してから、ニュークリアスを再スタートし、コマンドを再発行します。

■値 = 24：ADALNK 共有ライブラリの場所とアクセス権限を確認してください。
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■値 = 26、27、28：このメッセージが出力された原因の一つに、IPC リソースが削
除されたことが考えられます。その場合は、アクティブなニュークリアスをシャッ
トダウンし、再スタートします。それでもエラーが発生する場合は、コマンド
"showipc -kd <dbid>" を実行してから、ニュークリアスを再スタートし、コマン
ドを再発行します。別の原因として、IPC リソースが不足している可能性があり
ます。その場合は、IPC リソースを増やすか、IPC リソースが依存するニューク
リアスパラメータの値を減らすか、IPC リソースを消費する他の処理を停止しま
す（IPC リソースの詳細については、『インストール』ドキュメントの「System
V IPC リソースの増加」を参照）。

■値 = 29："showipc -kd <dbid>" コマンドを実行し、ニュークリアスを再スタート
して、コマンドを再実行します。

RESPONSE 149

コミュニケーションエラーが発生しました。アディション 2 フィールドに、エラー
の原因となったシステムサービス完了コードが示されます。

説明

アディション 2 フィールドを確認します。対処

RESPONSE 150

同時に使用しているデータベースニュークリアスが多すぎます。アディション 2
フィールドには同時に実行可能なニュークリアスの最大数が示されます。

説明

単一プログラムで、アディション 2 フィールドに示された値を超える数のデータベー
ス ID を使用することはできません。

対処

RESPONSE 151

コマンドキューでオーバーフローが発生しました。説明
DBA の場合は、NC パラメータの値を大きくします。または、コマンドアクティビ
ティが低レベルのときに、このコマンドを発行します。

対処

RESPONSE 152

内部ユーザーバッファが、ユーザーバッファエリアを格納するのに、十分な大きさ
ではありません。

説明

担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処
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RESPONSE 153

最初の "CALL Adabas" の処理中に、次の "CALL Adabas" を発行しました。説明
コールは一度に 1 回だけ発行します。対処

RESPONSE 154

Adabas コールがユーザーによってキャンセルされました。説明
必要ありません。対処

RESPONSE 162

Adabas バッファプールに追加スペースがありません。説明
LBP パラメータの値を大きくします。バッファプールのオーバーフローは、通常、
バッファプール内にディスクへの書き込み待機中のブロックが多すぎるために生じ
ます。このため、WRITE_LIMIT パラメータの値を低く指定することを推奨します。

対処

RESPONSE 165

ディスクリプタ名が無効か、ディスクリプタバリューテーブルに存在しません。こ
のエラーは、次のような場合に ADAREC よる再生成を実行していると発生するこ
とがあります。

説明

■間違った FDT を指定してファイルをロードした場合
■ SYNP チェックポイントでの停止後に ADAINV を再実行しなかった場合

アディション 2 フィールドの 3～4 バイトには、エラーが発生したディスクリプタの
名前が格納されます。
このエラーが操作の誤りによるものでない場合は、ADAVFY の INDEX オプション
を実行し、サポートセンターに連絡してください。

対処

RESPONSE 166

インバーテッドリストインデックス内にエラーが検出されました。削除処理中にディ
スクリプタ値が見つかりませんでした。

説明

アディション 2 フィールドの 3～4 バイトには、エラーが発生したディスクリプタの
名前が格納されます。

対処 ■ユーザーコントロールブロックのアディション 2 フィールドを確認して、エラー
が発生したディスクリプタを特定します。

■このディスクリプタに対して VERIFY オプションの ADAINV を実行し、その出
力を保存します。

■ディスクリプタを再インバートします。
■必要に応じて、データベースを再スタートします（可能な場合）。
■担当のサポートセンターに次の情報を送付します。
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■ VERIFY オプションの ADAINV の出力
■存在する PLOG すべて
■エラーが発生しているファイルの FDT
■クラッシュディレクトリ（ニュークリアスがクラッシュした場合）

RESPONSE 167

インバーテッドリストインデックス内にエラーが検出されました。挿入処理時にディ
スクリプタ値がすでに存在しています。

説明

アディション 2 フィールドの 3～4 バイトには、エラーが発生したディスクリプタの
名前が格納されます。
次の手順に従います。対処

■ユーザーコントロールブロックのアディション 2 フィールドを確認して、エラー
が発生したディスクリプタを特定します。

■このディスクリプタに対して VERIFY オプションの ADAINV を実行し、その出
力を保存します。

■ディスクリプタを再インバートします。
■必要に応じて、データベースを再スタートします（可能な場合）。
■担当のサポートセンターに次の情報を送付します。

■ VERIFY オプションの ADAINV の出力
■存在する PLOG すべて
■エラーが発生しているファイルの FDT
■クラッシュディレクトリ（ニュークリアスがクラッシュした場合）

RESPONSE 170

コマンドに必要な Adabas RABN が見つかりません。アディション 2 フィールドに
は、4 バイトバイナリ形式で無効な RABN が格納されます。

説明

ファイルに対して、ADAVFY の LOST、INDEX、DATA の各オプションを実行し、
サポートセンターに連絡してください。

対処

RESPONSE 172

ファイルの最大 ISN に達したか、これ以上 ISN を割り当てることができません。説明
ファイルのレコードの件数が 232 件よりも著しく少ない場合は、ADAULD でファイ
ルをアンロードし、それを ADAMUP を使って USERISN なしで再ロードする必要

対処

があります。ただし、ISN を独自に定義している場合は、問題が生じる可能性があ
ることに注意してください。例えば、このファイルのレコードを参照するために
ISN を使用している場合は、これらの参照についても同時に再編成が必要になりま
す。
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データをアンロード／再ロードする代わりに、データを複数のファイルに分割し、
それに応じてアプリケーションを変更することもできます。

RESPONSE 173

無効なデータストレージ RABN が検出されました。アディション 2 フィールドに
は、4 バイトバイナリ形式で無効な RABN が格納されます。

説明

ファイルに対して ADAVFY の DATA オプションを実行し、サポートセンターに連
絡してください。

対処

RESPONSE 176

インバーテッドリスト内に矛盾が検出されました。アディション 2 フィールドには、
4 バイトバイナリ形式で矛盾している RABN が格納されます。

説明

自動再スタートまたは ADAREC REGENERATE によってインデックスが無効になっ
たかどうかを確認します。そうでない場合、問題のファイルに対して ADAVFY の

対処

INDEX オプションを実行します。INDEX オプションがエラーを示した場合、
ADAINV REINVERT ALL を使用してインバーテッドリスト全体を作成し直すか、
サポートセンターに連絡してください。

RESPONSE 177

データストレージブロック内に、アドレスコンバータによって指定されたレコード
がありません。

説明

ファイルに対して ADAVFY の AC オプションを実行し、サポートセンターに連絡
してください。

対処

RESPONSE 182

該当する WORK ブロックに必要な ET データが見つかりません。説明
WORK1 を保存し、自動再スタートを保留にしている理由を明記して担当のサポー
トセンターに送付します。また、可能であれば、ダンプディレクトリと PLOG も併
せて送付してください。次に、データベースをリストアし、再生成します。

対処

RESPONSE 196

参照整合性違反が発生しました。説明

アディション 2 フィールドの 3～4 バイトには、違反した制約の名前が格納されま
す。

アディション 2 フィールドの 1～2 バイトには、理由が 2 バイトのバイナリ値で格納
されます。
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説明値

要求した ISN は他のユーザーによってホールドされています1

1 人のユーザーがホールドする ISN の最大数に達しました3

整合性チェックの不一致です。チェック中に必要な値が見つかりませんでした5

カスケード内のレコードに対する二重更新が検出されました7

スタックされたコマンドの制限に達しました8

参照整合性違反を処理します。例えば、エラーメッセージを記述します。対処

RESPONSE 200

セキュリティ違反が検出されると、アディション 2 フィールドの右端の 2 バイトに
サブコードが含まれます。ACBX コールの場合は、エラーサブコードフィールドに
もサブコードが含まれます。

説明

説明値

セキュリティ違反が検出されました。0

外部セキュリティシステムでの認証チェックに失敗しました。31

対処 説明値

正しいパスワードを指定してください。

ファイルのアクセスまたは更新プロテクションレベルに対して、このパスワー
ドに関連付けられている権限レベルを照合します。

現在のファイルのセキュリティバイバリュー条件のパスワードを確認します。

0

認証用の有効な資格情報を入力します。31

RESPONSE 201

指定されたパスワードが見つかりませんでした。説明
正しいパスワードを指定してください。対処

RESPONSE 202

ユーザーが権限のないファイルを使用しようとしました。説明
正しいパスワードを指定してください。対処
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RESPONSE 204

指定したパスワードはすでに使用されています。説明
パスワード名を既存のパスワードと同じものにすることはできません。対処

RESPONSE 210

NETRDI 内で受信バッファが失われました。説明
DBA の場合は、ターゲットノードの NETRDI で NAB パラメータまたは NC パラ
メータの値を大きくします。

対処

RESPONSE 211

データベースに OPTIONS = LOCAL_UTILITIES が設定されているため、リモート
ユーティリティを実行できません。

説明

リモートデータベースの DBA に連絡します。対処

RESPONSE 212

ターゲットアーキテクチャに機能が実装されていません説明
ターゲットノード上で対象ユーティリティを実行します。対処

RESPONSE 215

アプリケーションプログラムが使用する Adabas インターフェイス（adalnkx、
adalnk、adalnknc）、または使用しているバージョンの Entire Net-Work が、Adabas

説明

ニュークリアスでサポートされていません。例えば、Adabas ニュークリアスのバー
ジョンが 6.1 のときに、バージョン 5.1 の Adabas インターフェイスは使用できませ
ん。32 ビット版と 64 ビット版の Adabas が混在している環境では、64 ビット対応
のニュークリアスは、32 ビット版の Adabas インターフェイスをサポートしませ
ん。32 ビット版のアプリケーションは、64 ビット版の 32 ビットモードの Adabas
インターフェイスを使用する必要があります。

注意: Entire Net-Work のバージョンと Adabas のバージョンの対応関係は、リリー
スノートに記載されています。
互換性がないバージョンの Entire Net-Work を使用している場合は、互換性がある
バージョンにアップグレードします。Windows の場合は環境変数 PATH、UNIX の

対処

場合は環境変数 LD_LIBRARY_PATH の定義が正しいかどうかを確認します。UNIX
環境で S ビットを使ってアプリケーションとリンクする場合は、$SAG =
/opt/softwareag を指定して、互換性のある Adabas インターフェイスをインストー
ルしておく必要があります。
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RESPONSE 224

Entire Net-Work で Adabas コマンドがタイムアウトになりました。説明
ノードまたはリモートデータベースを確認するか、データベース管理者に連絡しま
す。

対処

RESPONSE 230

X/Open XA 指定で定義したプロトコルに違反があります。これは、例えば、ユー
ザーが XA トランザクションに対して、ET コールを発行しようとしたときに発生し
ます。

説明

XA の指定に従います。対処

RESPONSE 241

指定したユーザー出口共有ライブラリまたはダイナミックロードライブラリをシス
テムにロードできないか、指定した機能がこの共有ライブラリやダイナミックロー

説明

ドライブラリに存在しません。機能が共有ライブラリやダイナミックロードライブ
ラリに存在しない場合、アディション 2 フィールドのバイト 1～2 にシステムのエ
ラー番号がバイナリ形式で示されます。それ以外の場合は、これらの 2 バイトには
0 が示されます。アディション 2 フィールドのバイト 3～4 には失敗した ADALNK
ユーザー出口番号がバイナリ形式で示されます。
ユーザー出口に対して正しい環境変数を使用していることを確認してください。対処

RESPONSE 242

ファイル間、またはファイルとフリースペーステーブルとの間で、割り当てが重複
しています。

説明

オプションなしで ADAVFY を実行し、ファイルのどの部分に影響があるか調べま
す。ADAVFY を出力し、サポートセンターに連絡してください。

対処

RESPONSE 243

ファイルに対して、無効な FCB エクステントが検出されました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

RESPONSE 245

UCB 内に保留のユーティリティエントリがあります。説明
RESET=UCB を使用して対象エントリを削除してから、RECOVER を実行します。
このとき、UCB エントリを含む対象ユーティリティが実行中でないことを確認して
ください。

対処
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RESPONSE 246

ユーティリティコミュニケーションブロック（UCB）がオーバーフローしました。説明
対象ユーティリティが実行されていない場合は、ADADBM の RESET 機能を実行し
て、ユーティリティコミュニケーションブロックから未使用エントリを削除します。

対処

RESPONSE 247

ユーティリティコミュニケーションブロック内に正しい ID が見つかりません。説明
ユーティリティはそのままでは再起動できません。ユーティリティのコミュニケー
ションブロックエントリを削除してから、ユーティリティを再起動します。

対処

RESPONSE 250

機能が実装されていません。説明
Adabas の次バージョンを使用してください。対処

RESPONSE 251

ユーティリティコールが無効です。バージョンが一致していません。説明
ユーティリティとデータベースニュークリアスが同じバージョンかどうかを確認し
ます。担当のサポートセンターにお問い合わせください。

対処

RESPONSE 252

サブルーチンコールが無効です（コーディングエラー）。このレスポンスは、
NET-WORK が正しくインストールされていない場合、Adaset Timeout による
NET-WORK のタイムアウト設定に対して返されることもあります。

説明

担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

RESPONSE 253

システムファイルがロードされていないか、矛盾を含んでいます。説明
ADAVFY を実行して、システムファイルをチェックします。対処

RESPONSE 255

Adabas ニュークリアスまたはオペレーティングシステムのリソースが十分でない
ため、Adabas コマンドを処理できません。アディション 2 フィールドの最初の 2
バイトの値には、2 バイトのバイナリ形式で原因が示されます。

説明

値 = 1
アタッチドバッファに利用可能なスペースがありません。LAB（アタッチドバッ
ファの長さ）を大きくしてください。

対処
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値 = 2
クライアント ID テーブルに利用可能なスペースがありません。NCL（クライ
アントスレッド数）パラメータを大きくしてください。

値 = 3
メッセージキューを生成できません。対応するオペレーティングシステムパラ
メータを増やしてください（詳細については『インストール』マニュアルを参
照してください）。

値 = 4～6
内部エラー：システム機能からの予期しないレスポンスコードです。担当のサ
ポートセンターにお問い合わせください。

値 = 7（ADALNKX のみ）
実行可能な ADAMPLNK をロードできません。このモジュールを利用可能にし
てください。

値 = 8
拡張アタッチドバッファに利用可能なスペースがありません。LABX（拡張ア
タッチドバッファの長さ）パラメータの値を大きくします。
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3 ユーティリティエラーメッセージ

このドキュメントでは、Adabas ユーティリティのエラーメッセージと警告について説明しま
す。どのメッセージにも、次のような共通の情報が表示されます。

%<ユーティリティ名>-<記号>-<メッセージ ID>, テキスト

記号は、次のいずれかになります。

説明重要度コード

情報用のメッセージ。ここでは、これらのメッセージについては説明しません。I

警告：このメッセージの通知内容には注意を払う必要があります。
通常、要求された機能はエラーなしで実行されます。

W

エラー。要求された機能は実行されないか、完全には実行されません。E

致命的なエラー。ユーティリティを続行することはできません。F

このドキュメントのメッセージは、メッセージ ID 順にソートされており、メッセージの説明、
エラー修正に望ましい対処が記述されています。

1-N element must be preceded by valid C element1NCE

1-N エレメントには、有効な C エレメントが必要です。C エレメントは、1-N エレ
メントによって処理される値の数を定義します。C エレメントは、途中で改行せず
に 1-N エレメントの前に定義します。

説明

同一行で 1-N エレメントの前に C エレメントを定義します。対処
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Too many parameters entered2MANYPARM

指定した機能に入力されたパラメータが多すぎます。説明
入力行を修正します。対処

Adabas - Adabas replication not allowed by licensingA2ALIC

Adabas - Adabas レプリケーションは、Adabas ライセンスファイルで許可されてい
る場合にのみ使用できます。

説明

ライセンスをアップグレードします。対処

Adabas - Adabas replication requires a replication exitA2AREX

Adabas-to-Adabas レプリケーションでは、（Adabas Event Replicator によって提
供される）レプリケーション出口が必要です。

説明

A2A レプリケーションを使用する場合は、ニュークリアスを再起動する前に、Adabas
Event Replicator をインストールします。特に、レプリケーション出口が必要です。

対処

A2A レプリケーションをすでに使用していて、今後は使用しない場合は、ADADBM
REMOVE_REPLICATION を実行します。

Adabas response code during insert or update of a replicationAARADARSP

レプリケーションメタデータファイルの更新中に、Adabas エラーが発生しました。説明
ニュークリアスログで、実際のレスポンスコードを確認します。対処

Replication target file already usedAARDUPLICATE

特定のデータベース ID とファイル番号の組み合わせが、レプリケーションターゲッ
トとして 2 回指定されていました。明らかにこれは機能しません。ただし、1 つの
ファイルを 2 つのターゲットにレプリケートすることは可能です。

説明

別のターゲットを選択します。対処

File number or Database ID out of rangeAARERDBFI

ターゲットファイルのファイル番号またはターゲットデータベースが範囲外（255
超）か、ソースファイル番号が存在しません。ターゲットデータベースとターゲッ
トファイルは存在していなくてもかまいません。

説明

有効なターゲット値を選択します。ソースファイルが存在することを確認します。対処
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Replication ID already existsAARIDEXIST

ADAOPR ADD_REPLICATION に、既存のレプリケーション ID が使用されまし
た。

説明

別のレプリケーション ID を選択します。省略した場合は、空いている次の ID が選
択されます。

処置

NOBT files cannot be replicatedAARNOBT

このレプリケーションはトランザクションの終了時にトリガされるので、NOBT
ファイルをレプリケートできません。

説明

Option not allowed for current replication statusAAROPTION

オプションは、ADAOPR CHANGE_REPLICATION に指定されたキーワードです。
不一致を回避するために、ステータスには特定のオプションのみが許可されていま
す。

説明

有効なキーワードは、ドキュメント化されています。
ADAOPR CHANGE_REPLICATION の表を参照してください。対処

If a referential integrity constraint is defined, the same option must be specified
also for the related file

AARRI

プライマリファイルのレプリケーションがアクティブでない場合、参照制約のカス
ケードアクションで、レプリケートされない変更が発生する可能性があります。

説明

すべての結合されたファイルを ADAOPR CHANGE_REPLICATION で指定します。対処

Topic AUTHZ or the item ACTION missing in ‘string’ACACTINVT

トピック AUTHZ または項目 ACTION がコンフィグレーションファイル adaauth.ini
で見つかりませんでした。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。

Invalid value for item ACTION in ‘string’ACACTINVV

コンフィグレーションファイル adaauth.ini 内の項目 ACTION の値が無効です。説明
システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。
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Records differ between address converter 'number' and data storage 'number'ACDDAT

アドレスコンバータと DS との間の整合性がとれていません。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処

Address Converter's extent overflowedACEXTOVL

ファイルのアドレスコンバータにフラグメントが多すぎます。説明
ファイルをアンロード／エクスポートして、より大きなエクステントを割り当て、
再度ロード／インポートします。

対処

Item AUDIT_FILE invalid or missing in ‘string’ACFADINVI

ファイル adaauth.ini 内の項目 AUDIT_FILE が無効か欠落しています。説明
システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。

Value of AUDIT_FILE too long in ‘string’ACFADINVV

コンフィグレーションファイル adaauth.ini 内の項目 AUDIT_FILE の値が無効です。説明
システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。

File AUDIT_FILE not found ‘string’ACFADNFND

コンフィグレーションファイル adaauth.ini 内の項目 AUDIT_FILE を介して割り当
てられたファイルが見つかりませんでした。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。

File AUDIT_FILE not readable ‘string’ACFADNRD

項目 AUDIT_FILE を介して割り当てられたファイルへのアクセス中にエラーが発生
しました。ファイルにアクセスできませんでした。考えられる原因は、ファイルの
アクセス権限にあると思われます。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

項目 AUDIT_FILE を介して割り当てられたファイルの内容を確認し、修正してくだ
さい。
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File adaauth.ini not found ‘string’ACFAUNFND

指定された場所でコンフィグレーションファイル adaauth.ini が見つかりませんでし
た。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。

File adaauth.ini not readable ‘string’ACFAUNRD

コンフィグレーションファイル adaauth.ini へのアクセス中にエラーが発生しまし
た。ファイルにアクセスできませんでした。考えられる原因は、ファイルのアクセ
ス権限にあると思われます。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。

Item FORMAT invalid or missing in ‘string’ACFMTINVI

項目 AUDIT_FILE を介して割り当てられた、コンフィグレーションファイル内の項
目 FORMAT の値が無効か欠落しています。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

ファイル adaaudit.ini 内の項目 AUDIT_FILE を介して割り当てられたファイルの内
容を確認して、修正してください。

Topic AUDIT or item FORMAT invalid or missing in ‘string’ACFMTINVT

項目 AUDIT_FILE を介して割り当てられたトピック AUDIT または項目 FORMAT
が、コンフィグレーションファイルで見つかりませんでした。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

ファイル adaaudit.ini 内の項目 AUDIT_FILE を介して割り当てられたファイルの内
容を確認して、修正してください。

Item RBAC_FILE invalid or missing in ‘string’ACFRBINVI

コンフィグレーションファイル adaauth.ini 内の項目 RBAC_FILE の値が無効か欠落
しています。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。
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Value of RBAC_FILE too long in ‘string’ACFRBINVV

コンフィグレーションファイル adaauth.ini 内の項目 RBAC_FILE の値が、有効な
ファイルパスではありません。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。

File RBAC_FILE not found ‘string’ACFRBNFND

コンフィグレーションファイル adaauth.ini 内の項目 RBAC_FILE ファイルを介して
割り当てられたファイルが見つかりませんでした。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。

File RBAC_FILE not readable ‘string’ACFRBNRD

項目 RBAC_FILE を介して割り当てられたファイルへのアクセス中にエラーが発生
しました。ファイルにアクセスできませんでした。考えられる原因は、ファイルの
アクセス権限にあると思われます。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

ファイル adaaudit.ini 内の項目 RBAC_FILE を介して割り当てられたファイルの内
容を確認し、修正してください。

Syntax error in file RBAC_FILE ‘string’ACFRBSYN

項目 RBAC_FILE を介して割り当てられたファイル内のセキュリティ定義処理中に
構文エラーが発生しました。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

ファイル adaaudit.ini 内の項目 RBAC_FILE を介して割り当てられたファイル内の
セキュリティ定義を確認し、修正してください。

An unexpected error has occurred: rc=’number’ in ‘string’ACINVERR

内部エラーが発生しました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処
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'name' is already loaded in file 'number'ACLEXST

RBAC システムファイルは、指定したファイル番号ですでにデータベースに存在し
ています。データベースは変更されませんでした。

説明

対処は必要ありません。対処

'name' loaded in file 'number'ACLLOAD

RBAC システムファイルは、指定したファイル番号で正常に読み込まれました。説明
対処は必要ありません。対処

File LOG_FILE cannot be closedACLOGCL

項目 LOG_FILE を介して割り当てられたファイルを閉じることができませんでし
た。

説明

この構成オプションは、ファイル adaaudit.ini 内の項目 AUDIT_FILE を介して割り
当てられたファイルに設定されています。
ファイル LOG_FILE の内容を確認して、修正してください。対処

Item LOG_FILE invalid or missing in ‘string’ACLOGINVI

項目 AUDIT_FILE を介して割り当てられた、コンフィグレーションファイル内の項
目 LOG_FILE の値が無効か欠落しています。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

ファイル adaaudit.ini 内の項目 AUDIT_FILE を介して割り当てられたファイルの内
容を確認して、修正してください。

Value of LOG_FILE too long in ‘string’ACLOGINVV

項目 LOG_FILE を介して割り当てられたファイルが見つかりませんでした。説明

この構成オプションは、ファイル adaaudit.ini 内の項目 AUDIT_FILE を介して割り
当てられたファイルに設定されています。
システム管理者に連絡してください。対処

ファイル adaaudit.ini 内の項目 AUDIT_FILE を介して割り当てられたファイルの内
容を確認して、修正してください。
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File LOG_FILE cannot be openedACLOGOP

項目 LOG_FILE を介して割り当てられたファイルを開けませんでした。ファイルに
アクセスできませんでした。考えられる原因は、ファイルのアクセス権限にあると
思われます。

説明

この構成オプションは、ファイル adaaudit.ini 内の項目 AUDIT_FILE を介して割り
当てられたファイルに設定されています。
システム管理者に連絡してください。対処

ファイル LOG_FILE の内容を確認して、修正してください。

The permissions of the LOG_FILE directory are insufficient.ACLOGPERM

LOG_FILE が存在するディレクトリの権限が不十分です。説明

Adabas ユーティリティを実行できるすべてのユーザーには、このディレクトリに
ある監査ログファイルへの読み込みおよび書き込み権限が必要です。
システム管理者に連絡してください。対処

ファイル LOG_FILE の内容を確認して、修正してください。

File LOG_FILE cannot be writtenACLOGW

項目 LOG_FILE を介して割り当てられたファイルを書き込めませんでした。考えら
れる原因は次のとおりです。

説明

■ストレージ／ディスクスペースが不足しています。
■ファイルにアクセスする権限がありません。

この構成オプションは、ファイル adaaudit.ini 内の項目 AUDIT_FILE を介して割り
当てられたファイルに設定されています。
システム管理者に連絡してください。対処

ファイル LOG_FILE の内容を確認して、修正してください。

Item MODE invalid or missing in ‘string’ACMODINVI

コンフィグレーションファイル adaauth.ini 内の項目 MODE の値が無効か欠落して
います。

説明

システム管理者に連絡してください。対処

コンフィグレーションファイル adaauth.ini の内容を確認して、修正してください。
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Address-converter 'number', ISN 'number' not in data RABN 'number'ACNISN

アドレスコンバータと DS との間の整合性がとれていません。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処

Security violation. Permission denied.ACNOPERM

ユーザーは、指定したオブジェクトに対して要求した処理の実行が許可されていま
せん。

説明

これは、次のいずれかの理由で発生する可能性があります。

■ユーザーが定義されていない
■必要なアクセス権限をユーザーが持っていない

システム管理者に連絡してください。対処

ファイル adaaudit.ini 内の項目 RBAC_FILE を介して割り当てられたファイルの内
容を確認し、修正してください。

AC conversion not permitted, highest DS RABN 'num', permitted 'num'ACNPE

3 バイトに格納できないブロック番号がすでに存在しているため、3 バイトのアドレ
スコンバータには変換できません。

説明

大きい RABN を持つ DATA コンテナを削除できるかどうか調べます。対処

No space for new address converter, need 'number' blocks ('number'KB)ACNSP

新規アドレスコンバータを構築するための ASSO スペースがなくなりました。メッ
セージには、AC_CONVERT 機能に必要なスペースの合計サイズが示されます。

説明

データベース内に ASSO の空きスペースがどれくらいあるのか計算し、不足してい
る容量を調べます。次に、ADADBM ADD_CONTAINER を使用して十分な空きス

対処

ペースがある ASSO コンテナを新しく追加するか、または ADADBM DEALLOCATE
を使用できるかどうかを確認します。または、EXTEND_CONTAINER パラメータ
を指定した ADADBM を使用して ASSO コンテナを拡張することができます。

Unable to get address converter RABN 'number'ACRABN

破損したアドレスコンバータまたは FCB の読み込みで物理的な問題が生じました。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処
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Item SEPARATOR invalid or missing in ‘string’ACSEPINVI

項目 SEPARATOR が無効か、string にありません説明
システム管理者に連絡してください。対処

ファイル adaaudit.ini 内の項目 AUDIT_FILE を介して割り当てられたファイルの内
容を確認し、修正してください。

* ASSO/DATA storage exhausted ('string')ADA_77

ニュークリアスレスポンスコード 77 を参照してください。説明
ニュークリアスレスポンスコード 77 を参照してください。対処

'text'ADAnnn

ニュークリアスレスポンスコード nnn を参照してください。対処

No shared-memory region availableADAASH

リソースの問題により、Adabas に必要な共有メモリを作成またはアタッチできま
せん。

説明

リソースに関連する UNIX カーネルパラメータを確認し、必要な場合はパラメータ
値を大きくします。次の項目に関してオペレーティングシステムのドキュメントを
確認します。

対処

■ shmget エラー ENOSPC
■ shmat エラー EMFILE

Cannot attach to shared-memory regionADAGSH

共有メモリ領域を割り当てることができません。この原因として、ターミナルサー
バーのユーザーが "グローバルオブジェクトの作成" ユーザー権限を持っていないな
ど、ユーザー権限の不足が考えられます。

説明

ユーザーに適切なユーザー権限を設定します。対処

ADAM key file not supported with cipheringADAMCI

ADAFDU の ADAM キーオプションと CIPHER オプションは同時に指定できませ
ん。

説明

ADAM か CIPHER のいずれか 1 つを選択します。対処

メッセージおよびコード48

ユーティリティエラーメッセージ



Invalid usage of the ADAM parameter, check semanticsADAMIV

指定した ADAM パラメータが ADAM キーに適合していません。説明
ADAM フィールド名のフォーマットをチェックし、ADAM パラメータの使用方法
に関する説明を参照してください。

対処

ADAM key 'name' not found in FDTADAMNF

ADAM_KEY パラメータで指定した ADAM キーが存在しません。説明
FDT の指定内容を確認します。対処

NU/NC option not permitted with ADAMADAMNU

ADAM キーに NU/NC オプションは指定できません。説明
FDT の指定内容を確認します。対処

ADAM parameter mismatch with ISN optionADAMPI

指定した ADAM パラメータは ADAM ISN オプションには使用できません。説明
ADAM_KEY または ADAM_PARAMETER を修正してください。対処

ADAM key must not be a MU field or within periodic groupADAMPM

ADAM キーは、マルチバリューフィールド、またはピリオディックグループ内の
フィールドには許可されていません。

説明

FDT の指定内容を確認します。対処

ADAM key must not be a sub/super/phonetic/hyper descriptorADAMSU

ADAM キーには、特殊ディスクリプタは指定できません。説明
ADAFDU の ADAM_KEY パラメータを確認します。対処

Unique descriptor option for ADAM key requiredADAMUQ

ADAM キーの FDT にユニークディスクリプタオプションが指定されていません。説明
FDT の指定内容を確認します。対処

Replication exit error: 'error'ADAREXE

Adabas Event Replicator などによって提供されたレプリケーション出口でエラーが
発生しました。‘error’ は、発生したエラーを説明します。

説明

レプリケーション出口を提供した製品のドキュメントを参照してください。対処
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Replication exit fatal: 'error'ADAREXF

Adabas Event Replicator などによって提供されたレプリケーション出口で致命的な
エラーが発生しました。‘error’ は、発生したエラーを説明します。

説明

レプリケーション出口を提供した製品のドキュメントを参照してください。対処

can't configure asynchronous IO driver 'string'ADCERR

非同期 I/O ドライバを構成するシステムコールが失敗しました。説明
errno 番号を手がかりにして、ドライバが正しくインストールされているかどうか
を確認します。

対処

Adding descriptor 'name' not possibleADDDE

NC オプションや NU オプションのないフィールドは、ファイルが空の場合にだけ、
DE オプションを指定してディスクリプタとして追加できます。

説明

DE オプションを指定せずにフィールドを追加し、その後 ADAINV を使ってフィー
ルドをインバートします。

対処

can't open asynchronous IO driver 'string'ADOERR

非同期 I/O ドライバに対するオープンシステムコールが失敗しました。説明
errno 番号を手がかりにして、ドライバが正しくインストールされているかどうか
を確認します。

対処

error during asynchronous IO driver requestADRERR

非同期 I/O の実行中にエラーが発生しました。後続の ERRNOM メッセージにエラー
に関する詳細な情報が表示されます。errno(5) の原因に注意してください。I/O エ

説明

ラーは、本来の I/O エラーに加えて、次のいずれかのエラーを意味している可能性
があります。

■必要とされるすべてのオペレーティングシステムのパッチが適用されていない
（『インストール』を参照）。

■ AIO_LISTIO_MAX などのシステムパラメータが正しく設定されていない（『イ
ンストール』を参照）。

AIO_LISTIO_MAX の値を大きくする代わりに、ADANUC パラメータ
BFIO_PARALLEL_LIMIT を設定することもできます（『ユーティリティ』を参
照）。
必要なオペレーティングシステムパッチが適用されていて、システムパラメータが
正しく設定されていることを確認します。パッチおよびシステムパラメータに問題
がない場合、ハードウェアを確認してください。

対処
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error during retrieval of completed asynchronous IOsADTERR

非同期 I/O ドライバからの読み込み中にエラーが発生しました。説明
ドライバが正しくインストールされているかどうかを確認します。正しくインストー
ルされている場合は、担当のサポートセンターに連絡してください。その際に、参
考情報としてエラー番号をお知らせください。

対処

request size 'number', returned size 'number'ADTSIZ

非同期 I/O ドライバへの書き込み中にエラーが発生しました。説明
ドライバが正しくインストールされているかどうかを確認します。正しくインストー
ルされている場合は、担当のサポートセンターに連絡してください。その際に、参
考情報として両方の数値をお知らせください。

対処

already exclusive opened for writeAEXCLWO

TEMP または SORT コンテナファイルは、すでに別のユーザーによって使用されて
います。

説明

別の TEMP または SORT コンテナファイルを作成するか、他のユーザーの処理が終
了するまで待ちます。

対処

Unexpected AIO error: 'rc', counts: 'comp', 'free', 'active', 'retry', 'err_cnt'AIOERR

非同期 IO エラーです。説明
担当のサポートセンターに出力を送付してください。対処

Space difference between allocation and creationALLCRE

コンテナファイルに事前に割り当てられているスペースのサイズが、ADAFRM ま
たは ADADBM で指定されたサイズと異なっています。

説明

割り当てサイズを修正するか、ADAFRM または ADADBM の SIZE パラメータを修
正します。

対処

Error during space allocation in disk section 'string'ALLERR

ディスクセクションへのスペースの割り当て中に問題が発生しました（スペースの
ボトルネックなど）。

説明

後続のエラーメッセージで問題の詳細を確認してください。対処
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Overflow on raw section 'string'ALLERROVFL

RAW ディスクセクションでオーバーフローが発生しました。このエラーは、ディ
スクセクションにまだ十分なフリースペースがある場合でも、発生する可能性があ

説明

ることに注意してください。これは、ディスクセクションの内容を記述するディレ
クトリ用に予約されているスペースが限られていることが理由です。ディスクセク
ションのエントリが多すぎるとエラーが発生します。
ディスクセクションからファイルシステムにデータを移動します。対処

file 'number' already loadedALLOAD

指定したファイルは、すでにデータベースに存在します。説明
ファイル番号を確認します。対処

Cannot allocate user defined ISN 'number'ALLOCISN

ファイルのアドレスコンバータを拡張してユーザー定義 ISN を格納するための空き
スペースが ASSO にありません。

説明

ASSO コンテナのサイズを大きくしてください。対処

asterisk requiredALLOPT

使用できるのはワイルドカードだけです。説明
アスタリスク（*）を使用します。対処

field already phonetizedALLPH

同じ親フィールドが、すでに他のフォネティックディスクリプタ内で使用されてい
ます。

説明

ファイル番号または親フィールド名を確認します。対処

descriptor already defined uniqueALLUQ

ユニークディスクリプタの設定対象は、すでにユニークとして定義されています。説明
ファイル番号またはフィールド名を確認します。対処

ADABAS already activeALRACT

このデータベースに対するニュークリアスはすでにアクティブです。説明
このデータベースに対する Adabas ニュークリアスが実際に存在するかどうか確認
します。UNIX のみ：Adabas ニュークリアスが存在しない場合は、showipc -k

対処

<dbid> を使って共有メモリリソースを削除し、ニュークリアスを再起動してくださ
い。
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file already lockedALRLOCK

指定したファイルは、すでにロックされています。説明
対処は必要ありません。対処

Option already setALRSET

指定したオプションは、ニュークリアスですでに設定されています。説明
対処は必要ありません。対処

ambiguous keywordAMBKEY

キーワードの省略形がユニークでありません。説明
キーワードをユニークにします。対処

AUTORESTART on database 'number' completed with errorsARERR

自動再スタート中に複数のエラーが発生しました。先行メッセージで詳細なエラー
情報を確認してください。エラーが発生しなかったファイルでは、ニュークリアス
は正常に実行されます。

説明

エラーを修正します。メッセージ ARIXER および ERRFIL も参照してください。対処

Invalid WORK P1 Block, BLSIZE not equal SUM_LEN of all recordsARIWR

自動再スタート時に整合性チェックが失敗しました。説明
WORK コンテナファイルをコピーし、そのコピーを担当のサポートセンターに送付
してください。

対処

Auto restart has disabled index on file 'number'ARIXER

自動再スタート中、このファイルのインデックスにエラーが発生しました。このファ
イルのインデックスは破損したため、ADAINV REINVERT を使用して再構築する
必要があります。

説明

ADAINV REINVERT を使用してインデックスを再構築します。対処

For auto restart, parameter 'name' must not be decreased - minimum required:
'value'

ARPARDEC

ニュークリアスのクラッシュ後に自動再スタートが必要な場合、ニュークリアスは
以前のセッションと同じリソースを必要とします。特に、ユーザー数（NU）とバッ

説明

ファプールのサイズ（LBP）を小さくしないようにする必要があります。自動再ス
タートが失敗しないように、ニュークリアスは自動再スタートを開始する前に、こ
れらのパラメータが小さくなっていないことを確認します。
次回ニュークリアスを開始する状況に応じて、パラメータ値を大きくします。対処
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Database 'number', AUTORESTART suppressedARSUPP

最終セッションが正常終了しませんでしたが、現在のセッションで使用される WORK
には自動再スタートに必要な情報が含まれていません。データベースに不整合が生
じている可能性があります。

説明

ADABCK および ADAREC を使用して、データベースを再スタート／再生成してく
ださい。

対処

given ASSO-Size too smallASSOTS

アソシエータに指定されたサイズが小さいため、FCB ブロックおよび FDT ブロッ
クを格納できません。

説明

アソシエータのサイズを大きくします。対処

Asynchronous IO error for id 'number'ASYERR

非同期 I/O が失敗しました。ユーティリティは異常終了します。説明
デバイスに問題がないかどうかチェックします。デバイスがオンラインになってい
ること、書き込み可能であることを確認します。複数の物理デバイスで論理ボリュー

対処

ムを構成している場合には、どのデバイスにもアクセス可能であることを確認しま
す。デバイスがアクセス可能かどうかをテストするときには、オペレーティングシ
ステムのコマンドを使用します。該当するエラーメッセージについては、システム
ログファイルを参照してください。

bad magic numberBADMAG

ファイル構造が不一致のため、シーケンシャルファイルにアクセスできません。ファ
イルがシーケンシャルな Adabas ファイルでないか、予期しないタイプのシーケン

説明

シャルファイルである可能性があります。また、ファイルの生成先となるプラット
フォームのタイプが合っていない可能性もあります。例えば、上位バイトから順に
処理するプラットフォームで、シーケンシャルな Adabas ファイルを生成した場合、
下位バイトから順に処理するプラットフォームでそのファイルを処理しようとして
も、ほとんどの場合、処理できません。この逆のパターンでも同様の現象が起きま
す。
関連付けられた環境変数の指定を確認します。対処

backup in progress which blocks nucleus, wait ...BCKBLKW

ADABCK DUMP 機能がアクティブな状態で、ニュークリアスをブロックしていま
す。ニュークリアスは、ADABCK が完了するまで待機する必要があります。

説明

DUMP 機能が完了するまで待機します。対処
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nucleus cannot start, multiple adabcks activeBCKMACT

ニュークリアスがオンライン中かオンライン開始処理中に許可される ADABCK
DUMP 機能は 1 つだけですが、現在複数の DUMP 機能がアクティブになっていま
す。

説明

すべての ADABCK DUMP 機能が完了するか、1 つのバックアップだけが稼動して
いる状態になるまで待機します。

対処

adabck not responding, hangup 'date'BCKNHUP

ADABCK DUMP 機能は 10 秒以内に応答しなかったため、ニュークリアスによって
無効にされました。その後、バックアップは制御を取得し、この状況を検出したの
で異常終了しました。

説明

ADABCK 処理を確認します。対処

Backup was created without option PARALLEL=MULTI_PROCESSBCKNOPARAL

オプション PARALLEL=MULTI_PROCESS を指定しないで作成されたバックアップ
からのリストア操作は、PARALELL=MULTI_PROCESS オプションを使用して実行
することはできません。

説明

PARALELL=MULTI_PROCESS オプションを指定せずに、リストア操作を実行しま
す。

対処

Backup created with option PARALLEL=MULTI_PROCESS cannot be processed.BCKPARAL

オプション PARALLEL=MULTI_PROCESS を指定して作成されたバックアップは、
異なるエンディアンモードのプラットフォームにはリストアできません。

説明

エンディアンモードが異なるプラットフォームにデータをリストアする場合は、オ
プション PARALELL=MULTI_PROCESS を指定せずにバックアップを作成します。

対処

Restore from backup file created on a different platform with a different Adabas
version is not supported

BCKRSTV

ADABCK は、異なるプラットフォーム上で作成されたバックアップファイルから
データベースをリストアできます。エンディアンモードに依存するすべてのデータ

説明

は、ターゲットのフォーマットに変換（スワップ）されます。ただし、より以前の
リリースで使用されていたデータ構造は同時に変換できません。
最新のバックアップを使用します。対処
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wait for adabck synchronisation ... 'date'BCKWAIS

ニュークリアス起動時に、ADABCK DUMP 機能がアクティブになっています。こ
れらの処理は相互に同期を取る必要があります。

説明

ニュークリアスを続行できない場合は、ps コマンドを使用して ADABCK 処理を確
認してください。ADABCK 処理が 10 秒以内に応答しない場合、バックアップの実
行が中止され、ニュークリアスが起動します。

対処

Database 'number' aborted, Response 'number' during Backout command, file
'number', orig rsp 'number'

BCRSP1

Adabas コマンドに対して、orig rsp として表示されたレスポンスコードとともエ
ラーが返されました。この結果、変更された内容を元に戻すため、コマンドを発行

説明

し、バックアウト処理を起動しましたが、Response に示されたエラーが発生したた
め、バックアウトできませんでした。データに不整合があるため、ニュークリアス
は続行できません。
データベースを再スタートします。これにより、データの不整合が解消されます。対処

beginning date/time not earlier than ending date/timeBEGNLEND

指定した終了日／時刻が、指定した開始日／時刻または現在の日／時刻よりも前に
なっています。

説明

開始と終了の値を修正します。対処

Blocking factor is not supported, check your tape deviceBFNOTS

ブロッキングファクタがサポートされていないため、Adabas は指定されたテープ
デバイスに書き込めません。

説明

テープデバイスのブロッキングファクタを変更します。可変にするか、または 1024
の倍数にします。

対処

invalid RABN range detected, file= 'number', type='string', from='number',
to='number'

BINVRR

指定されたファイルに対する FCB で、無効な RABN 範囲が検出されました。説明
現在の状態では、対象のファイルは使用できません。この状態を修復するには、ファ
イルをアンロード／エクスポート、削除し、ADAFDU で再定義して、再度ロード
／インポートします。

対処
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allocation failed with 'string'-RABNs 'number' - 'number'BKALFA

ファイルのリストア処理で、要求された文字列型の RABN 範囲を使用できません。説明
ADAREP の LAYOUT 機能を使用して、指定したブロックをチェックします。対処

Online backup already activeBKALRAC1

別の ADABCK DUMP 機能がアクティブになっています。一度に実行できるオンラ
インバックアップは 1 つだけです。

説明

実行中の ADABCK 処理を特定します。ADAOPR DIS=UCB で UCB をチェックし
て、ps コマンド（ps -ef）を実行します。UCB にエントリがなくても、ADABCK
処理がアクティブになる場合があることに注意してください。

対処

input file BCK00'number' is emptyBKBEMP

指定したバックアップファイルにデータがありません。説明
環境変数の設定と関連付けられたファイルを確認します。対処

RABN 'number' ignored, run ADAVFY's INDEX function for file 'number'BKBLIGN

ADABCK の実行中に、破損したインデックスブロックが見つかりました。このイ
ンデックスブロックはバックアップファイルにダンプされません。

説明

このブロックが処理に関連したブロックかどうかを確認するには、ADAVFY の
INDEX 機能を実行します。ADAVFY が正常終了し、バックアップファイルにも問

対処

題がなければ、ADABCK の RESTORE 機能を使用して対象ブロックを再フォーマッ
トできます。ADAVFY のエラーは、インデックスが破損していることを示します。
出力されたバックアップファイルは使用できないため、最初に ADAINV の
REINVERT 機能を使用して修復する必要があります。

invalid container size change 'container-file', expected rabn 'number'BKCSCH

データベース全体をリストアするには、コンテナサイズが小さすぎるか、ブロック
サイズが異なっています。指定されたコンテナファイルには、少なくとも、メッセー
ジに示されている数のブロックが必要です。

説明

ADAREP（データベース）および ADABCK（バックアップファイル）の SUMMARY
機能を確認し、内容を比較します。

対処

invalid block type 'string' for rabn 'number'BKINTY

LOGGING=IO が ON に切り換えられ、予期しないコンテナからの I/O がログに記
録されようとしています。このため、コマンドロギングが停止されました。

説明

これは予期しないエラーであるため、担当のサポートセンターに連絡してください。
ADAOPR の LOGGING 機能を使用すると、コマンドロギングを再度有効にできま
す。

対処
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invalid record detected, block (bck-block), rabn (rabn), session (session)BKIREC

バックアップコピーファイルの出力情報に構造エラーがあります。このバックアッ
プコピーファイルは、リストア用の入力ファイルとして使用できません。

説明

ADABCK の DUMP 機能を再度実行します。対処

error occurred in I/O block 'number', last successful rabn 'number' ('type')BKIREC2

このメッセージの追加情報が BKIREC メッセージに出力されます。説明

invalid sequence of backup copy filesBKISBCF

複数のバックアップテープでデータベースをリストアしたとき、テープが間違った
順序で挿入されました。

説明

正しい順序でテープを挿入します。対処

Dbid could not be changedBKNDNCH

ADABCK の RESTORE 機能を実行しているとき、ディスクセクションに不一致が
あったため、NEW_DBID 要求は実行されずに無視されました。

説明

現データベースのディスクセクションを確認し、ADADBM の NEW_DBID 機能を
使用します。

対処

function only permitted if restore databaseBKNNDB

データベース全体をリストアしている場合にのみ、指定した機能を実行できます。説明
選択したパラメータを確認します。対処

terminator of backup copy not foundBKNOTER

バックアップコピーが未完成です。直前のダンプが正常終了しませんでした。説明
このバックアップコピーは使用できません。他のコピーを利用してください。対処

Not permitted to continue, nucleus abnormally terminatedBKNPC

オンラインバックアップ中にニュークリアスが異常終了しました。これは、セッショ
ン終了時に ADABCK によって検出されます。

説明

Adabas ニュークリアスに対する自動再スタートを実行し、バックアップを再スター
トしてください。

対処
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restore database not permitted while nucleus runningBKNRDB

Adabas ニュークリアスがアクティブな間は、データベースをリストアできません。説明
ニュークリアスをシャットダウンしてから、リストア処理を再開します。対処

backup process terminated with an unexpected error <number>BKPRERR

並列バックアップは、関連付けられたサブプロセスのエラーのために失敗しました。
エラー番号は、この処理の出口ステータスに示されます。

説明

このメッセージとともに表示される後続のエラーメッセージを参照してください。対処

synchronisation with nucleus lost ('reason')BKSYNC

'reason' に示された原因により、オンラインバックアップ中に ADANUC と ADABCK
が非同期になりました。

説明

ADABCK を使用してオンラインバックアップを再スタートします。再度失敗する
場合は、サポートセンターにお問い合わせください。

対処

Wait for startup of nucleus ... 'date'BKWAIST

ニュークリアスは起動フェーズにあります（自動再スタートなど）。ADABCK は
ニュークリアスが起動された後に同期処理を実行するため、これを待機する必要が
あります。

説明

restore database NOT possible, files exist on a READONLY deviceBKWODB

1 つ以上のコンテナファイルが、書き込み不能の READONLY/WORM デバイスに
格納されています。

説明

block device path name not allowedBLKINT

RAW デバイスパス名を必要とするブロックデバイスパス名が使用されました。説明
RAW デバイスパス名を使用してください。対処

block number requiredBLKREQ

チェックポイント名は指定されていますが、対応するブロック番号が指定されてい
ません。

説明

チェックポイント名に該当するブロック番号を指定します。対処
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block size on output file too smallBLKTOSMALL

出力ファイルのブロックサイズが小さすぎます。説明
ブロックサイズの大きい出力デバイスを使用します。対処

'path' appears to be damaged at offset 'number'BLSCORR

'path' で識別されるシーケンシャルな Adabas ファイルで、指定されたオフセット
'number' のブロックに予期しないブロックサイズがあります。

説明

このファイルは破損しているため、使用できません。データセットの破損の原因を
特定できない場合は、サポートセンターにお問い合わせください。

対処

blocksize mismatch detected between ASSO and WORKBLSMAW

WORK のブロックサイズは ASSO の最大ブロックサイズよりも大きくなければな
りません。また、ASSO の第 1 エクステントのブロックサイズは 2 KB 以上にする必
要があります。

説明

ASSO または WORK のブロックサイズを変更します。対処

blocksize mismatch detected on dataset (extent)BLSMM

ADABCK によるリストア内で、データベースとバックアップファイルのブロック
サイズが一致しません。

説明

データベースとバックアップファイルの各ブロックサイズを確認します。対処

'number' blocks unused at WORM device endBLUNUSED

この警告メッセージには、WORM ディスクにコンテナを作成しているとき、指定
ブロックサイズのブロック単位で未使用スペースの容量が表示されます。

説明

これは情報メッセージであり、無駄なディスクスペースについて通知するものです。
無駄なスペースを利用するために、この機能を繰り返し実行することもできます。

対処

'string' RABN 'number' not found in GCB extent(s)BMISGX

表示された RABN はファイルに割り当て済みですが、GCB に含まれていません説明
ADAVFY を実行して、FCB をチェックします。対処

aborted by operatorBOPABO

セッションが明示的に異常終了されました（ADAOPR ABORT）。説明
対処は必要ありません。対処
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database is inconsistent, overlapping FCB extents detectedBOVRLAP

データベースに、重複した FCB エクステントがあります。説明
ADAVFY を実行して、FCB をチェックします。対処

ADABPM internal error 'number'/'number'BPMERR

内部エラーが発生しました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

Record length is 'number', max available size of block: 'number'BS2SMALL

IMPORT 実行中に、ユーザー定義デバイスのブロックサイズよりも小さいレコード
が見つかりました。

説明

DSRABN パラメータを指定して、大きなブロックサイズのデバイスを選択し、
IMPORT を再実行します。

対処

wrong block size specified for ADAM-file 'number'BSAD

ADAM ファイルに対して、元のブロックサイズよりも小さいブロックサイズを指定
しました。ブロックサイズは、DSRABN を指定することによって間接的に指定する
こともできます。

説明

入力行を修正してから、ADAORD を再実行します。対処

minimum block size of 'number' bytes required for ADAM-file 'number'BSADREQ

ADAM ファイルに対して、元のブロックサイズよりも小さいブロックサイズを指定
しました。

説明

入力行を修正してから、ADAORD を再実行します。対処

backup copy contains subset of files present in databaseBSUBS

ADABCK の RESTORE=* 機能を使用するときに表示される警告メッセージです。現
在のデータベースにダンプファイルよりも多くのファイルが存在するため、この機
能を使用すると、ファイルが消失することを示します。

説明

Database 'number' aborted, Response 'number' during BT, in fileBTRSP

BT の実行中に無効なレスポンスが検出されました。説明

VMS - BT の実行中に無効なレスポンスが検出されました。このエラーは、自動再ス
タートを実行すると繰り返し発生します。
データベースを再スタートします。これにより、データの不整合が解消されます。対処

VMS - データベースをリストアし、再生成します。ただし、不整合が残る場合もあ
ります。最初にエラーの発生源になったファイルに、VERIFY オプションの ADAINV
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を実行します。ダンプディレクトリと、できるだけ多くの PLOG を取得してから、
担当のサポートセンターに連絡してください。

Length of Record Buffer exceeds 64k. Cannot be used with acb interface.BUFEXC

ACB インターフェイスは、64 キロバイト未満のレコードバッファのみをサポート
します。

説明

Adabas コールに ACBX インターフェイスを使用するか、Adabas コールのレコード
バッファサイズを小さくします。

対処

can't open fileCANTOF

CSA ダンプファイルをオープンできません。説明
ファイル名が正しいことおよびファイルのアクセス権限を確認します。対処

only 'number' character(s) allowedCHARMAX

指定した文字列は長すぎます。説明
エラーメッセージに示された長さ以内の文字列を入力します。対処

at least 'number' character(s) requiredCHARMIN

指定した文字列は短すぎます。説明
エラーメッセージに示された長さ以上の文字列を入力します。対処

checkpoint name requiredCHKREQ

ブロック番号が指定されましたが、対応するチェックポイント名がありません。説明
ブロック番号に該当するチェックポイント名を指定します。対処

Invalid checkpoint dataCHPERR

チェックポイントファイルに無効なデータが含まれています。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

database 'number', command logging disabledCLOGDIS

コマンドログファイルのオープンまたは書き込み処理中にエラーが発生しました。
コマンドログ機能は無効になりました。ニュークリアスは通常どおり続行されます。

説明

NUCCLG の環境を確認します。ADAOPR FEOF=CLOG を使用すると、後でコマン
ドロギングを再度有効にできます。

対処
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Open error on CLOG fileCLOGER

ADAOPR FEOF または LOGGING 機能を使用して、新規コマンドログファイルを
オープンすることができませんでした。

説明

ニュークリアスログファイルを確認して、詳細なエラーメッセージを見つけてくだ
さい。

対処

Number of compressed records: 'number'CMPREC

このメッセージは、ADACMP を実行するたびに表示されます。いくつかのレコー
ドが圧縮された場合は、情報メッセージとして出力されます。レコードが圧縮され

説明

なかった場合は、警告メッセージとして表示されます。この警告は、入力ファイル
にまったくレコードがないときか、レコードの構造が FDT と異なるときに出力され
る可能性があります。
ADACMP の入力ファイル CMPIN と FDT をチェックします。対処

PLOG/WORK block 'block number' corrupted - database verification recommendedCONBLCOR

指定した PLOG/WORK ブロックが破損しています。説明
データベースの整合性を確認します。対処

Software configuration errorCONFIG

不適切な Adabas バージョンにホットフィックスを適用すると、予期しないエラー
が発生する可能性があります。このようなエラーを回避するために、Adabas は、

説明

ホットフィックスを適用する Adabas バージョン要件に、当該 Adabas バージョン
が含まれているかどうかをチェックします。含まれていない場合は、このエラーメッ
セージが返されます。
不適切な Adabas バージョンから、このホットフィックスを削除し、適切なバージョ
ンの Adabas に適用します。

対処

the container file to be removed is in useCONFILUSED

Adabas ファイルは、割り当てを解除する直前のコンテナファイル
（REMOVE_CONTAINER 機能）または直前のコンテナファイルの一部
（REDUCE_CONTAINER 機能）にある RABN を割り当てました。

説明

割り当てを解除する RABN は、すべてフリースペーステーブルに返す必要がありま
す。

対処

63メッセージおよびコード

ユーティリティエラーメッセージ



Failed to commit configuration changes to the DBnnn.INI fileCOMMINIERR

INI ファイルに変更を書き込むことができません。説明
後続のメッセージで詳細なエラー情報を確認してください。対処

format conversion errorCONVER

フィールドの標準フォーマットを、要求されたフォーマットに変換できません。説明
対処は必要ありません。対処

Checkpoint block (CPB) overflowCPBOVFL

チェックポイントブロックでオーバーフローが発生しました。ユーティリティ処理
が実行されましたが、この処理はデータベースのチェックポイントには反映されま
せん。

説明

ニュークリアスを起動して、チェックポイントブロックのエントリをチェックポイ
ントファイルに転送します。ADANUC オプション AUTORESTART_ONLY を使用
することができます。

対処

Checkpoint write failed with response 'number', session canceledCPFAIL

内部的なチェックポイント I/O（ユーティリティ処理中など）がレスポンスコード
を伴って失敗しました。ニュークリアスは ADAOPR CANCEL と同じ方法でシャッ
トダウンします。

説明

メッセージに表示されたレスポンスコードを分析し、必要な処理を行ってください。
その後、ニュークリアスを再スタートして失敗したチェックポイントをリカバリし
ます。

対処

descriptor contained in or derived from periodic groupCPLPE

ピリオディックグループに含まれているか、ピリオディックグループから派生した
ディスクリプタは、アンロードシーケンスの制御に使用できません。

説明

別のディスクリプタを使用するか、物理順または ISN 順のアンロードを実行しま
す。

対処

Checkpoint not written due to response 'number'CPNWRT

レスポンスコード 'number' により、ユーティリティチェックポイントを書き込めま
せんでした。

説明

レスポンスコードの説明を参照してその対処を実行してください。これは警告であ
り、ユーティリティは続行されます。

対処
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Number of CPUs restricted by licensing, CPUs online 'number', CPUs licensed
'number'

CPULIC

ライセンスで許可された数よりも多くの CPU を持つマシンで、Adabas を実行する
ことはできません。

説明

CPU の数が少ないマシンで Adabas を実行するか、ライセンスをアップグレードし
てください。

対処

Copy (move) error during 'string' call on file 'string'CPYERR

コピー（移動）処理中に実行したシステムコールが異常終了しました。説明
続いて出力される 'errno' メッセージを参照します。対処

Database size (DATA) 'number' exceeds size 'number' allowed by licenseCRDBLIC

データベースサイズはライセンスによって制限されているため、ライセンスでの指
定より大きいデータベースを使用したり、作成したりすることはできません。

説明

ご使用のライセンスを調べて、現在許容されているデータベースサイズを確認し、
ライセンスでの指定より小さいデータベースを作成するか、ライセンスをアップグ
レードしてください。

対処

dataset 'string', file 'string' could not be createdCREERR

要求されたデータセットを生成できませんでした。続いて出力されるエラーメッセー
ジに原因が示されています。

説明

後続のエラーメッセージを参照します。対処

CSA dump file 'string' could not be 'operation', errno ('number'): 'error text'CSAERR

オペレーティングシステムエラーにより、CSA ダンプファイルの作成および書き込
みは実行できません。問題の詳細については、'errno' および 'error text' を参照して
ください。

説明

container size mismatch between GCB and raw sectionCSZMM

データベース（GCB）内のコンテナファイルのサイズと RAW セクション内のサイ
ズが一致しません。

説明

コンテナファイルの参照に使用する環境変数の設定が正しいかどうかを確認します。
ADADEV の LAYOUT 機能と ADAREP の SUMMARY 機能を使用して、コンテナ
ファイルサイズに指定された値を比較します。

対処

65メッセージおよびコード

ユーティリティエラーメッセージ



container size mismatch at 'container name', expected size 'number'CSZMMF

ファイルシステムのコンテナファイルに、データベース（GCB）に登録されている
サイズより小さいサイズが設定されています。

説明

コンテナファイルの参照に使用する環境変数の設定が正しいかどうかを確認します。
ファイルサイズと ADAREP の SUMMARY 機能で示されたサイズを比較します。

対処

Size of CONTAINER file too largeCTOOBIG

Adabas コンテナファイルの最大サイズを超えました。説明
ファイルサイズを小さくします。対処

database 'number' at unexpected structure level ('number')CVDBS

現在のデータベースは、バージョン 6.1、バージョン 6.2、またはバージョン 6.3 の
データベースではありません。

説明

なし：ADACVT は、サポートされていないデータベースバージョンの変換には使
用できません。

対処

only conversion to version 'vers' permittedCVINVCV

宛先バージョンへの変換は許されません。サポートされる変換についての情報は、
CONVERT パラメータを参照してください。

説明

有効なキーワードの 1 つを使用します。対処

Conversion not permitted. FDT too long in file 'fnr'.CVTFDTTL

FDT のサイズが、変換のターゲットバージョンで許可されている最大 FDT サイズ
よりも大きくなっています。具体的には、Adabas バージョン 6.1 までの最大値で

説明

あった 926 フィールドよりも多くのフィールドが定義されているので、FDT が大き
すぎる可能性があります。
FDT が大きすぎるすべてのファイルを削除してください。対処

Structure level decreased. AUTOSTART option disabledCVTINI

ADACVT が以前の Adabas バージョンに変換されると、AUTOSTART は無効にな
ります。

説明

変換先 Adabas バージョンを使用して、AUTOSTART 用にデータベースを登録しま
す。

対処

メッセージおよびコード66

ユーティリティエラーメッセージ



Conversion not permitted. Not supported field definition in file 'fnr'.CVTOPTNO

新しい機能が使用されているので、古いバージョンへの ADACVT 変換は許可され
ません。

説明

新しい Adabas の機能を使用しているすべてのファイルを削除してください。対処

Conversion not permitted. Referential integrity in file 'fnr'.CVTREFNO

そのバージョンでは参照整合性がサポートされていないので、古いバージョンへの
ADACVT 変換は許可されません。

説明

すべての参照整合性制約を削除してください。対処

double allocation errorDALERR

ファイル間、またはファイルとフリースペーステーブルとの間で、割り当てが重複
しています。

説明

オプションなしで ADAVFY を実行し、ファイルのどの部分に影響があるか調べま
す。ADAVFY を出力して、サポートセンターに連絡してください。

対処

DATA could not be created due to Address Converter overflowDATAOVL

DATA の最大ブロック数は 16777215 です。説明
パラメータ DATASIZE の値を修正します。対処

Data RABN 'number' empty.DATEMP

DS RABN にデータがロードされていません。説明
ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わせ
ください。

対処

Data RABN's first free byte pointer is invalid, RABN 'number'DATFPP

DS RABN は破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートし、圧縮解除します。その後、圧
縮してから、再度ロード／インポートします（RABN の一部のデータは失われま
す）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。
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ISN 'number' not between LOWISN and FFISN , rp='hex-number' in data RABN
'number'

DATIOR

DS と FCB との間に不整合が発生しています。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処

File 'number' has no dataDATNOD

ファイルの DS にデータがロードされません。説明
ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わせ
ください。

対処

Unable to get data RABN 'number'DATUGR

RABN 'number' が DS に存在しない場合、FCB が破損しています。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処

ISN 'number' points to wrong data RABN 'number', expected 'number'DATWRB

DS と FCB との間に不整合が発生しています。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処

Database 'number' abortedDBABORT

ニュークリアスが異常終了して、ダンプが自動的に生成されます。異常終了の原因
に関する情報は、*.LOG ファイルに示されます。

説明

異常終了の原因を確認し、必要な場合はサポートセンターに連絡してください。対処

DB not available or assignment of ASSO1 is not correct!DBERR

メッセージに表示された理由のために、指定されたデータベースにアクセスできま
せん。

説明

入力行または割り当てを修正してください。対処

File 'number', 'string' ,errors = 'number'DBERRS

ADAVFY のサマリメッセージです。表示されたファイルにエラーが含まれていま
す。

説明

表示されたエラーメッセージを確認して、その内容に応じて対処します。対処
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DBID missingDBIDMIS

必須の DBID パラメータを設定しないで機能を実行しました。説明
DBID パラメータを設定します。対処

DBID mismatch: present 'number'DBIDMM

DBID パラメータと、割り当てられた ASSO データセットのデータベース ID とが一
致しません。

説明

正しいデータベース ID を入力するか、ユーティリティを終了してから正しいデー
タセットを割り当てます。

対処

Database no longer active for this sessionDBNOACT

ニュークリアスセッションは、現時点でアクティブではありません。説明
新セッションにアクセスするには、DBID パラメータを再入力します。対処

Database no longer active for this sessionDBNOACT

ニュークリアスセッションは、現時点でアクティブではありません。説明
新セッションにアクセスするには、DBID パラメータを再入力します。対処

Enlarging the database has failed, because the licensed database size would have
been exceeded

DBSIZEXC

次のいずれかが発生しました。説明

■ライセンスファイルを使用していません。ライセンスファイルなしで Adabas を
使用する場合は、いくつかの制限事項があります（特にデータベースのサイズが
制限されます）。

■ライセンスファイルの有効期限が切れている場合、Adabas はライセンスファイ
ルなしで使用している場合と同様の動作になります。

■データベースサイズに制限があるライセンスファイルを使用しています。

適切なライセンスファイルを使用します。DBA Workbench を介してライセンスファ
イルをアクティブ化できます。

対処

Structure level mismatch on databaseDBSLMM

データベースコンテナまたは Adabas シーケンシャルファイル（ADABCK によって
作成されたバックアップファイルなど）が異なる Adabas バージョンに属していま

説明

す。下位バージョンの Adabas で作成した Adabas シーケンシャルファイルは、通
常、上位バージョンの Adabas で処理できますが、その逆は行えません。
適切な Adabas バージョンを使用して、データベースコンテナまたは Adabas シー
ケンシャルファイルを処理します。新しいバージョンの Adabas で、Adabas シーケ

対処

ンシャルファイルに格納されているデータを古いバージョンのデータベースにロー
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ドする必要がある場合は、まず新しいバージョンのデータベースにデータをロード
し、ADACVT でデータベースを下位バージョンに変換して、下位バージョンに属
する Adabas シーケンシャルファイルを作成します。ただし、これは下位バージョ
ンでは使用できないような上位バージョンの機能が使用されていない場合にのみ可
能です。

READONLY option not allowed if auto restart is pendingDBSTRAR

データベース開始のオプションが OPTIONS=READONLY になっていますが、この
データベースは以前のセッションでは更新処理に使用されていました。以前のセッ
ションは正常に終了しませんでした。

説明

OPTIONS=AUTORESTART_ONLY を指定して、ニュークリアスを起動します。
ニュークリアスの処理が終了した後、OPTIONS=READONLY を指定して起動しま
す。

対処

Start DB with XA option because previous session has used XADBSTRXA

データベース開始のオプションが OPTIONS=READONLY になっていますが、以前
のセッションでは OPTIONS=XA が使用されていました。まだオープンされたまま
のグローバルトランザクションがあります。

説明

OPTIONS=XA を指定してニュークリアスを開始し、グローバルトランザクション
を全部終了させてから、ニュークリアスをシャットダウンします。シャットダウン
が完了したら、OPTIONS=READONLY を指定して開始します。

対処

READONLY option not allowed if global transactions are pendingDBSTRXAR

データベース開始のオプションが OPTIONS=READONLY になっていますが、以前
のセッションでは OPTIONS=XA が使用されていました。まだ保留状態のグローバ
ルトランザクションがあります。

説明

OPTIONS=XA を指定してニュークリアスを開始し、グローバルトランザクション
を全部終了させてから、ニュークリアスをシャットダウンします。シャットダウン
が完了したら、OPTIONS=READONLY を指定して開始します。

対処

Database or update utility activeDBUUACT

ニュークリアスまたは更新ユーティリティによって Adabas コンテナが使用されて
いるとき、その Adabas コンテナをユーザーがコピーまたは移動しようとしました。

説明

PE/MU count convertedDCUCCB

PE/MU のカウントバイトが、新しい長さまたは新しいフォーマットに変換されまし
た。これは、ADADCU 出力ファイル DCUFDT に書き込まれた FDT が、標準の
PE/MU 非圧縮出力を表していないことを示します。

説明

DCUFDT/DCUOUT ファイルを編集します。対処
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Format/Edit-mask conversion doneDCUFCV

フィールドに対して、フォーマット／編集マスク変換が行われました。説明
対処は必要ありません。対処

Count and actual number of occurrences may differDCUICB

出力ファイルにカウントバイトが書き込まれましたが、PE/MU グループのエレメン
トの一部が書き込まれませんでした。

説明

DCUFDT/DCUOUT ファイルを編集します。対処

Literal inserted, unknown field nameDCULIT

指定したフォーマットバッファにリテラルが挿入されましたが、これに対するフィー
ルド名が設定されていません。

説明

DCUFDT ファイルを編集します。対処

Missing PE/MU count in format bufferDCUMCB

DCUOUT ファイルにカウントバイトが書き込まれていません。このフィールドは、
DCUFDT の中で PE/MU グループとして表され、これがないとレコード構造が FDT
と一致しません。

説明

DCUFDT/DCUOUT ファイルを編集します。対処

Field name already in useDCUMFN

同一のフィールド名がフォーマットバッファで複数回指定されました。フィールド
名はユニークでなければなりません。これは、新しいフィールド名を設定する必要
があることを意味します。

説明

DCUFDT ファイルを編集します。対処

number of decompressed records : 'number'DCUREC

このメッセージは、ADADCU を実行するたびに発行されます。いくつかのレコー
ドが圧縮解除された場合は、情報メッセージとして出力されます。レコードが圧縮

説明

解除されなかった場合は、警告メッセージとして表示されます。この警告は、入力
ファイル DCUDTA にレコードがないとき、またはレコードの構造が正しくないと
きに出力される可能性があります。
入力ファイル DCUDTA をチェックします。対処
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deallocation only permitted from start/end of an extentDEALLSE

RABN は、エクステントの最初または最後からしか割り当て解除できません。途中
から割り当て解除すると、データベースのフラグメント化を引き起こします。

説明

RABN パラメータおよび SIZE パラメータに正しい値を指定します。対処

no deallocation possible, extent is in useDEALLUS

割り当てを解除するエクステントはすべて使用されています。未使用のスペースは
ありません。

説明

Errors found for 'numbers' descriptorsDEERRCNT

ADAINV の VERIFY 機能によって、インデックスとデータストレージの間に矛盾が
検出されました。

説明

ADAVFY の REINVERT 機能を使用してインデックスを修復してください。対処

descriptor name already in useDEIU

同じディスクリプタ名がすでに指定されています。説明
入力行を修正します。対処

system file cannot be deletedDELSYS

1 つ以上の Adabas システムファイルを削除しようとしました。説明
レプリケーションシステムファイルを削除する場合は、ADADBM
REMOVE_REPLICATION 機能を使用します。他のシステムファイルは、Adabas
ニュークリアスで必要とされるので削除できません。

対処

descriptor based on multiple value fieldDEMU

マルチプルバリューフィールドに基づくディスクリプタは、ファイルからデータレ
コードをエクスポートする際の順序の制御には使用できません。

説明

フィールド名が正しいかどうか確認します。対処

descriptor based on field defined with SQL null-value representationDENC

SQL の 空値表現（NC）で定義されたフィールドに基づくディスクリプタは、ファ
イルからデータレコードをエクスポートする際の順序の制御には使用できません。
これを実行すると、データレコードが失われます。

説明

フィールド名が正しいかどうか確認します。対処
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descriptor 'string' not defined for file 'number'DENOTDEF

表示されたディスクリプタは、ADAMUP の ADD 機能に対してシーケンシャル入
力ファイル上で定義されていますが、更新対象のデータベースファイル上には存在
しません。

説明

入力ファイルの割り当てと更新するデータベースファイルを確認します。ADAMUP
の DE_MATCH=SUBSET を使用すれば、処理を続行できます。

対処

descriptor is not defined uniqueDENOTUQ

ディスクリプタにユニークステータスが定義されていません。説明
ファイル番号またはフィールド名が正しいかどうか確認します。対処

descriptor based on field defined with null value suppressionDENU

空値省略（NU）で定義されたフィールドに基づくディスクリプタは、ファイルか
らデータレコードをエクスポートする際の順序の制御には使用できません。これを
実行すると、データレコードが失われます。

説明

フィールド名が正しいかどうか確認します。対処

file(s) in use, 'text' function currently not availableDESNO

ADAFIN 使用している場合は、対象ファイルがアクティブなため、指定した機能を
使用できません（別のユーザーによってオープンされているなど）。

説明

ADAOPR を使用してユーザーキューを表示し、ファイルの使用状況を確認します。対処

Database 'number', PLOG device fullDEVFULL

現在の PLOG ファイルが存在するファイルシステムに空きスペースがありません。
ニュークリアスは異常終了しました。

説明

ファイルシステムに使用可能な空きスペースを作成するか、空きスペースが十分に
ある別のファイルシステムに PLOG を割り当てます。ニュークリアスを再起動しま
す。

対処

device not availableDEVNOTAVL

存在しないデバイスが指定されました。説明
入力行を修正してから、ADAORD を再実行します。対処
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DCUFDT output file must be edited for further useDFW

Adabas ユーティリティの入力ファイルとして使用できるように、ADADCU で生成
された FDT ファイルを修正する必要があります。

説明

FDT ファイルをチェックして、必要な修正を行います。対処

dump online block detectedDMPONL

Adabas バックアップコピーの処理中、1 つのパスでアンロードを実行できるように
NOONLINE スイッチが使用されました。ただし、これが可能なのは、アンロード
するファイルにオンラインデータストレージブロックがない場合だけです。

説明

NOONLINE スイッチを設定せずに ADAULD を再実行します。対処

dump start address 'hex-number' in protected areaDMPPRO

無効な CSA ダンプアドレスが指定されました。説明
エリアパラメータ値を修正します。対処

parameter DATAPFAC for ADAM-file 'number' not allowedDPFACAD

ADAM ファイルに対して、DATA パディングファクタを修正することはできませ
ん。

説明

DATA パディングファクタを修正せずに ADAORD を再実行します。対処

Referential constraint 'refname' could not be droppedDROPFAIL

参照制約 refname が存在しません。説明
参照制約の正しい名前を指定します。対処

dataset 'string' emptyDSETEMP

割り当てられたデータセットにデータがありません。説明
正しいデータセットを割り当てます。対処

Data Storage's extent overflowedDSEXTOVL

対象ファイルのデータストレージにはフラグメントが多すぎます。説明
このファイルをエクスポートし、その後再インポートします。このとき、
KEEP_LAYOUT オプションは指定しません。または、このファイルをアンロードし

対処

て削除します。エクステントを大きくしてファイルを再定義し、アンロードしたファ
イルを一括追加します。
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dataset 'string', record 'number', offset 'number'DSRECOFF

データセット'string'、レコード 'number'、オフセット'number'にエラーが検出され
ました。エラーの種類は、後続のエラーメッセージに示されています。

説明

入力行を修正します。対処

wrong DSSIZE specified for ADAM-file 'number'DSSIZEAD

ADAM ファイルの DATA ブロックサイズを小さくすることはできません。説明
DSSIZE パラメータを修正し、ADAORD を再実行します。対処

allocation error DSSTDSSTALL

DSST ブロックを格納するのに必要な ASSO スペースがないか、DSST エクステント
の最大数（15）がすでに割り当てられています。

説明

ADAFRM の実行中、または NOCONTIGUOUS_DSST スイッチがセットされた状
態で ADADBM の ADD_CONTAINER 機能を実行しているときにエラーが発生し

対処

た場合は、DSST エクステントが最大数を超えているかどうか確認します。この場
合、ADAFRM でブロックサイズを変更して DATA エクステント数を減らすか、
ADADBM で現在のブロックサイズと直前の DATA エクステントのブロックサイズ
が一致していることを確認します。CONTIGUOUS_DSST スイッチがセットされた
状態で ADADBM の ADD_CONTAINER 機能を実行しているときにエラーが発生
した場合は、サイズの大きい ASSO を使用すか、DATA エクステントサイズを小さ
くする、または DSST 割り当てが連続するように隣接するスペースを解放します。

DST not allowed if NEWLINE_SEPARATOR keyword specifiedDSTNLS

DST パラメータは RECORDS_STRUCTURE = NEWLINE_SEPARATOR パラメータ
と互換性がありません。

説明

DST パラメータを使用する代わりに、FIELDS パラメータを使用して、夏時間イン
ジケータを明示的に指定します。

対処

duplicate ISN 'number' detected in DATA - please run ADAVFYDUPISN

DATA で複数の ISN 'number'が検出されました。説明
検証ユーティリティ ADAVFY を実行して、サポートセンターに連絡してください。対処

Loading Configuration of Adabas Analytics failedEALCFGERR

Adabas Analytics は、回復不能なエラーを検出し、Adabas ニュークリアスプロセ
スの終了を開始しました。

説明

ealconfig コンフィグレーションツールを再起動します。対処
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Thread {id} lost the connection to the Analytics Server. Configured Action: ABORTEALCONNABORT

ワーカースレッド番号 id が Adabas Analytics サーバーへの接続を失いました。こ
れは、（ON_ERROR）でニュークリアスを中断するように設定されています。

説明

Adabas Analytics サーバーを起動し、データベースを再起動するか、このデータ
ベースのコンフィグレーションを変更します。

対処

Thread {id} lost the connection to the Analytics ServerEALCONNLOST

ワーカースレッド番号 id が Adabas Analytics サーバーへの接続を失いました。こ
れは、（ON_ERROR）でこのエラーを無視するように設定されています。

説明

Adabas Analytics サーバーを再起動します。対処

Creation of Adabas Analytics NUCELG file failedEALELGERR

NUCELG ファイルは起動時に作成できます。説明
ファイルを作成できるかどうか、または NUCELG ファイルの場所が有効かどうか
確認します。

対処

Problem sending Adabas Analytics event, returned code {error}EALEVENT

Adabas Analytics は、予期しない状況を検出し、ニュークリアスログファイルに警
告メッセージを生成しました。エラーコードが返されます。

説明

担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

Problem calling Adabas Analytics filter, returned code {error}EALFILTER

Adabas Analytics は、イベントのフィルタリングで予期しない状況を検出し、ニュー
クリアスログファイルに警告メッセージを生成しました。エラーコードが返されま
す。

説明

担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

Initialization of the Adabas Analytics failed, returned code {error}EALINIERR

Adabas Analytics は、初期化中に回復不能なエラーを検出し、Adabas ニュークリ
アスプロセスの終了を開始しました。エラーコードが返されます。

説明

担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処
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Invalid event type area found in line ‘number’EALINVEVTAREA

イベントタイプファイルの number 行に定義されているイベントタイプで、イベン
トタイプエリアが無効です。

説明

イベントタイプ定義のスペルを確認します。対処

Invalid event type fieldlist found in line ‘number’EALINVEVTFIELD

イベントタイプファイルの number 行に定義されているイベントタイプで、イベン
トタイプフィールドの 1 つが無効です。

説明

イベントタイプ定義のスペルを確認します。対処

Invalid event type name found in line ‘number’EALINVEVTNAME

イベントタイプファイルの number 行に定義されているイベントタイプで、イベン
トタイプフィールド名が無効です。

説明

イベントタイプ定義のスペルを確認します。対処

Adabas Analytics file operation failedEALIOERR

イベントを NUCELG ファイルに格納できませんでした。ファイル書き込み処理エ
ラーが発生しました。

説明

権限、およびファイルが書き込み可能かどうか確認します。対処

Max retry count = {number} reached, disable Adabas AnalyticsEALMAXRETRY

Adabas Analytics サーバーに到達できず、number に設定されている再接続再試行
回数（パラメータ MAX_RETRIES）に達しました。

説明

Adabas Analytics サーバーを起動し、Adabas を再起動します。対処

Thread {id} failed to create socket to Analytics ServerEALSOCKFAIL

Adabas の起動中に、ワーカースレッド id が Analytics サーバーへのソケット接続
を作成できませんでした。設定されている ON_ERROR アクションに応じて、ニュー
クリアスは終了または再接続を試行します。

説明

Analytics サーバーを起動します。対処

Empty field count of zero, RABN 'number', rp='hex-number'EFCERR

DS RABN の内部レコード構造が破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

1. ファイルを物理順にアンロード／エクスポートし、圧縮解除します。その後、圧
縮してから、再度ロード／インポートします（これにより一部のデータは失われ
ます）。
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2. ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

elementary field requiredELEM

必要なエレメンタリフィールドが指定されていません。説明
入力行を修正します。対処

element not permittedELNP

このタイプのエレメントはこのコンテキストでは使用できません。説明
入力行を修正します。対処

keyword ENABLED for parameter LOGGING has become obsoleteENAOBS

LOGGING パラメータに許可されたキーワードが変更されました。Adabas によっ
て、パラメータが OFF に設定されます。これにより、ENABLED が指定されたとき
にユーザーが予期する処理が実行されます。

説明

この警告を回避するために入力スクリプトを変更します。対処

deletion errorERASERR

リオーダフェーズでファイルを削除中にエラーが発生しました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

Descriptor value too largeERR1

ディスクリプタは TR オプションなしで定義されていますが、サポートされる最大
ディスクリプタ値のサイズより大きなディスクリプタ値を定義しようとしました。

説明

TR オプションを指定してディスクリプタを再定義するか、ディスクリプタ値を変更
します。

対処

invalid content for specified formatERR2

入力ファイルに、指定フォーマットに無効なデータが含まれています。説明
入力ファイルを修正するか、FDT を確認します。対処
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input record too shortERR3

入力レコードは、定義された FDT に対して短すぎます。説明
FDT または入力ファイルを修正します。対処

PE-count invalidERR4

ADACMP の場合：ユーザー指定 PE カウント（入力レコードで指定）が無効です。
ADADCU の場合：PE カウントが大きすぎます。

説明

ADACMP の場合：入力ファイルを修正します。
ADADCU の場合：ADADCU パラメータ MUPE_C_L. 設定の値を大きくします。

対処

MU-count invalidERR5

ADACMP の場合：ユーザー指定 MU カウント（入力レコードで指定）が無効で
す。
ADADCU の場合：MU カウントが大きすぎます。

説明

ADACMP の場合：入力ファイルを修正します。
ADADCU の場合：ADADCU パラメータ MUPE_C_L. 設定の値を大きくします。

対処

invalid ISNERR6

ユーザー指定 ISN が無効です。説明
入力ファイルを修正します。対処

internal buffer overflowERR8

内部バッファに予期しないオーバーフローが発生しました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

record larger than RABN sizeERR9

圧縮レコードが、指定したファイルの DATA ブロックサイズを超えています。説明
ブロックサイズを大きくして DATA エクステントを割り当てます。対処

conversion/truncation error - source length 'number', destinationERR10

フィールドが切り捨てられたため、このレコードは DCUOUT ファイルから削除さ
れました。

説明

フォーマットバッファを使用している場合は、このフィールドの長さパラメータを
指定します。標準 FDT を使用している場合は、ADADBM を使用して標準長を変更
し、対象ファイルをアンロードします。

対処
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Resulting record too largeERR11

ADADCU によって作成された非圧縮レコードが、ADADCU パラメータ
MAX_DECOMPRESSED_SIZE よりも大きくなっています。レコードサイズが大き
い理由として次の可能性があります。

説明

■ MU または PE カウントが大きいマルチプルフィールドまたはピリオディックグ
ループ。

■ LOB 値

MAX_DECOMPRESSED_SIZE の値を増やします。対処

compressed record's structure in errorERR13

DATA ファイルのレコードに構造エラーがあります。説明
ADAVFY の RECORD オプションを実行し、その出力情報とアンロードしたファイ
ル、およびファイルのエクスポートコピーをサポートセンターに送付してください。

対処

empty NC field detected and S-element missing in FBERR14

ADADCU で圧縮解除される NC オプションフィールドが空値です。これは、S エ
レメントのないフィールドには使用できません。このエラーは、ADAFDU の
NULL_VALUE オプションを使用していない場合に発生することがあります。

説明

ADADCU の FIELD オプションを使用し、すべての NC オプションフィールドに S
エレメントを指定します（例：AAS,AA,BBS,BB, ...）。または ADADCU の
NULL_VALUE オプションを使用します。

対処

unique conflict with ISN 'number'ERR20

複数のレコードで同じディスクリプタ値が見つかりました。説明
競合する ISN をチェックします。対処

ISN outside file's boundariesERR30

入力データに指定された ISN が、ファイルに有効な上限（MAXISN）を超えていま
す。

説明

別の ISN を使用するか、ファイルのアドレスコンバータを拡張します。対処

ISN not in useERR31

削除対象の ISN は、ファイルのアドレスコンバータでは使用されていません。説明
指定した ISN をチェックします。対処
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Asynchronuos 'action' operation on dataset 'dsname', RABN 'rabn' returned error
'err'

ERRASYNC

非同期 I/O 処理中にエラーが発生しました。action は、I/O 処理のタイプです。
read または write のいずれかです。dsname と rabn は、エラーが発生したコンテナ

説明

と RABN を識別します。err には、（オペレーティングシステムによって返され
た）エラー番号とエラーの文章記述が含まれます。
エラータイプに応じて、ネットワーク（リモートアクセスの場合）も含めた I/O デ
バイス、ファイルシステム、データセットの内容や権限を確認します。

対処

error response 'number'ERRFIL

自動再スタート中に、後続のメッセージに示されるファイルでエラーが発生しまし
た。ファイルの内容が破損しています。

説明

ADABCK RESTORE=file および ADAREC REGENERATE=file を使用してファイル
を再構築してください。

対処

Error response 'number' during index updateERRIUP

インデックスの更新時にエラーが発生し、ニュークリアスレスポンスコードが返さ
れました。

説明

正しい BACKUP からリストアしたこと、正しい順序で PLOG を再生成したこと、
正しいファイルを再ロードしたこと、ニュークリアスを OPTIONS=UTILITIES_ONLY
で起動したこと、正しいユーティリティを再実行したことを確認します。

対処

errno ('errno-number'): 'text'ERRNOM

システムコールが異常終了しました。説明
後続の 'errno' テキストを参照し、必要な場合はサポートセンターに連絡してくださ
い。

対処

Field = 'string', ISN = 'number', Offset = 'number'ERROR

このメッセージは、エラーが発生したフィールド、ISN、オフセットを示していま
す。このメッセージに続いて 2 行目にエラーの説明が表示されます。

説明

error response 'number' from record 'number' in block 'number' inERRRES

プロテクションログの処理中に、実行コマンドからニュークリアスレスポンスコー
ドが返されました。

説明

該当のダンプを開いて、エラーレスポンス（ADABCK を使ったがファイルがリス
トアされなかった可能性があるなど）に関連付けられたレコード番号が存在するブ

対処

ロックを確認します。このエラーが発生した場合、ファイルの状態は、コマンドを
実行したときの状態とは違っています。
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System error ('errno-number'): 'text' occured during semaphore operationERRSYNC

セマフォ処理中にエラーが発生しました。これは通常、別のニュークリアスまたは
ユーティリティプロセスのクラッシュ後に IPC リソースが削除されなかったことが
原因です。

説明

showipc -k を使用して IPC リソースを削除し、再試行します。対処

Unexpected error 'number'ERRUNX

Adabas コードのエラー。予期しない内部エラー番号が発生しました。説明
Adabas 開発チームがエラーを解消できるように、エラーを担当のサポートセンター
に報告してください。

対処

Event type to remove ‘name’ not found in the event types fileETYPEREMNOTFOUND

イベントタイプが見つからなかったので、それを削除できませんでした。説明
削除するイベントタイプの名前を修正します。対処

external backup already preparedEXTBAL

外部バックアップ機能はすでにアクティブであり、ニュークリアスは同期モードに
あります。

説明

処理を続行する場合は、EXT_BACKUP=CONTINUE 機能を使用します。対処

function not permitted during external backupEXTBNF

選択された機能は、開始済みの外部バックアップモードと競合します。このため、
一部の機能が実行されません。

説明

外部バックアップモードが終了するまで待機します。対処

external backup not preparedEXTBNO

外部バックアップ機能は実行されていません。説明
最初に EXT_BACKUP=PREPARE 機能を使用します。対処

external backup not permittedEXTBNP

外部バックアップを開始できません。この処理は、一部のリソースを排他的にロッ
クしている Adabas ユーティリティと競合しています。

説明

外部バックアップを開始するときには、更新を実行する Adabas ユーティリティが
アクティブではないことを確認してください。

対処
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file 'number' ('name') has a 'number'th 'type'-extentEXTENT

この警告メッセージは、指定したファイルが、FCB エクステントに許容された最大
数に近づいていることを示します。プログラムは正常に実行されます。

説明

このファイルは後に ADAORD などによる再編成の対象となる可能性があります。
この場合、'type' を拡張する必要がないように、十分なスペースを割り当ててくだ
さい。

対処

invalid RABN extentEXTERR

ファイルに無効な RABN エクステントが見つかりました。説明
ADAVFY の LOST オプションを使用して失われた RABN がないかどうか検索し、
あった場合には ADADBM ユーティリティを使用してそれらを回復します。

対処

Change not allowed, extent still lockedEXTLOCK

ステータスが "作成中" か、TEMP または SORT コンテナがロックされているシーケ
ンシャルファイルは変更できません。

説明

対処は必要ありません。対処

1st. character of field name must be alphabeticFCAL

フィールド名の最初の文字が英字ではありません。説明
フィールド名を修正します。対処

file 'number's' data storage incompleteFCBDSLCK

アドレスコンバータまたはデータストレージの更新中にユーティリティが終了しま
した。このため、ファイルの整合性が維持されていません。

説明

ADAULD を使用してファイルを物理順にアンロードしてから、ADAMUP を使用
して再ロードします。ただし、通常、追加または削除されたレコードは特定できま

対処

せん。したがって、バックアップコピーを利用できる場合は、ファイルをリストア
してから必要に応じて再生成してください。

Shutdown and retry to repair the FCB errors for file 'fnr'FCBERR

ニュークリアスがアクティブになっているときに ADAVFY を実行しました。ファ
イル fnr で検出された不整合の一部を修復できます。

説明

ニュークリアスをシャットダウンして、ADAVFY を再実行します。対処
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FCB errors for file 'fnr' have been fixedFCBERRFX

ADAVFY によって検出されたすべてのエラーを修復できます。説明
対処は必要ありません。対処

File <number> has invalid <type> extentFCBEXE

ADAVFY によって、ファイルに無効なエクステントエントリがあることが検出され
ました。

説明

バックアップからファイルをリストアします。または、無効なエクステントが DS
ではない場合、物理順にファイルをアンロードし、それを新規ファイルとして再ロー
ドすることもできます。

対処

File 'number' has invalid FDT length in file control blockFCBFDTL

対象ファイルのファイルコントロールブロックが部分的に破損しています。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

unable to get file control block for file 'number'FCBFGT

指定したファイルのファイルコントロールブロック（FCB）にアクセスできません。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

File 'number' has invalid file number in file control blockFCBFLE

ファイルの FCB が部分的に破損しています。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処

File 'number' has invalid FFISNFCBIFF

ファイルの FCB が部分的に破損しています。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処

File 'number' has invalid last used UI/NI offsetFCBILI

ファイルの FCB が部分的に破損しています。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処
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File 'number' has invalid lu_ds rabn/offsetFCBILU

ファイルの FCB が部分的に破損しています。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処

File 'number' has invalid MAXISNFCBIMA

ファイルの FCB が部分的に破損しています。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処

Invalid DS reusage RABN count in file 'number'FCBIRC

DS 再利用に使用される FCB の RABN カウントが正しくありません。説明
adadbm を使用して、このファイルに対するスペース再利用フラグを削除し、再度
追加します。adadbm db=xx reuse=nods, file=yy adadbm db=xx reuse=ds, file=yy

対処

File 'number' has invalid rotating isn/countFCBIRO

ISN 再利用に使用される FCB のカウントが正しくありません。説明
adadbm を使用して、このファイルに対する ISN 再利用フラグを削除し、再度追加
します。adadbm db=xx reuse=noisn, file=yy adadbm db=xx reuse=isn, file=yy

対処

file 'number's' index not accessibleFCBNAC

インデックスの再構築中にユーティリティが異常終了したため、インデックスの整
合性が維持されていません。ADAREC の実行中に、再生成時のインデックスレス
ポンスによって、このインデックスがアクセス不能に設定されました。

説明

ADAINV を使用してすべてのディスクリプタを再インバートするか、ADAULD を
使用してファイルを物理順にアンロードしてから ADAMUP で再ロードします。

対処

File 'number' has index level out of range in file control blockFCBRAN

ファイルの FCB が部分的に破損しています。説明
ディスクリプタを再インバートするオプションを指定するか、またはフィールドを
すべて指定（メッセージの内容がディスクリプタに関係ない場合）して、ADAINV
を実行してから、担当のサポートセンターにお問い合わせください。

対処
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File 'number' has invalid highest RABN in file control blockFCBRBF

ファイルの FCB が部分的に破損しています。説明
ディスクリプタを再インバートするオプションを指定するか、またはフィールドを
すべて指定（メッセージの内容がディスクリプタに関係ない場合）して、ADAINV
を実行してから、担当のサポートセンターにお問い合わせください。

対処

function 'name' not foundFCTNFND

ユーザー出口のロード中、要求された機能がアクセス済み共有ライブラリで見つか
りませんでした。

説明

共有ライブラリをポイントする環境変数を確認し、共有ライブラリ内のエントリポ
イントをチェックしてください。

対処

FDT file line too longFDFILITL

FDT ファイルに 132 文字を超える長さの行があります。説明
FDT ファイルを修正します。対処

(error text ....)FDT...

この説明は、次のリストを除いて、"FDT" で始まるすべてのエラーメッセージに適
用されます。検証対象のファイルの FDT が破損しています。

説明

ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わせ
ください。

対処

Field 'change' not allowed in field: 'field', option: 'option'FDTCHN

フィールドの変更は許可されていません。説明
許可されたフィールド変更オプションのみを使用します。対処

number of fields present in both FDT differsFDTDIFF

シーケンシャル入力ファイル上の FDT と更新対象データベースファイル内の対応す
る FDT との間に、構造的な不一致が検出されました。

説明

割り当てを確認します。確認方法として、FDT キーワードを使用すると、FDT を両
方とも表示できます。

対処
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FDT overflow, too many entries definedFDTL

FDT 内に定義されているエントリ数が多すぎます。説明
FDT 内のエントリ数を減らすか、ASSO1 のブロックサイズを大きくします。対処

FDT mismatch at database field 'string'FDTMM

シーケンシャル入力ファイル上の FDT とデータベースファイル内の対応する FDT
との間に、フィールド 'string' で不一致が検出されました。

説明

不一致が見つかったフィールドのフォーマット、デフォルト長、オプションをチェッ
クします。確認方法として、FDT キーワードを使用すると、FDT を両方とも表示で
きます。

対処

FDT mismatch and option NEW_FDT not setFDTNOP

ADAMUP を使用すると、FDT が違っていても空のファイルにデータを追加できま
すが、これは NEW_FDT を指定した場合に限定されます。

説明

NEW_FDT オプションを指定して ADAMUP を実行します。対処

Syntax error in FDTFDUSYN

FDUFDT ファイルに構文エラーがあります。説明
FDUFDT ファイルを修正します。対処

file extent 'source' cannot be created (reason 'reason', error 'err')FECACR

Adabas シーケンシャルファイルの新しいエクステント（PLOG など）を作成でき
ませんでした。最も考えられる理由は、十分なスペースがないことです。

説明

十分なスペースがあり、エラーが発生した理由が不明な場合は、サポートセンター
にお問い合わせください。エラーメッセージに表示される理由は、多くの場合、

対処

Adabas 内部仕様に関する十分な知識がなければ理解できないことに注意してくだ
さい。

High index RABN of file 'number', 'string' emptyFILEMP

ファイルのインデックスにアクセスできません。説明
ディスクリプタを再インバートするオプションを指定するか、またはフィールドを
すべて指定（メッセージの内容がディスクリプタに関係ない場合）して、ADAINV
を実行してから、担当のサポートセンターにお問い合わせください。

対処
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FI only allowed if standard-length is givenFILN

FI オプションは、ゼロ以外の標準長が指定されている場合のみ使用できます。説明
入力行を修正します。対処

FI and NU or NB are mutually exclusiveFINU

NU または NB オプションは、FI オプションと同時に使用できません。説明
入力行を修正します。対処

specification of occurrences not allowed at this positionFIXOCC

ピリオディックグループ内の MU フィールドに対して固定オカレンスカウントが指
定されています。ピリオディックグループに、固定のオカレンスカウントを指定す
ることはできません。

説明

MU フィールドからオカレンスカウントを削除するか、ピリオディックグループエ
レメントに対してオカレンスカウントをセットして、FDT を修正します。

対処

Descriptor 's' is a foreign key, drop referential constraint firstFKDRPCNST

ディスクリプタは、参照制約で使用される場合はリリースする必要はありません。説明
最初に参照制約をドロップします。対処

Field 'string' contains invalid data, RABN 'number', rp='hex-number',FLDERR

指定したフィールドは破損しています。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートし、圧縮解除します。その後、圧縮
してから、再度ロード／インポートします。

対処

FIELDS already specified, FILE not allowed any moreFLDFIL

フォーマットバッファを入力した後で、キーワード FILE が指定されました。フォー
マットバッファは入力したファイルを参照するため、ファイル番号は変更できませ
ん。

説明

ADACMP を終了してから、ファイル番号を変更するために再起動します。対処

file 'file name' locked for another userFLK

別のプロセス（Adabas ニュークリアスなど）がファイルをロックしているので、
ファイルを開くことができませんでした。

説明

他のプロセスが終了してから再試行します。対処
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Format invalid in FDT, run FCB option on fileFMTERR

検証対象のファイルの FDT が破損しています。説明
ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わせ
ください。

対処

field name already in useFNIU

指定したフィールド名はすでに使用されています。説明
入力行を修正します。対処

file 'number' not loadedFNLOAD

指定したファイル番号のファイルはデータベースにロードされていません。説明
別のファイルを選択するか、データベースを確認します。対処

field not foundFNNOTFND

指定したフィールドが、このファイルの FDT に見つかりません。説明
フィールド名またはファイル番号を確認します。対処

function not permitted - global transactions pendingFNPGTP

指定した機能を実行できません。WORK ファイル上にグローバルトランザクション
のフラグが設定されています。

説明

対処は必要ありません。対処

File ‘number’ could not be createdFNRNOT

ファイルの作成に失敗しました。この理由を説明する他のメッセージがあります。説明
エラーの理由を説明する他のメッセージによって異なります。対処

Function only supported with raw deviceFONLYRAW

選択された機能は、データベース／ファイルが RAW デバイスにある場合にのみ有
効です。

説明

データベース／ファイルが RAW デバイスにない場合は、選択機能を使用しないで
ください。

対処
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Failed to read event types from ‘filename’FREADTYPE

イベントタイプファイルの読み込み中にエラーが発生しました。説明
イベントタイプファイルの内容に不正な文字や構文がないか確認します。対処

FROM checkpoint name not found in block 'number'FROMNOT

指定されたブロックに FROM チェックポイント名が見つかりません。説明
LIST=FULL 機能を使用して、チェックポイント名、関連付けられたブロック番号を
出力し、ADAREC を再実行します。

対処

No more space in first sector for management entriesFSSSEC

ディスクセクションに対して割り当て可能な最大ファイル数（コンテナファイルエ
クステントまたはデータベースシーケンシャルファイル）に達したので、これらの
ファイルをディスクセクションに作成することはできません。

説明

次のいずれかの手順に従います：1）追加ディスクセクションを使用します。2）現
在のセクションで使用されていないファイルを削除します。ADADEV LAYOUT 機

対処

能を使用してセクションのファイルリストを取得します。使用されていないファイ
ルをセクションから削除するには、ADADEV DEALLOCATE を使用します。

invalid FST count 'number' - FST entries ignoredFSTMAX

フリースペーステーブルのエントリ数が、予期された範囲を超えています。予期さ
れた範囲を超えたエントリは、レイアウト機能を使用しても表示されません。

説明

ADAREP FREE_SPACE 機能をコールして、その結果を確認します。対処

File too bigFTOOBIG

レコードバッファサイズは 2 ギガバイトに制限されているので、サイズが 2 ギガバ
イト以上のファイルはレコードバッファに読み込めません。

説明

小さいファイルを指定します。対処

function not permitted on system fileFUN

システムファイルはニュークリアスや他のユーティリティによって内部的に使用さ
れるファイルであるため、一部の特性は変更できません。

説明

対処は必要ありません。対処
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function not permitted on system file while nucleus is activeFUNONL

ニュークリアスがアクティブな間は、システムファイルに対して一部の機能を実行
できません。

説明

ニュークリアスを停止し、処理を再度実行します。対処

files loaded = 'number', GCB's actual number of files value = 'number'GCBAFL

実際にロードされたファイル数とジェネラルコントロールブロック（GCB）内に格
納されているファイル数とが異なっています。

説明

ADAVFY の LOST、FILES=*、INDEX、DATA の各オプションを実行します。この
エラーを発生させたユーティリティや機能に関する正確な情報をサポートセンター
に連絡してください。

対処

General control block's first file control block RABN is invalid, expected 'number',
actual 'number'

GCBFCB

データベースの GCB が破損しています。説明
データベースをリストアし、再生成してください。対処

General control block's first file definition table RABN is invalid, expected 'number',
actual 'number'

GCBFDT

データベースの GCB が破損しています。説明
データベースをリストアし、再生成してください。対処

GCB is in useGCBINUSE

現在のデータベースにあるジェネラルコントロールブロックの共有メモリが使用さ
れていますが、これは予期されていません。

説明

GCB 用の共有メモリが、別のユーティリティやニュークリアスによって使用されて
いる場合は、そのユーティリティやニュークリアスの処理終了後に、再試行します。

対処

ユーティリティやニュークリアスの異常終了のために GCB の割り当てが解除され
なかった場合、SHOWIPC で使用されなくなったすべての IPC リソースの割り当て
を解除します。

Maximum files in entire database cannot be zeroGCBMAX

データベースの GCB が破損しています。説明
データベースをリストアし、再生成してください。対処
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extent overflow in GCBGCBOVFL

定義されたコンテナファイルが多すぎます。説明
新しく大きなコンテナファイルを作成して、コンテナファイルの数を減らします。対処

Duplicated system file number in GCBGCBSYS

データベースの GCB が破損しています。説明
データベースをリストアし、再生成してください。対処

Error when writing GCBGCBWERR

GCB ブロックの書き込み中に I/O エラーが発生しました。説明
ASSO1 デバイスの権限とアクセス権をチェックしてください。対処

group or PE group may not be a descriptorGRNDES

ディスクリプタの作成に、グループや PE グループは使用できません。説明
エレメンタリフィールドまたはマルチプルバリューフィールドの名前を入力します。対処

index missing for periodic groupGRPINX

ピリオディックグループエレメントごとに、1～99 の番号を持つインデックスが 1
つ必要です。

説明

入力行を修正します。対処

length not permitted with periodic group or groupGRPLN

グループまたはピリオディックグループの後には、長さエレメントは指定できませ
ん。

説明

入力行を修正します。対処

group contains variable length or MU fieldGRPVM

可変長フィールドまたは MU フィールドを含むグループは、圧縮解除できません。説明
エレメンタリフィールドを使用します。対処

database 'number' heuristically rolled back a global transaction time 'string'HEURB

長い間保留状態にあったグローバルトランザクションが、Adabas によってトラン
ザクションモニタを介さずにロールバックされました（ヒューリスティックな終
了）。原因としては、次のことが考えられます。

説明

■ユーザーのステータスを強制的に ET ステータスと同期するユーティリティコー
ルが発行されました。
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■ WORK の 2PC パートに十分な空き容量がありません。この場合には、PLOVFL
メッセージも表示されます。

ニュークリアスを実行中の場合：この警告メッセージが繰り返し表示される場合に
は、次回のニュークリアスセッションに備えて、WORK コンテナのサイズを大きく
しておきます。

対処

自動再スタートを実行中の場合：ADABCK を使ってデータベースをリストアし、
ADAREC 再生成機能を実行して、更新内容をすべて反映させます。

再生成機能を実行中の場合：WORK コンテナのサイズを大きくしてから、再生成機
能を再実行します。

database 'number' heuristically committed a global transaction time 'string'HEURC

長い間保留状態にあったグローバルトランザクションが、Adabas によってトラン
ザクションモニタを介さずにコミットされました（ヒューリスティックな終了）。
原因としては、次のことが考えられます。

説明

■ユーザーのステータスを強制的に ET ステータスと同期するユーティリティコー
ルが発行されました。

■ WORK の 2PC パートに十分な空き容量がありません。この場合には、PLOVFL
メッセージも表示されます。

ニュークリアスを実行中の場合：この警告メッセージが繰り返し表示される場合に
は、次回のニュークリアスセッションに備えて、WORK コンテナのサイズを大きく
しておきます。

対処

自動再スタートを実行中の場合：ADABCK を使ってデータベースをリストアし、
ADAREC 再生成機能を実行して、更新内容をすべて反映させます。

再生成機能を実行中の場合：WORK コンテナのサイズを大きくしてから、再生成機
能を再実行します。

help file not foundHFNFD

オンラインヘルプが要求されたとき、Adabas にヘルプファイルがありません。説明
$ADAPROGDIR（PC 上で実行している場合は %ADAPROGDIR%）に adahlp.eng
があるかどうかを確認します。

対処

open error on help fileHFNOP

オンラインヘルプファイルをオープンできません。説明
ヘルプファイル adahlp.eng が存在するかどうかを確認します。存在する場合は、こ
のファイルの許可レベルを確認します。

対処
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High limit of 'string' extents reached, max = 'number'HILIMRE

コンテナタイプ 'string' に対してサポートされるコンテナファイルの最大数に達しま
した。これ以上コンテナを追加することはできません。

説明

データベースを整理して、フリースペースをできるだけ増やします。複数の小さい
コンテナを、1 つの大きいコンテナに統合できるかどうかを確認します。

対処

High limit of total extents reachedHILIMTO

データベースの物理エクステント合計が最大値に達しました。説明
データベースを整理して、フリースペースをできるだけ増やします。複数の小さい
コンテナを、1 つの大きいコンテナに統合できるかどうかを確認します。

対処

HYPER EXIT 'number', descriptor 'name', file 'number', reason='number'HYERR

ハイパー出口の初期化中に、次のエラー原因を表すコードが表示されました。1～
255 の場合、原因は Adabas レスポンスコードです。255 を超える場合は、ユーザー
定義値です。

説明

ハイパー出口を修正します。対処

HYPER-descriptor not allowedHYNA

ハイパーディスクリプタは、ファイルのデータレコードをエクスポートする順序の
制御には使用できません。

説明

フィールド名が正しいかどうか確認します。対処

error response 'number' returned by HYPER-descriptor generationHYUEXERR

ハイパー出口によって、表示されたエラーレスポンスが返されました。または、要
求したフォーマットに対して無効なデータ（無効なパック／アンパック）が返され
ました。

説明

ハイパー出口を修正します。対処

Internal buffer pool error func: 'string' rc: 'string'IBPERR

バッファプール管理で内部エラーが発生しました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

メッセージおよびコード94

ユーティリティエラーメッセージ



invalid combination of keywordsICKW

キーワードの無効な組み合わせが検出されました。説明
入力行を修正します。対処

unknown optionIDOP

指定したオプションは認識されません。説明
入力行を修正します。対処

illegal format in SUB/SUPER-descriptorIFSD

指定したフォーマットは、サブディスクリプタ／スーパーディスクリプタには使用
できません。

説明

入力行を修正します。対処

Illegal log number detected, present 'number', expected 'number'ILLLOG

複数の PLOG ファイルの読み込み中に、無効な番号の PLOG が指定されました。説明
正しい PLOG 番号を指定します。対処

Illegal subsequent 'medium' detected, present 'number', expected 'number'ILLSUB

指定されたシーケンシャルファイルは無効です。このメッセージには、検出された
シーケンス番号と要求されたシーケンス番号が表示されます。このメッセージは複
数のテープを使用している場合に表示されることがあります。

説明

正しいシーケンス番号でファイルを指定します。対処

invalid blank elementINBLN

指定した空白エレメントは無効です。説明
入力行を修正します。対処

incomplete lineINCL

この行は不完全です。説明
入力行を修正します。対処
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invalid edit maskINEDM

指定した編集マスクは無効です。説明
入力行を修正します。対処

unknown formatINFM

指定したフォーマットは認識されません。説明
フォーマットを修正します。対処

field name incorrectINFN

指定したフィールド名は無効です。説明
フィールド名を修正します。対処

user exit init call failed with 'response code'INICF

先行メッセージに表示されたユーザー出口の初期コールから ADA_NORMAL が返
されませんでした。

説明

初期部分に対応するユーザー出口をチェックします。レスポンスコードが返される
かどうかを確認してください。

対処

first sector corrupted or not initializedINISEC

このメッセージが表示されても、第 1 ディスクセクションが初期化されていない場
合は、正常です。

説明

この処理の内容に不明な点がある場合には、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

対処

database 'number', error during session initializationINITERR

セッション初期化中に内部エラーが発生しました。説明
後続のエラーメッセージを参照します。対処

invalid field lengthINLE

指定したフィールドの長さは無効です。説明
フィールド長を修正します。対処
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invalid literal elementINLIT

指定したリテラルエレメントは無効です。説明
入力行を修正します。対処

system error on reading inputINPERR

ユーティリティで入力値が読み込めません。説明
入力のリダイレクトを行っている場合は、入力ファイルをチェックします。対処

internal error 'number' occurredINTERR

内部エラーが発生しました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

file in useINUSE

要求されたファイルは、現在使用中のため、ロックできません。説明
このファイルが使用可能になるまで待つか、現在このファイルを使用中のユーザー
に中止を指示します。

対処

function BREAKPOINT invalid for given DATASETINVBP

ADAPLP の BREAKPOINT 機能は、DATASET=WORK に対してのみ有効です。説明
対処は必要ありません。対処

Invalid ADABAS block size 'number'INVBS

ブロックサイズは 1 キロバイト、2 キロバイト、...、32 キロバイトだけが指定可能
です。

説明

LOB ファイルには、次に示す制限事項が適用されます。

■データストレージのブロックサイズは、32 キロバイトに制限されます。
■ NI と UI のブロックサイズは、16 キロバイトより小さいサイズに制限されます。

ブロックサイズを修正してください。対処

invalid character setINVCHARS

無効な文字セットが指定されました。説明
文字セット名を修正してください。対処
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Invalid container change for current disk sectionINVCHN

指定したコンテナエクステントの 1 つが現ディスクセクションにありません。説明
ADAREP の LAYOUT 機能を使用して、詳細情報を取得します。対処

invalid environment variableINVENV

指定した環境変数に誤りがあります。説明
環境変数を修正します。対処

Extent number 'number' exceeds maximum (255) of structure levelINVEXT

指定したエクステント番号が、ディスクセクションのこの構造レベルに有効な最大
エクステント数を超えました。構造レベル 1 および 2 に有効な最大数は 255 エクス
テントです。

説明

255 を超えるエクステントを所有するには、構造レベル 3（バージョン 3.1 ADADEV
の INITIALIZE 機能を使用して作成）を使用する必要があります。データベースを

対処

Adabas 3.1 以前のバージョンで作成し、バージョン 3.1 で拡張された最大エクステ
ント数を利用しようとしている場合には、このメッセージが表示されることがあり
ます。この場合、バージョン 3.1 の機能を使用する前に、ディスクセクションを再
初期化する必要があります。これには、既存のコンテナファイルおよびデータベー
スシーケンシャルファイルをすべてディスクセクションから一時的な保存場所に移
動します（バージョン 3.1 の ADADEV MOVE 使用）。次に、ディスクセクション
をリセットしてから（バージョン 3.1 の ADADEV RESET 使用）、初期化します
（バージョン 3.1 の ADADEV INITIALIZE 使用）。その後、コンテナファイルと
データベースシーケンシャルファイルをディスクセクションに戻します。

invalid FDT for system fileINVFDT

Adabas システムファイルをロード中、Adabas で予期されていない FDT が指定さ
れました。

説明

Adabas でサポートされている FDT を使用します。対処

invalid file-structure for ADABASINVFILE

無効な構造の PLOG ブロックが検出されました。説明
サポートセンターに連絡してください。対処

invalid keywordINVKEY

指定したキーワードは無効です。説明
入力行を修正します。対処
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Invalid PE-descriptor indexINVPE

PE ディスクリプタ名に続くインデックスが無効です。説明
1～99 の数値を指定します。対処

block 'number' contains invalid PLOG number 'number'INVPLN

ユーザー指定のプロテクションログ番号と、ブロック番号（'number'）内のプロテ
クションログ番号とが一致しません。

説明

正しいプロテクションログを指定するか、プロテクションログの番号を修正します。対処

invalid parameter-valueINVPV

指定したパラメータ値は無効です。説明
入力値を修正します。対処

Invalid disk section nameINVSEC

指定したディスクセクション名は無効です。説明
ディスクセクション名を修正します。対処

(error text ....)INX...

検証対象のファイルのインデックスが破損しています。説明
ディスクリプタを再インバートするオプションを指定するか、またはフィールドを
すべて指定（メッセージの内容がディスクリプタに関係ない場合）して、ADAINV
を実行してから、担当のサポートセンターにお問い合わせください。

対処

Container file too bigIOCFTB

コンテナファイルに指定したサイズが大きすぎます。説明
SIZE パラメータの値を修正します。対処

Data error on external file 'file-name' detectedIODERR

ADACMP の CMPIN などで外部ファイルを読み込んだとき、予期されていないファ
イル構造が検出されました。

説明

RECORD_STRUCTURE および MAX_DECOMPRESSED_SIZE パラメータの設定と
ファイルの内容を確認します。

対処
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IO-error on dataset 'string', RABN 'number'IOERROR

I/O エラーが発生しました。不良ブロックが原因だと考えられます。説明
システムエラーログファイルをチェックし、ハードウェア上の問題が発生したかど
うかを特定します。

対処

IO subsystem error ('number'/'number'): 'text'IOSUBERR

Adabas の IO サブシステムでエラーが発生しました。number 部分によって内部エ
ラーが特定され、text 部分にエラーの短い説明が表示されます。

説明

対処は、エラーの説明によって異なります。例えば、エラー "Buffer too small for
read"（読み込むにはバッファが小さすぎる）は、FDT と整合性がないデータを含

対処

む CMPIN ファイル、または指定した ADACMP FIELDS、RECORD_STRUCTURE、
SOURCE_ARCHITECTURE パラメータのいずれかと整合性がないデータを含む
CMPIN ファイルを使用したことによって発生する可能性があります。この場合、
一部のユーザーデータがレコード長として解釈され、ADACMP で使用される IO
バッファの長さより大きい値が発生することがあります。このような状況が発生し
たら、正しい FDT を使用するか、または正しい ADACMP FIELDS、
RECORD_STRUCTURE、SOURCE_ARCHITECTURE パラメータを使用して、問題
を解決します。

説明を参照しても問題を解決できない場合、メッセージに表示された実行ユーティ
リティ、環境、ディスク構成、および数値についての詳細をサポートセンターに連
絡してください。

I/O time measuring enabled / disabledIOT

I/O 時間測定が有効／無効になりました。説明
対処は必要ありません。対処

I/O time measuring information resetIOTRES

I/O 時間測定情報がリセットされました。説明
対処は必要ありません。対処

Dataset = 'string', RABN 'number' invalid or non-existingIRABN

指定した RABN は存在しないので、出力できません。説明
RABN を確認します。対処
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two index RABN values must specify both small and large blocksIRABNVAL

2 つのインデックス RABN 値のうち、一方のブロックサイズが 16 K 未満で、もう
一方が 16 K 以上の場合に限り、両方のインデックス RABN 値を指定できます。

説明

小さいブロックと大きいブロックの両方を指定します。対処

invalid range specifiedIRANGE

範囲指定内の値が昇順になっていません。説明
正しい範囲指定を入力します。対処

invalid record detectedIREC

バックアップコピー/エクスポートコピーの処理時に無効なレコードが検出されまし
た。これは、入力テープが無効な場合、またはバックアップコピー/エクスポートコ
ピーの生成に失敗した場合に発生することがあります。

説明

前回のバックアップコピーを処理します。信頼できないテープドライブからエラー
が発生した場合は、各ダンプを取得した後に ADABCK READ_CHECK オプション

対処

を実行して、生成したバックアップコピーが RESTORE 機能で読み取れるかどうか
を確認します。

invalid record lengthIRECL

DATA_FORMAT=BINARY の場合、レコード長は 4 の倍数にする必要があります。説明
入力ファイルを確認します。対処

Invalid record length 'number' found, RABN 'number', rp='hex-number'IRECSZ

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、圧縮解除、圧縮、ロー
ド／インポートを順に実行します（一部のデータがなくなる場合があります）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

SET_UQ abort, resetting UQ on all repeated descriptorsIREMUQ

重複した値が検出されたため、ADAINV SET_UQ 機能が異常終了しました。した
がって、要求された全ディスクリプタに対して、ユニークステータスが設定されま
せんでした。

説明

ユニークステータスは、一意性の矛盾が解消されるまで設定できません。オプショ
ン UQ_CONFLICT=RESET を指定して ADAINV SET_UQ 機能を実行すると、すべ
ての一意性の矛盾を説明する INVERR ファイルが生成されます。

対処
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Disk section 'string' has already been initializedISAINI

ディスクセクションは一度しか初期化できません。説明
再度初期化する場合はディスクセクションをリセットします。対処

field has already descriptor statusISDESC

インバート対象のフィールドはすでにディスクリプタとなっています。説明
ファイル番号またはフィールド名が正しいかどうか確認します。対処

ISN 'number' in use in file 'number'ISNINUSE

表示された ISN は、表示されたファイルで使用中です。説明
正しい BACKUP からリストアしたこと、正しい順序で PLOG を再生成したこと、
正しいファイルを再ロードしたこと、ニュークリアスを OPTIONS = UTILITIES_ONLY
で起動したこと、正しいユーティリティを再実行したことを確認します。

対処

USER_ISN not allowed if NEWLINE_SEPARATOR keyword selectedISNNLS

NEWLINE_SEPARATOR が指定されている場合、ADACMP は英数字型かアンパッ
ク型のデータだけを使用できます。これは、USER_ISN のようなバイナリのデータ
に改行バイトが含まれることがあるためです。

説明

対処は必要ありません。対処

ISN already in useISNUSED

USERISN によってファイルにレコードを追加したとき、ISN の重複が検出されまし
た。ISN の重複は、アンロードシーケンスを制御するために MU オプションで定義

説明

したディスクリプタを使用して ADAULD で入力ファイルを生成した場合、または
空でないファイルにレコードを追加した場合に発生します。
USERISN オプションの使用方法を調査します。対処

keyword combination not allowedKCONAL

指定したキーワードの組み合わせは無効です。説明
入力パラメータを修正します。対処

keyword not allowed in this positionKEYPOS

このキーワードは、このコンテキストでは使用できません。説明
正しいキーワードを入力します。対処
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keyword 'string' requiredKEYREQ

エラーメッセージに示されたキーワードが必要です。説明
必要なキーワードを入力するか、ユーティリティを終了します。対処

Last raw section block invalidLABLINV

以前の Adabas リリースでは、実際に使用可能なブロックよりも 1 つ多くのブロッ
クを RAW セクションに割り当てることができました。このメッセージは、この状
況が発生したことを示します。

説明

データベースコンテナにエラーが表示された場合は、データベースのバックアップ
を作成します。最後のブロックがまだ使用されていなければ、バックアップはエラー

対処

なしで作成できます。次に、データベースコンテナの割り当てを解除し、データベー
スを再作成して、バックアップをリストアします。最後のブロックがすでに使用さ
れていて、バックアップの作成に失敗した場合は、データベースを削除し、データ
ベースを再作成します。そして、最後に正常に作成されたバックアップからデータ
ベースをリストアし、バックアップが作成された時点以降に行ったすべての更新を
リカバリします。

シーケンシャルファイルのエラーが表示された場合は、通常、シーケンシャルファ
イルの最後のブロックは読み込めなくなっています。シーケンシャルファイルが不
要になるようにします。例えば、PLOG の場合は、新しいバックアップを作成しま
す。その後、シーケンシャルファイルの割り当てを解除します。

LAB too bigLABTB

このメッセージは HP-UX でのみ表示されます。HP-UX では、32 ビットアプリケー
ションからアクセスできるようにするために、特殊なオプション IPC_SHARE32 を

説明

指定して共有メモリ領域を作成する必要があります。このオプションは、ADANUC
パラメータ LAB および LABX を介してサイズが指定される、アタッチドバッファ
共有メモリにデフォルトで使用されます。ただし、オプション IPC_SHARE32 を指
定して作成した共有メモリの使用可能な合計サイズは比較的小さくなります。LAB
や LABX パラメータの値が比較的大きい複数のデータベースを起動すると、この種
の共有メモリ用のスペースが不足することがあります。この場合、ADANUC の起
動が失敗し、メッセージ LABTB が表示されます。

注意: 共有メモリは、共有メモリにアクセスしているプロセスがない場合にのみ解
放されます。そのため、すべてのデータベースを起動できても、データベースを再
起動しようとすると、再起動が失敗し、メッセージ LABTB が表示されることがあ
ります。これは、データベースにアクセスし、アタッチドバッファ共有メモリにま
だアクセスしているプロセスが存在することが理由です。

対処 ■ Adabas にローカルでアクセスする 32 ビットアプリケーションがない場合は、
ニュークリアスパラメータ NOAB32BIT を使用して Adabas データベースを起動
します。ニュークリアスパラメータ NOAB32BIT で起動されたデータベースに
は、32 ビットアプリケーションからローカルではアクセスできません。ただし、
Entire-Network を介した場合には、32 ビットアプリケーションは、リモートで
データベースにアクセスできます。したがって、32 ビットアプリケーションを別
のマシン（仮想マシンなど）に移動すれば、パラメータ NOAB32BIT で起動した
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データベースにアクセスできます。また、1 つ以上のデータベースを別のマシン
に移動することもできます。

■データベースを起動することができ、データベースを再起動しようとしたときに
LABTB メッセージが表示された場合は、以前にデータベースにアクセスしたすべ
てのプロセスを停止します。

■または、LAB や LABX パラメータの値を小さくします。

Parameter LBP restricted by licensing, original LBP='number', now LBP='number'LBPLIC

要求されたバッファプールサイズは、ライセンスによって許可されているサイズを
超過しています。データベースは LBP の最大許容値で開始されます。

説明

このメッセージを回避するには、表示された値に LBP パラメータを変更するか、ラ
イセンスをアップグレードしてください。

対処

LBP too small for incore WORK, required: 'number'LBPINCW

WORK コンテナのないリードオンリーデータベースを使用すると、必要なスペース
はすべてバッファプールから使用されますが、バッファプールのサイズが不足して
います。

説明

メッセージに表示された数値に LBP を変更して、ニュークリアスを再起動します。
詳細については、『管理マニュアル』を参照してください。

対処

parameter LBP reduced to 'size'MLBPRED

使用可能なメモリが不足しているので、ニュークリアスの起動中に LBP パラメータ
のサイズが小さくなりました。

説明

システムメモリの量を増やします。対処

The checksum in the license file ('filename') is invalidLCCINV

ライセンスファイルが変更されました。説明
元のライセンスファイルを使用してください。対処

Internal error in licensingLCEINT

ライセンスファイル処理中に内部エラーが発生しました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処
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The license in the license file ('filename') has expiredLCLEXP

指定されたライセンスファイルで Adabas を引き続き使用することはできません。説明
新規ライセンスを取得してください。対処

The product version ('string') and the license file version ('string') don't matchLCMISM

別バージョンのライセンスファイルが指定されました。説明
表示されたバージョン用の正しいライセンスファイルを使用してください。対処

The license file ('filename') is missingLCMFIL

ライセンスファイルは、インストールディレクトリ /common/LKey に配置されてい
る必要があります。

説明

正しい場所にライセンスファイルをコピーします。対処

Error determining $'string', loading of license file failedLCSAGE

ライセンスファイルが検出されませんでした。説明
指定した環境変数が正しい値に設定されていることを確認します。または、インス
トールディレクトリ /common/LKey にライセンスファイルをコピーします。

対処

image 'string', file 'string' could not be loadedLDERR

イメージファイルをメモリにロードできませんでした。説明
後続のエラーメッセージを参照します。対処

FDT's last field must be an elementary fieldLELE

FDT の最終フィールドは、エレメンタリフィールドか MU フィールドである必要が
あります。

説明

入力パラメータを修正します。対処

less than corresponding high water markLESSHW

変更後のニュークリアスパラメータで、現在の最大値として新規パラメータ値より
大きい値が指定されています。これは、最大表示時の最大割合が 100 ％を超えるこ

説明

とを意味しているので、これまでのアプリケーションの一部が再実行できない可能
性があります。
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LOB field ‘string’ cannot be used as descriptorLOBDESC

LOB ファイルに、ディスクリプタ値のストレージを確保することはできません。し
たがって、インバート対象のフィールドまたは作成する派生ディスクリプタの親

説明

フィールドに LA オプションまたは LB オプションを指定しており、値を LOB ファ
イルに格納する場合には、ADAINV INVERT を実行できません。LA フィールドと
LB フィールドは、ディスクリプタにも、派生ディスクリプタの親フィールドにもな
りますが、その場合には、値の格納先が基本ファイルになり、フィールド長が 16KB
-3 に制限されます。また、レコードのサイズが DATA コンテナブロックのサイズを
超えないことも制約条件になります。
このフィールドは、ディスクリプタとしても、派生ディスクリプタの親としても使
用しないでください。

対処

LOB file ‘LOB file number’ of base file ‘base file number’ not emptyLOBFNEMP

LOB ファイルが空でない場合は、基本ファイルの LOB ファイルを除外することは
できません。

説明

最初に、ファイルの中にある LOB 値をすべて削除します。対処

Function not permitted on LOB fileLOBFNP

一部のユーティリティ（特に FDT を変更するタイプのもの）を LOB ファイルに対
して実行することはできません。

説明

対処は必要ありません。対処

LOB file for file <nr> could not be createdLOBFNTCR

基本ファイルの LOB ファイルが作成されませんでした。原因としては、ASSO また
は DATA の空きスペースが足りなかったなどが考えられます（詳細については先行

説明

のエラーメッセージを参照）。基本ファイルには影響ありませんが、LOB データを
基本ファイルに保存することはできません。
LOB ファイルを作成できない原因を取り除きます。例えば、データベースのサイズ
を大きくしてから、ADAFDU ADD_LOBFILE または DBA Workbench を使って
LOB ファイルを作成するなどの方法が考えられます。

対処

Invalid collation locale 'string'LOCNAME

指定したロケールは無効です。説明

注意: 以前のバージョンとの互換性を確保するため、Adabas は UNIX と Windows
で引き続き ICU 3.2 を使用し、OpenVMS で ICU 3.6 を使用しています。そのため、
新しいバージョンの ICU で導入されたロケールは拒否されます。
有効なロケールを使用します。対処
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nucleus required on local nodeLOCNUC

ADABCK の DUMP オンライン機能は、ニュークリアスを実行中のノードで実行す
る必要があります。

説明

同じノードで ADABCK とニュークリアスを実行するか、ADANUC を停止します。対処

lost RABNs verification errors, 'number' foundLOSERR

データベース内のブロックが一部失われました。説明
ADADBM RECOVER を使用して、これらのブロックをフリースペーステーブルに
追加します。

対処

'number' NI blocks lostLOSTNI

ADAINV が異常終了すると、ファイルのインデックスツリーが一致していても、
ニュークリアスによって再使用される全 NI ブロックを含む再使用キューが、最新

説明

ではない可能性があります。また、インデックス構造内にも再使用チェーン内にも
ない NI ブロックが生じることがあります。
損失したブロックを再度使用する必要がある場合は、ADAINV REINVERT
ALL_FIELDS を実行してください。こうしておくと、ADAORD または

対処

ADAULD/ADAMUP を使用してファイルをエクスポートしたり、インポートした
りするときに役に立ちます。

'number' UI/MI blocks lostLOSTUI

ADAINV が異常終了すると、ファイルのインデックスツリーが一致していても、
ニュークリアスによって再使用される全 UI/MI ブロックを含む再使用キューが、最

説明

新ではない可能性があります。また、インデックス構造内にも再使用チェーン内に
もない UI/MI ブロックが生じることがあります。
損失したブロックを再度使用する必要がある場合は、ADAINV REINVERT
ALL_FIELDS を実行してください。こうしておくと、ADAORD または

対処

ADAULD/ADAMUP を使用してファイルをエクスポートしたり、インポートした
りするときに役に立ちます。

input line too longLTOOL

ユーティリティの入力行に含まれている文字数が多すぎます。説明
入力文字数を少なくするか、行末にバックスラッシュを付けて次の行を開始します。対処
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level number out of rangeLVOR

指定したレベル番号が 1～7 の範囲内にありません。説明
入力行を修正します。対処

Parameter LWP restricted by licensing, original LWP='number', now LWP='number'LWPLIC

要求されたワークプールサイズはライセンスによって許可されたサイズを超過して
います。データベースは LWP の最大許容値で開始されます。

説明

このメッセージを回避するには、表示された値に LWP パラメータを変更するか、
ライセンスをアップグレードしてください。

対処

nucleus LWP must be at least 'number' actual files 'af'LWPTSM

ADADBM のリカバリ機能実行時に、ニュークリアスの LWP パラメータとして指
定された値が十分ではありません。

説明

この機能を続行するには、LWP に 'number' 以上の値を指定してニュークリアスを
再起動します。

対処

SUPER-descriptor may only contain 1 MU-fieldM1MU

スーパーディスクリプタ定義には複数の MU フィールドを指定できません。説明
入力行を修正します。対処

Mandatory parameter ‘name’ missing for command ‘command’MANPARM

必須のパラメータが欠落しています。説明
コマンドのすべてのパラメータを指定します。対処

overflow on maximum descriptors permittedMAXDOVL

ファイルあたりの最大許容ディスクリプタ数を超えています。説明
ディスクリプタの数を少なくします。対処

the file's top ISN 'number' is greater than the specified MAXISNMAXISN

ファイルのトップ ISN よりも小さい最大 ISN が新しく指定されました。これによ
り、新しい最大 ISN を超える ISN が見つかると、ADAORD が異常終了します。

説明

指定した MAXISN を確認します。対処
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DBID may be specified only onceMDBID

ユーザーが DBID を再入力しようとしました。説明
対処は必要ありません。対処

database already given, DBID / BACKUP_COPY may be specified only onceMDEFU

DBID および BACKUP_COPY は相互排他的に機能します。したがって、どちらか
1 つしか選択できません

説明

入力パラメータを修正します。対処

missing descriptor value table recordsMDVTREC

ディスクリプタバリューテーブル（DVT）を含む指定入力ファイルは不完全です。説明
正しい入力ファイルを指定します。対処

memory mapping failed ('string')MEMMAP

Adabas IPC ドライバに接続しようとしているときにエラーが発生しました。説明
表示されたエラーテキストを確認します。この内容は、オペレーティングシステム
からのメッセージです。オペレーティングシステムの問題が解消するように、いろ

対処

いろと試してみてください。問題を解消できない場合は、担当のサポートセンター
にお問い合わせください。

FIELDS may be specified only onceMFLD

パラメータ FIELDS は一度しか指定できません。説明
別のパラメータ設定で続行します。対処

no corresponding data recordsMISDATA

インデックスにエントリ（ディスクリプタ値 + ISN）が見つかりましたが、その ISN
を持つレコードがデータストレージに存在しないか、この値が該当のデータレコー
ドに含まれていません。

説明

ADABCK を使ってファイルのダンプを作成し、エラーの原因となった処理の説明
を明記して、そのダンプを担当のサポートセンターに送付してください。ダンプを

対処

作成したら、破損したディスクリプタを ADAINV を使ってインバートし直すか、
またはファイルをアンロードし、リフレッシュしてから ADAMUP を使ってデータ
を追加してください。
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no corresponding index entriesMISINDX

データレコードのインデックスにエントリ（ディスクリプタ値 + ISN）がありませ
ん。

説明

ADABCK を使ってファイルのダンプを作成し、エラーの原因となった処理の説明
を明記して、そのダンプを担当のサポートセンターに送付してください。ダンプを

対処

作成したら、破損したディスクリプタを ADAINV を使ってインバートし直すか、
またはファイルをアンロードし、リフレッシュしてから ADAMUP を使ってデータ
を追加してください。

missing mandatory parameter 'string'MISSPAR

この機能を実行するには、エラーメッセージに示されたパラメータを指定する必要
があります。メッセージに複数のパラメータが表示された場合は、表示されたいず
れかのパラメータを指定する必要があります。

説明

欠落しているパラメータを入力します。対処

too many parent-fields definedMNPF

スーパーディスクリプタには 20 個を超えるエレメントは保持できません。説明
入力行を修正します。対処

Error during processing mount tableMNTAB

マウントテーブルの処理中に予期しないエラーが発生しました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。NOMOUNTCHECK を指定して
マウントテーブルチェックをオフにすれば処理は続行できますが、その際はディス
クセクションとファイルシステムが重複していないことを確認してください。

対処

Disk section 'string' overlaps with a mounted oneMOUNT

マウント済みのファイルシステムと重複しているディスクセクションは初期化しな
いでください。

説明

対処は必要ありません。対処

GDT access error by adanuc/adadmn, reason: 'string'MPGDTAE

Entire Net-Work グローバルデータベーステーブルにアクセスできませんでした。説明
表示されたエラーテキストを確認します。この内容は、オペレーティングシステム
からのメッセージです。オペレーティングシステムの問題が解消するように、いろ

対処

いろと試してみてください。問題を解消できない場合は、担当のサポートセンター
にお問い合わせください。
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GDT refuses startup permission of database 'number'MPGDTPE

Entire Net-Work グローバルデータベーステーブルにアクセスできませんでした。説明
GDT にデータが含まれているかどうかを確認します。含まれていない場合、showipc
-k 0 を指定して GDT を削除し、再実行します。これを実行しても問題が解決されな
い場合、サポートセンターに連絡してください。

対処

Message queue could not be createdMSGGET

セマフォを作成できませんでした。この原因としては、オペレーティングシステム
が割り当てた IPC リソースが不足していることが考えられます。特に、オペレー

説明

ティングシステムパラメータ MSGMNI または "SEM" で始まっている他のパラメー
タが小さすぎる可能性があります。詳細については、インストールに関する『ドキュ
メント』を参照してください。
オペレーティングシステムのパラメータを調整します。対処

Message queue with ID 'id' no longer availableMSGNF

このエラーは、Adabas ニュークリアスが作成したメッセージキューが誤って削除
された場合に発生することがあります。このメッセージが表示された場合、Adabas

説明

クライアントプログラムに、予期しない Adabas レスポンスコード 148 とレスポン
スコード 153（後続のコールに対して）が返されることがあります。
詳細については、レスポンスコード 148 の説明を参照してください。対処

database already specified, CSA may be specified only onceMULTDEF

DBID と CSA は相互排他的に機能します。また、CSA の複数指定はサポートされて
いません。

説明

DBID と CSA の両方が指定されていないこと、CSA が 1 つだけ指定されていること
を確認します。

対処

MU field within periodic group requiredMUPG

指定されたフィールド名は、MU フィールド名でも、ピリオディックグループ内の
フィールド名でもありません。

説明

入力行を修正します。対処

parameter NAB has become obsolete - please use LAB insteadNABOBS

パラメータ NAB はパラメータ LAB で置き換えられました。説明
パラメータリストから NAB を削除します。LAB=値を追加します。値は、NAB 値
に 4096 を乗じた数です。

対処
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Parameter NC restricted by licensing, original NC='number', now NC='number'NCLIC

要求されたコマンドキューサイズはライセンスによって許可されたサイズを超過し
ています。データベースは NC の最大許容値で開始されます。

説明

このメッセージを回避するには、表示さえた値に NC パラメータを変更するか、ラ
イセンスをアップグレードしてください。

対処

PLOG close error, return code 'number'NCLSERR

プロテクションログファイルをクローズできませんでした。説明
ADAREC CLOSE を指定してプロテクションログファイルをクローズします。
ADAREC LIST=FULL を使用してファイルをチェックします。エラーがレポートさ
れた場合は、データベースをバックアップしてください（ADABCK DUMP=*）。

対処

NC and 'string' are mutually exclusiveNCMUT

NC オプションはオプション 'string' と同時に指定できません説明
オプションを修正します。対処

NC option not permitted in PE groupNCPE

ピリオディックグループ内のフィールドに NC オプションは指定できません。説明
FDT の指定を確認します。対処

NC option requiredNCRQ

NN オプションは、NC オプションと同時にのみ指定できます。説明
NC オプションを指定します。対処

not enough memory available for processNEMAFP

ユーティリティに必要なメモリがオペレーティングシステムによって提供されてい
ないため、ユーティリティを起動できません。システム上に現在アクティブな処理
が多すぎるか、スワップスペースが小さすぎます。

説明

スワップスペースとアクティブな処理数を確認します。対処

OpenVMS：ワーキングセット割当（Wsquo）とページファイル割当（Pdflquo）を
適宜調整します。
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NET-WORK cannot be reached for posting of replyNETREPLY

NET-WORK に必要な環境変数が設定されていないか、誤っているため、エラーが
発生した可能性があります。

説明

正しい NET-WORK 環境変数を設定します。対処

The network is busy.NETWORKB

ネットワークで問題が発生しているので、現時点では、ネットワークデバイスに格
納されているファイルにアクセスできません。問題が 1 分を超えて発生し続ける場

説明

合は、ユーティリティまたはニュークリアスが停止され、エラーメッセージ STP054
が表示されます。
問題が頻繁に発生する場合は、ネットワークを確認します。対処

Error when adding a new 'string' containerNEWCERR

コンテナを追加しているときに予期しないエラーが発生しました。説明
新規コンテナを配置するデバイスおよび環境変数を確認してください。対処

NEW_FDT only allowed for empty filesNEWFDTNE

ADAMUP の NEW_FDT キーワードは、ファイルが空のときにのみ指定できます。説明
NEW_FDT キーワードを指定して ADAMUP を再度実行する前に、ADADBM
REFRESH を実行してファイルからすべてのデータを削除します。

対処

Auto restart is pending, start with new patch level not allowedNEWPAT

新しいパッチレベルのニュークリアスは、自動再スタートなしの状態でのみ起動で
きます。

説明

旧バージョンのニュークリアスを起動します。ニュークリアスをシャットダウンし
て、新しいパッチレベルを使用します。

対処

Allocation failed for 'type' of file 'number'NFSTSPACE

フリースペーステーブルに空きがありません。説明
'type' のスペースを大きくするか、適切なパラメータを使用してユーティリティを
再起動します。

対処
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normal index's extent overflowedNIEXTOVL

ファイルのノーマルインデックスエクステントにフラグメントが多すぎるため、イ
ンデックスにアクセスできません。

説明

ファイルをアンロードし、リフレッシュして、エラー発生時よりも大きなエクステ
ントを割り当てます。次に、ADAMUP を使って、アンロードしたデータを追加し
ます。

対処

two byte ISN no longer supportedNO2BYTEISN

Adabas バージョン 3 からのエクスポートコピーには、ISNSIZE=2 で定義されたファ
イルが含まれています。これを Adabas バージョン 5 のデータベースにインポート
することはできません。

説明

ユーティリティ ADABCK、または ADAULD と ADAMUP を使って、Adabas バー
ジョン 3 から Adabas バージョン 5 にファイルをコピーしてください。

対処

no abbreviation allowed for this keywordNOABB

このキーワードには省略形を使用できません。説明
省略形でないキーワードを入力します。対処

not enough 'type' blocks greater-equal 'number' bytes found for file 'number'NOBLKGE

RABN が指定されていない場合、ADAORD は元ファイルで使用されている最小ブ
ロックサイズ以上のブロックサイズだけをデバイスから割り当てます。このブロッ
クサイズに十分なブロックはありません。

説明

適切なブロックサイズを指定した ASSO または DATA コンテナを新規に追加する
か、小さいブロックサイズのデバイスに xxRABN パラメータを指定してファイルを
配置します。

対処

not enough ASSO blocks less than 16384 bytes found for file 'number'NOBLKLT

Adabas では、小さい ASSO ブロックと大きい ASSO ブロックが区別されます。こ
のメッセージは、ブロックサイズが 16 KB 未満の小さい ASSO ブロックが不足して
いることを示します。

説明

適切なブロックサイズの新しい ASSO コンテナを追加します。または、最後の ASSO
コンテナのブロックサイズが 16 KB 未満の場合は、それを拡張します。

対処

Not enough blocks or wrong block size at specified positionNOBLKPOS

指定位置の RABN の空きスペースが十分でないか、ブロックサイズに誤りがありま
す。

説明

位置パラメータを修正して、または指定せずに、ADAORD を再実行します。対処
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contiguous allocation not possibleNOCONTALL

DSST のフラグメントが多すぎるため、利用可能なエクステントが残っていません。説明
データベースのレイアウトを確認します。対処

checkpoint file 'number' not loadedNOCPDB

データベースにチェックポイントファイルがないため、オフラインモードでのみア
クセスできます。

説明

対処は必要ありません。対処

no checkpoint-file loadedNOCPF

チェックポイントファイルをロードしないでニュークリアスを実行しようとしまし
た。

説明

チェックポイントファイルをロードします。対処

No Database given, DBID or CSA requiredNODB

データベースを指定しないで、機能を実行しようとしました。説明
DBID を指定してください。対処

no Database given, DBID or BACKUP_COPY requiredNODBBCK

データベースを指定しないで機能を実行しようとしました。説明
DBID、BACKUP_COPY、または EXPORT_COPY を指定します。対処

could not write DCUFDT field definitions fileNODCUFDT

DCUFDT 出力ファイルの作成時に I/O エラーが発生しました。説明
対処は必要ありません。対処

no descriptors presentNODESC

RELEASE 機能または VERIFY 機能で指定したファイルに、ディスクリプタが定義
されていません。

説明

ファイル番号を確認します。対処
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No space left on device 'string' for 'string'NODEVSP

ファイルシステムに空きがなくなったため、現在のファイルを作成できません。説明
表示されたファイルシステム上の空きスペースを確認します。対処

no DATASET specifiedNODS

データセットを指定する前に RABN が入力されました。説明
データセットを指定します。対処

missing descriptor space summaryNODSS

圧縮データレコードを含む指定入力ファイルは不完全です。説明
正しいデータセットを指定します。対処

no terminator found during AUTORESTARTNOEND

WORK データセット内のプロテクションログエリアにエラーが発生したため、自動
再スタートを正しく実行できません。

説明

WORK1 を保存し、自動再スタートを保留にしている理由を明記して担当のサポー
トセンターに送付します。また、可能であれば、ダンプディレクトリと PLOG も併
せて送付してください。次に、データベースをリストアし、再生成します。

対処

no USER data file loadedNOETD

要求された USER データファイルは、ニュークリアス起動時に使用できませんでし
た。

説明

ADAFDU に適切なファイル番号を指定して、USER データファイルをロードします
（ADAREP SUMMARY 参照）。FDT がない場合、ADAFRM で小規模なデータベー
スを生成し、その USER データファイルから FDT を抽出します。

対処

no Field-Definitions givenNOFD

フィールド定義が入力されていません。説明
フィールド定義を指定します。対処

No files availableNOFIAV

指定した範囲／リスト仕様のファイルが、データベースまたは SAM ファイルに存
在しません。指定した LOB ファイルは、通常、無視されることに注意してくださ

説明

い。つまり、指定したファイル番号のファイルが存在していても、これらのファイ
ルがすべて LOB ファイルの場合は、このエラーメッセージが表示されます。
データベースにロードされたファイルを確認してください。対処
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no fields suppliedNOFIELDS

FIELDS パラメータが指定されましたが、有効なフィールド名が指定されていませ
ん。

説明

有効なフィールド名を指定します。対処

No files selectedNOFSEL

有効なファイル番号が指定されていません。説明

注意: 基本ファイル番号のみが処理され、その後に LOB ファイル番号を指定した後
でこのメッセージが返される場合もあります。
正しいファイル番号を指定します。対処

Function not permitted - AUTORESTART pendingNOFUNCP

選択した ADADBM 機能は、自動再スタートの保留中は実行できません説明
対処は必要ありません。対処

GCB missing on first input fileNOGCB

最初の入力ファイルにジェネラルコントロールブロック（GCB）がありません。説明
入力ファイルの割り当てを確認します。対処

index not permitted on non-PE fieldNOINDALL

インデックスは、ピリオディックグループ内のフィールドにしか指定できません。説明
フィールド名が正しいかどうか確認します。対処

no ISN reusage allowed for checkpoint fileNOISNRU

チェックポイントファイルでは ISN を再利用できません。説明
対処は必要ありません。対処

logging not enabled during Nucleus startupNOLOG

プロテクションロギングまたはコマンドロギングにエンドオブファイルを強制する
ため、新たにコマンドロギングを開始しようとしましたが、起動時にロギングが有
効になっていませんでした。

説明

対処は必要ありません。対処
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no multiple file specification allowedNOMUL

1 つのファイル番号が 2 回指定されました。説明
ファイルの指定内容を確認し、リスト内の全ファイル番号がユニークになるように
します。

対処

no offline-functions possible, Nucleus is runningNOOFFLF

ニュークリアスの実行中にオフライン機能は使用できません。説明
ニュークリアスをシャットダウンします。対処

no online-functions possible, Nucleus not runningNOONLF

指定した機能を実行するには、ニュークリアスが必要です。説明
ニュークリアスを起動します。対処

No parameter modification possible. Try DBID to re-enableNOPARMOD

ADAOPR ユーティリティはユーティリティセッションを開始できませんでした。
したがって、使用できるのは ABORT、CANCEL および表示機能だけです。

説明

ニュークリアスのパラメータ修正を再度有効にするために DBID=<dbid> を再指定
します。

対処

starting nucleus in read-only mode not permittedNORDONL

データベースを更新するユーティリティがアクティブだったので、読み取り専用
ニュークリアスの起動に失敗しました。

説明

読み取り専用ニュークリアスは、ニュークリアスの実行中にデータベースが変更さ
れないことを想定しています。想定どおりではなかったため（ユーティリティがデー
タベースを更新していたため）、ニュークリアスの起動が中断されました。

ニュークリアスの実行は、少なくとも ASSO1 へのアクセス権限が読み取り専用に
なっている場合、またはセッションパラメータ OPTIONS=READONLY が設定され
ている場合に、読み取り専用とみなされます。
競合の原因となっているユーティリティが終了したら、読み取り専用ニュークリア
スの起動を再試行します。

対処

restore database NOT possible, only file information dumpedNORES

Adabas バックアップコピーは、選択されたファイルのみをダンプして作成されて
います。データベースの一部しかダンプされていないため、データベースをリスト
アできません。

説明

ファイルリストア処理を起動します。または、ADABCK のリスト機能を使用して
バックアップコピーの詳細を確認します。

対処
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no shared memory available of size 'number' available ('string')NOSHM

共有メモリの作成に失敗しました。テキスト文字列にオペレーティングシステムか
らの提供された理由が示されます。

説明

UNIX ユーザー：メモリの使用状況を確認します。使用されていない共有メモリを
削除します（showipc -k）。shm_max パラメータを確認します（showipc -s）。PC
ユーザー - システムの仮想メモリの設定を確認します。

対処

no virtual memory space availableNOSPACE

ユーティリティ用の予約スペースが不足しています。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

Not enough free space at chosen start sectorNOSPST

ディスクセクション内で、指定開始セクタから始まる連続空きスペースが不足して
います。

説明

ADADEV の FREE_SPACE 機能または LAYOUT 機能を使用して、詳細情報を取得
します。

対処

not able to allocate 'number' block(s)NOTALB

ADADBM の ALLOCATE 機能を実行しても、指定したスペースは確保されません。説明

特に次のケースに該当する場合に、このエラーが発生します。

■必要なブロックサイズを確保するだけのスペースがありません。例えば、ファイ
ルに新しいデータストレージエクステントが割り当てられるときのブロックサイ
ズは、そのファイルのデータストレージにすでに適用されている最大ブロックサ
イズよりも小さくてはいけません。

■ RABN を指定しましたが、その RABN はすでに使用されているか、その RABN
には必要な分だけの空きスペースがありません。

■ RABN を指定しましたが、その RABN のブロックサイズは使用できません。原因
としては、例えば、データストレージを割り当てるときに、ファイルにすでに適
用されている最大ブロックサイズよりも、RABN のブロックサイズの方が小さい
ことが考えられます。

フリースペーステーブルに空きスペースの情報があるかどうかを確認します。対処

DATA storage exhausted - not all records addedNOTALLAD

DATA コンテナに空きスペースがないので、ADAMUP で一部のレコードをファイ
ルに追加できませんでした。

説明

追加の DATA スペースを提供するか（ADADBM EXTEND_CONTAINER または
ADADBM ADD_CONTAINER）、1 つ以上の既存ファイルを削除するか（ADADBM

対処

DELETE）、1 つ以上の既存ファイル用の DATA スペースを割り当て解除します
（ADADBM DEALLOCATE）。その後、ADAMUP を使用して欠落しているデー

119メッセージおよびコード

ユーティリティエラーメッセージ



タを追加できます。データが 2 回追加されないようにするには、すでに追加されて
いるレコードの数として SKIPREC を指定して（メッセージ NOTALLAD の前に表
示されるメッセージ ADDREC を参照）、さらに SKIPREC の以前の値を加える必要
があります。NUMREC の値を指定した場合は、NUMREC パラメータの値を、す
でに追加されているレコードの数だけ減らす必要があります。

not able to allocate 'number' megabyte(s)NOTALM

ADADBM の ALLOCATE 機能を実行しても、指定したスペースは確保されません。説明
フリースペーステーブルに空きスペースの情報があるかどうかを確認します。対処

No authorization to execute ‘utility’ on database ‘dbid’.NOTAUTH

ユーザーに実行権限のないユーティリティを実行しようとすると、このメッセージ
が表示されます。

説明

ユーティリティを終了します。対処

file 'number' not availableNOTAVL

指定したファイルはユーティリティに使用できません。説明
このファイルが使用可能になるまで待つか、現在このファイルを使用中のユーザー
に中止を指示します。

対処

field not a descriptorNOTDESC

ディスクリプタステータスから解除するフィールド、または表示するフィールドは
ディスクリプタではありません。

説明

フィールド名とファイル番号を確認します。対処

Entry does not exist, content: 'topic' / 'entry'NOTEXST

エントリ 'entry' が Adabas コンフィグレーションファイル（ADABAS.INI または
DBnnn.INI）のトピック（またはサブトピック）'topic' にありません。

説明

Adabas コンフィグレーションファイルを更新します。対処

file not loadedNOTLOAD

指定したファイルはロードされていません。説明
ファイル番号を確認します。対処
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file not lockedNOTLOCK

要求されたファイルはロック解除できません。説明
対処は必要ありません。対処

given value not numericNOTNUM

数値を指定する必要があります。説明
数値を入力します。対処

注意: 有効な符号なし整数値のみが数値として受け入れられます（32 ビットプラッ
トフォームの場合は 2**32 未満の値、64 ビットプラットフォームの場合は 2**64 未満の
値）。ドキュメントに明記されていない制限がある場合もあります。十分なメモリ
を利用可能であることなどが、その例です。

database 'number' not converted to version 'number'NOTPOSS

変換は失敗しました。このエラーの原因は、前のメッセージの中に記載されていま
す。

説明

これは、変換が失敗した理由に依存します。対応するメッセージを参照してくださ
い。

対処

ISN(s) to be deleted not presentNOTPRES

削除する ISN は、指定ファイルの制限（MAXISN）を超えているか、使用されてい
ません。後続のエラーメッセージを参照してください。

説明

正しい ISN を指定するか、ADAMUP オプションの ISN_NOT_PRESENT=IGNORE
を使用します。

対処

No TR option for field 'string'NOTR

指定されたディスクリプタでは、ADAMUP の ADD 機能に対するシーケンシャル
入力ファイルに TR オプションが指定されていますが、データベースには指定され
ていません。

説明

データベースのディスクリプタにも同様に TR オプションを定義します。TR オプ
ションが定義されたディスクリプタにアクセスする場合は、この種類のディスクリ
プタに特殊な取り扱い方法がある点に常に注意してください。

対処

No trailing space, container could not be extendedNOTRSPA

RAW デバイスに対してコンテナエクステントを定義した場合には、そのエクステ
ントと物理的に連続した後続の領域に空きスペースが十分にあれば、エクステント
を拡張することが可能です。

説明

EXTEND_CONTAINER ではなく、ADD_CONTAINER を実行します。対処
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Option was not set previouslyNOTSET

削除するオプションは設定されていません。説明
対処は必要ありません。対処

device type not supported by AdabasNOTSUP

先行メッセージに表示されたファイルのオープンエラーです。デバイスは使用でき
ません。これは、複数スレッドに対するテープに PLOG が割り当てられるなどの場
合です。

説明

該当ファイルを適切なデバイスに割り当ててます（RAW ディスク、ファイルシス
テム）。

対処

unique conflict detectedNOTUQ

ユニークオプションが定義されているディスクリプタのインバートまたは検証で、
値の重複が検出されました。

説明

既存のディスクリプタについて ADAINV の VERIFY オプションによってエラーが
報告された場合は、ADABCK でファイルをダンプし、エラー原因の動作に関する

対処

説明とともにサポートセンターにそのファイルを送付してください。
UQ_CONFLICT=RESET オプションを指定した REINVERT 機能を使用して、エラー
を取り除きます。

No timezone database foundNOTZ

プラットフォームによって異なりますが、Adabas は、タイムゾーンデータベース
が、オペレーティングシステムによって提供されるか、Adabas のインストール時
に作成されると想定します。

説明

システム管理者に連絡してください。新しいバージョンのタイムゾーンデータベー
スがインストールされていることが原因で、タイムゾーンデータベースを使用でき
ないことがあります。

対処

no unique descriptors presentNOUQDESCS

対象のファイルにはユニークディスクリプタが定義されていません。説明
ファイル番号を確認します。対処

WORK extend online not possibleNOWOEX

ニュークリアスがアクティブなときに、WORK コンテナを拡張することはできませ
ん。

説明

ニュークリアスをシャットダウンし、再試行してください。対処
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No space allocated for this containerNSPALL

割り当て解除または再割り当てできるスペースは、割り当て済みのものだけです。説明
対処は必要ありません。対処

Not enough free spaceNSPSEC

ディスクセクションに連続する空きスペースが不足しています。説明
ADAREP の FREE_SPACE 機能または LAYOUT 機能を使用して、詳細情報を取得
します。

対処

Parameter NT restricted by licensing, original NT='number', now NT='number'NTLIC

要求されたスレッド数はライセンスによって許可された数を超過しています。デー
タベースは NT の最大許容値で開始されます。

説明

このメッセージを回避するには、表示された値に NT パラメータを変更するか、ラ
イセンスをアップグレードしてください。

対処

synchronization with nucleus lostNUCLOST

次の理由で、ユーティリティとニュークリアスとの同期が失われました。説明

■ユーティリティのユーザーキューエントリの削除
■ニュークリアスの終了

ADAREC：データベースまたはファイルをリストアし、ユーティリティを再実行し
ます。その他：ユーティリティを再実行します。

対処

Adabas nucleus currently not able to perform A2A replication.NUCNOA2A

Adabas ニュークリアスは、レプリケーション出口がアクティブな場合にのみ、
Adabas-to-Adabas レプリケーションを実行できます。レプリケーション出口は、
Adabas Event Replicator の一部です。

説明

レプリケーション出口を使用して Adabas ニュークリアスを再起動します。詳細に
ついては Adabas Event Replicator のドキュメントを参照してください。

対処

Unexpected response code 'number' from system file conversionNUCVTE

ADACVT でデータベースを旧バージョンから変換した後にエラーが発生しました。
ニュークリアスは起動時にシステムファイルを処理します。

説明

次回のニュークリアスシャットダウン時に、システムファイルを再ロード／リオー
ダします。次回のニュークリアス起動時の処理に注意してください。

対処
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Parameter NU restricted by licensing, original NU='number', now NU='number'NULIC

要求されたユーザーキューサイズはライセンスによって許可されたサイズを超過し
ています。データベースは NU の最大許容値で開始されます。

説明

このメッセージを回避するには、表示された値に NU パラメータを変更するか、ラ
イセンスをアップグレードしてください。

対処

Number of additional 'ASSO/DATA' extents currently exhaustedNUMADEXH

ユーティリティあたりで作成されるコンテナの最大数に達しました。内部構造によ
り、1 つのアクティブなユーティリティでは、特定のコンテナ数だけを作成できま
す。

説明

ニュークリアスがアクティブな場合は、シャットダウンして再起動します。アクティ
ブでない場合は、ADADBM を終了して再スタートします。

対処

Online backup not responding, hang up 'date'OBCKTIR

ADANUC と ADABCK の同期を取るオンラインバックアップ処理で、ADABCK 処
理からニュークリアスにシグナルが送信されませんでした。これは、ADABCK が

説明

シグナル 9 を受け取り、特定のポイントで停止されたなどが考えられます。オンラ
インバックアップは無効になり、ニュークリアスは正常に続行されます。
ADABCK 処理がまだ存在しているかどうかを確認して、ダンプを再開します。対処

CANCEL or ABORT possibleOFFCAP

ADAOPR とのニュークリアスオンライン接続は異常終了しましたが、CSA へのア
クセスを介して CANCEL や ABORT は実行できます。

説明

CANCEL または ABORT を実行するか、何もしません。対処

'string' not created in disk section 'string'ONLALL

表示されたコンテナや SAM ファイルにアクセスできるのは、それがディスクセク
ションに作成されている場合だけです。

説明

環境変数とディスクセクションの内容を確認します。対処

'string' of database 'number' not created in disk section 'string'ONLDBA

表示されたコンテナ、または表示されたデータベースの SAM ファイルにアクセス
できるのは、それがディスクセクションに作成されている場合だけです。

説明

環境変数とディスクセクションの内容を確認します。対処
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option only permits one parent fieldOP1P

ハイパー出口で使用できる親フィールドは、HY オプションでは 1 つだけです。説明
ハイパー定義を確認します。対処

dataset 'string', file 'string' could not be openedOPNERR

要求されたデータセットをオープンできませんでした。続いて出力されるエラーメッ
セージに原因が示されています。

説明

後続のエラーメッセージを参照してください。対処

Opening file ‘name’ failed: ‘reason’OPNFAIL

ファイルを開けませんでした。説明
エラーを確認して問題を修正します。対処

option not permittedOPNP

指定したオプションはこの機能では使用できません。説明
入力パラメータを修正します。対処

dataset 'string', file 'string' opened for readonly accessOPRDONL

コンテナファイルをオープンするとき、指定されたコンテナはリードオンリーモー
ドでのみオープンできますが、リードオンリーデータベースがありません（ASSO1

説明

は書き込み可能）。そのコンテナに対する書き込み要求が発行された場合、後でエ
ラーが発生する可能性があることに注意してください。
これが目的の処理であることを確認してください。そうでない場合は、書き込み処
理で使用されるリードオンリーコンテナのファイルプロテクションを変更します。

対処

ORDEXP corruptedORDEXPERR

シーケンシャルデータセット ORDEXP が破損しています。説明
ADAORD EXPORT を再実行します。対処

ADAORD internal error rc: 'number'ORDINTERN

ADAORD で内部エラーが発生しました。説明
'number' を担当のサポートセンターに連絡してください。対処
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Overlay of system file ‘number’ not allowedOVLSYSF

システムファイルのオーバーレイは許可されていません。説明
別のファイル番号を指定します。対処

Paging file too smallPAGFILE

システムのページングファイルが小さすぎることが原因で、現在のユーティリティ
または Adabas ニュークリアスが中断されました。

説明

ページングファイのサイズを大きくします。対処

missing parameter value(s)PARMVAL

ユーティリティは、パラメータの不足により終了しました。説明
パラメータをすべて指定してユーティリティを再実行します。対処

parameter 'string' has become obsoletePAROBS

指定されたパラメータは現在、Adabas でサポートされていません。このパラメー
タは無視されます。

説明

このパラメータをスクリプトから削除します。対処

file only partially loadedPARTLOAD

DS の残量がないか、エクステントがオーバーフローしたため、ファイルは一部だ
けロードされました。

説明

データベースを大きくするか、エクステントオーバーフローの場合はファイルをリ
オーダしてオプション SKIPREC=すでにロードされているレコード数で ADAMUP
を再実行します。

対処

Failure on accessing image 'string': 'string'PCREATE

表示されたイメージが存在しないか、そのイメージにアクセスできません。説明
関連付けられた環境変数とイメージファイルを確認します。対処

periodic group or MU field requiredPEMU

指定されたエレメント名は、ピリオディックグループまたは MU フィールドの名前
ではありません。

説明

入力行を修正します。対処
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periodic group or MU field not permitted in name-name elementPEMUNOT

名前間エレメント内では、最初と最後の名前はエレメンタリフィールドである必要
があります。名前の間にピリオディックグループまたは MU フィールドを使用する
ことはできません。

説明

入力行を修正します。対処

pending AUTORESTARTPENDRES

ユーティリティを起動しようとしましたが、前回のニュークリアスセッションが異
常終了しています。または、ADAOPR SHUTDOWN の後でユーティリティを起動
しましたが、Adabas ニュークリアスが終了していませんでした。

説明

ニュークリアスを起動し、自動再スタートを実行します。後者の場合、ニュークリ
アスのログファイル（NUC.LOG）にメッセージ "shutdown completed"（シャット

対処

ダウンの完了）が表示されるまで待ちます。ユーティリティが再起動したら、メッ
セージ"Pending Autorestart"（自動再スタートの保留中）が表示されなくなります。

parent-field must have alpha formatPFAL

対応するフィールドは英数字フォーマットである必要があります。説明
入力行を修正します。対処

parent field may not be group or PE-groupPFGR

サブ／スーパー／フォネティックディスクリプタが使用する親フィールドには、グ
ループやピリオディックグループは指定できません。

説明

フィールド名が正しいかどうか確認します。対処

parent field not definedPFND

サブ／スーパーディスクリプタの定義に、未定義のフィールドが含まれています。説明
入力行を修正します。対処

periodic group may only be defined at level 1PGL1

ピリオディックグループはレベル 1 でしか定義できません。説明
入力行を修正します。対処
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periodic group must have less/equal 255 elementsPGOVL

ピリオディックグループ内に許可された最大エレメント数、255 を超える値を指定
しようとしました。

説明

FDT を再設計します。ピリオディックグループを分割することを検討してくださ
い。

対処

PHON-descriptor not allowedPHNA

フォネティックディスクリプタは、このコンテキストでは指定できません。説明
入力行を修正します。対処

Descriptor 's' is a primary key, drop referential constraint(s) firstPKDRPCNST

ディスクリプタは、参照制約で使用される場合はリリースする必要はありません。説明
最初に参照制約をドロップします。対処

can't close active 'string' of database 'number' in disk section 'string'PLACT

起動しているデータベースで現在使用されている PLOG ファイルをクローズするこ
とはできません。

説明

入力値を修正します。対処

protection log emptyPLEMPTY

空の PLOG ブロックが検出されました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

PLOG extent overflow avoided, session cancelledPLEXTOVFL

PLOF ファイルエクステント数が 65535 に達しました。ニュークリアスはエクステ
ントカウンタのオーバーフローを防ぐためにシャットダウンしました。

説明

データベースニュークリアスを再起動します。対処

there is no opened 'string' of database 'number' in disk section 'string'PLNOTO

RECPLG によって示されたディスクセクションに、指定した PLOG 番号を持つク
ローズしていない PLOG ファイルはありません。

説明

論理名 RECPLG、PLOG、または DBID 番号を修正します。対処
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Parameter PLOG restricted by licensing, original PLOG=set, now PLOG=disabledPLOGLIC

ライセンスにより、プロテクションログを有効にしてデータベースを実行すること
はできません。ロギングは無効になりました。

説明

このメッセージを回避するには、NOPLOG でデータベースを開始するか、ライセ
ンスをアップグレードしてください。

対処

PLOG switch failed.PLOGSW

古い PLOG ファイルに一部のブロックを書き込めなかったことが原因で、PLOG ス
イッチが失敗しました。このエラーは、特に、PLOG がリモートファイルシステム

説明

に格納されている場合に発生します。パフォーマンス上の理由から、書き込みエラー
は、ファイルに書き込むことができない最初のブロックの書き込み処理中に通知さ
れるのではなく、後続の I/O コマンドで通知されます。
ニュークリアスパラメータ UNBUFFERED=(...,NOPLOG) と UNBUFFERED=CLEAR
は指定しないでください。このようにすると、各 PLOG ブロックの書き込み後に

対処

ファイルの同期が実行されるので、古い PLOG に書き込まれたブロックを解放でき
なくなります。ただし、UNBUFFERED=(...,PLOG) を使用する場合は、一定時間後
に PLOG スイッチを開始するなどして、PLOG を含むファイルシステムがいっぱい
にならないようにする必要があります。

PLOG write errorPLOGWRER

PLOG への書き込みが失敗しました。このメッセージとともに、発生したエラーの
種類を示す他のいくつかのメッセージが出力されます。

説明

十分なフリースペースがあり、I/O の問題がないファイルシステムまたは RAW デ
バイスに PLOG を割り当て、ニュークリアスを再起動します。

対処

注意: 特に、I/O エラーが原因でこのエラーが発生した場合は、書き込みできなかっ
た PLOG ブロックの前にある PLOG の一部が破損する可能性もあります。そのた
め、リストア／再生成が必要な場合はデータが失われないように、できるだけ早く
新しいバックアップを作成することをお勧めします。

Database 'number' overflow of WORK, time 'string'PLOVFL

次の処理中に、WORK データセット内のプロテクションログエリアでオーバーフ
ローが発生しました。

説明

■ニュークリアスの実行中
■自動再スタート中
■再生成機能の使用中

このメッセージは、ユーザーに対して暗黙の BT が実行されたこと、または XA ト
ランザクションがヒューリスティックに終了したことを示します。
WORK データセットのサイズを大きくするか（ADADBM EXTEND_CONTAINER
機能）、既存の WORK データセットをより大きなものに置き換えます（ADADBM
NEWWORK 機能）。

対処
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PLOG must be specified before DATASETPLPLINV

ADAPLP の PLOG パラメータは、DATASET パラメータの前に指定した場合のみ
処理されます。

説明

DATASET パラメータの前に PLOG パラメータを指定し、再度 ADAPLP を実行し
ます。

対処

FILE required if ISN is specifiedPLRFILE

ADAPLP のパラメータ ISN を使用できるのは、ファイルが FILE パラメータを介し
て指定されている場合だけです。

説明

入力行を修正します。対処

not all requested blocks removedPREDCONT

ADADBM REDUCE_CONTAINER は一部のブロックを削除できませんでした説明
最後のコンテナの空きブロックのみを縮小します。対処

Preparing emergency auto restartPREPEMAR

WORK がオーバーフローしたため、ニュークリアスを中断する必要があります。そ
うしないと、オープンしたトランザクションを全部はロールバックできなくなる可

説明

能性があります。これは、トランザクションをバックアウトする際に、WORK に確
保するスペースが大きくなる場合があるためです。
ニュークリアスを再起動します。対処

password 'string' not foundPWNF

指定したパスワードがセキュリティファイル内に見つかりません。説明
正しいパスワードを入力します。対処

password 'string' already in usePWUSE

指定したパスワードはすでにセキュリティファイルに存在します。説明
新しいパスワードを入力します。対処

Raw section 'string' is corrupt or not initializedRAWCORRUP

RAW ディスクセクションが初期化されていなかったか、ディスクセクションで破
損が検出されました。破損の原因として、別のプログラムがディスクセクションに
書き込んだ可能性があります。

説明

RAW セクションが初期化されていなかった場合は、ADADEV INITIALIZE を使用
して初期化します。ディスクセクションが破損している場合は、ディスクセクショ

対処

ンを再作成する必要があります。破損の状態によっては、そのディスクセクション
に格納されているデータベースに引き続きアクセスできる場合があります。この場
合は、ディスクセクションを再作成する前に、データベースをシャットダウンし、
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バックアップを作成する必要があります。ディスクセクションの再作成後に、ディ
スクセクションに格納されているデータベースを再作成し、最新のバックアップと
プロテクションログからデータベースの内容をリストアできます。

REGENERATE = file list is no longer supportedRCNOFL

ADAREC では、ET ロジックを使用しない再生成機能はサポートされなくなりまし
た（リリースノートを参照）。

説明

ADAREC REGENERATE=* を使用します。EXCLUDE_FILES パラメータを使用す
れば、選択したファイルだけを再生成できます。

対処

DBID or FDT required as first inputRDBFDT

起動したユーティリティに対する最初の入力パラメータは DBID か FDT である必要
があります。

説明

入力行を修正します。対処

dataset 'string', RABN 'number' read errorRDERR

指定したデータセットが読み込まれませんでした。続いて出力されるエラーメッセー
ジに原因が示されています。

説明

後続のエラーメッセージを参照します。対処

Disk section device file path name required as first inputRDEVPN

すべての入力の前に、SECTION=<セクション名> を指定する必要があります。説明

Nucleus can only be started in read-only mode.RDONLRQ

読み取り専用ユーティリティがアクティブだったので、ニュークリアスの更新を開
始できませんでした。読み取り専用ユーティリティは、データベースのアクティビ

説明

ティとユーティリティの更新を同期するための UCB エントリを書き込めません。
ユーティリティとニュークリアスを同期できないので、ニュークリアスの更新を開
始できません。

競合の原因となっているユーティリティが終了したら、ニュークリアスの起動を再
試行するか、OPTIONS=READONLY を指定してニュークリアスを起動します。
環境変数 WORK1 を修正するか、または READONLY オプションを指定してニュー
クリアスを再スタートします。

対処
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Dataset WORK1, READONLY is not permittedRDONP

WORK1=READONLY が定義されましたが、対応するデータベースがリードオン
リーデバイス上に見つからないか、現在のセッションが READONLY オプションを
指定して実行されていません。

説明

環境変数 WORK1 を修正するか、または READONLY オプションを指定してニュー
クリアスを再スタートします。

対処

Error reading DBnnn.INI fileREADDBINIERR

DBnnn.INI ファイルの読み込み中にエラーが発生しました説明
ファイルが存在し、読み込み可能であることを確認します。対処

Error when reading container fileREADERR

コンテナファイルを読み込もうとしたときに、回復不能なエラーが発生しました。説明

Error when reading SAM fileREADERR

SAM ファイルを読み込もうとしたときに、回復不能なエラーが発生しました。説明

Error reading ADABAS.INI fileREADINIERR

ADABAS.INI ファイルを読み込めませんでした。説明
ADABAS.INI の権限を確認し、読み込みを再試行します。対処

ADAREC REGENERATE currently activeRECACT

再生成処理中、データベースは ADAREC によって排他的にロックされます。説明
対処は必要ありません。対処

'number' 'string' command(s)RECCMD

Adabas は、ニュークリアス起動後、ADAREC REGENERATE の開始前に、表示さ
れたコマンドを処理しました。

説明

データベースの整合性が保たれているかどうかを確認します。対処

MU Field has an embedded empty field count in RABN 'number' , rp='hex-number',
ISN='number'

RECEEC

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
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Empty field count, rp='hex-number' found for NN option field 'string', ISN='number'RECENN

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、圧縮解除、圧縮、ロー
ド／インポートを順に実行します（一部のデータがなくなる場合があります）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

Empty field count, rp='hex-number' found for non-NU option field 'string',
ISN='number'

RECENU

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、圧縮解除、圧縮、ロー
ド／インポートを順に実行します（一部のデータがなくなる場合があります）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

Field found in empty periodic group 'string', rp='hex-number', ISN='number'RECEPE

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、圧縮解除、圧縮、ロー
ド／インポートを順に実行します（一部のデータがなくなる場合があります）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

Record structure error in RABN 'number' , rp='hex-number', expected end address
not the same as actual end address

RECERR

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、圧縮解除、圧縮、ロー
ド／インポートを順に実行します（一部のデータがなくなる場合があります）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。
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Field 'string' invalid 2 byte length of 'number', RABN 'number', rp='hex-number',
ISN='number'

RECFL2

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、圧縮解除、圧縮、ロー
ド／インポートを順に実行します（一部のデータがなくなる場合があります）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

Field 'string' invalid length of 'number', RABN 'number', rp='hex-number'
ISN='number'

RECFLN

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、圧縮解除、圧縮、ロー
ド／インポートを順に実行します（一部のデータがなくなる場合があります）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

Invalid starting block 'number' found in first blockRECISB

PLOG の最初のブロックで無効なブロック番号が見つかりました。説明
ADAREC で PLOG を使用してデータベースを再生成できないため、ADABCK を使
用してデータベースをバックアップします。当該 PLOG を担当のサポートセンター
に送付してください。

対処

Before image mismatch for ISN 'number' in file 'number'RECMIS

プロテクションログの処理中に、実行コマンドからニュークリアスレスポンスコー
ドが返されました。

説明

エラーに関連付けられたレコード番号のブロックを調査します。ADABCK を指定
してファイルをリストアした際に、正しいダンプが指定されなかった可能性があり

対処

ます。このエラーが発生した場合、ファイルの状態は、コマンドを実行したときの
状態とは違っています。
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MU Field length of 'number' in RABN 'number' , rp='hex-number', ISN='number'RECMLN

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、圧縮解除、圧縮、ロー
ド／インポートを順に実行します（一部のデータがなくなる場合があります）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

record NOT found for ISN 'number' in file 'number'RECNOTF

表示されたファイルで、表示された ISN のレコードが見つかりません。説明
正しい BACKUP からリストアしたこと、正しい順序で PLOG を再生成したこと、
正しいファイルを再ロードしたこと、ニュークリアスを OPTIONS = UTILITIES_ONLY
で起動したこと、正しいユーティリティを再実行したことを確認します。

対処

Empty field, rp='hex-number' found for NU option field 'string', ISN='number'RECNUP

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、圧縮解除、圧縮、ロー
ド／インポートを順に実行します（一部のデータがなくなる場合があります）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

Periodic group 'string' has invalid index 'number', rp='hex-number', ISN='number'RECPEI

RABN/ISN のデータが破損しています。説明
次の対処方法のいずれかに従います。対処

■ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、圧縮解除、圧縮、ロー
ド／インポートを順に実行します（一部のデータがなくなる場合があります）。

■ファイルをリストアして再生成してから、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

135メッセージおよびコード

ユーティリティエラーメッセージ



record too big for data-storage deviceRECTOOBIG

使用デバイスに対して、圧縮レコードが大きすぎます。説明
レコードサイズを小さくするか、ブロックサイズの大きいデバイスを使用するか、
パディングファクタを小さくします。

対処

Updates performed between Nucleus and Regenerate's startupRECUPD

ニュークリアスを起動した後、再生成処理を開始する前に、更新作業が実行されま
した。この場合、ADAREC の REGENERATE 機能によってエラーが報告される可
能性があります。

説明

エラーが報告された場合は、データベースをリストアして、再生成処理を再実行し
てください。ニュークリアスは OPTIONS=UTILITIES_ONLY を指定して起動する
必要があります。

対処

Re-execute all SYNP Utility functions starting from block 'number'REEXEC

ADARC は、1 つ以上のユーティリティ機能を再実行できませんでした。これはユー
ザーが手動で行う必要があります。

説明

機能を手動で再実行します。RESTARTP メッセージが後に続く場合は、ADAREC
ユーティリティを再起動して再生成を続行する必要があります。PROCESSED メッ

対処

セージが続く場合は、ユーティリティ機能を再実行した後に Adabas プロテクショ
ンログの再生成が完了します。

Regenerating ONLY data-storage for file 'number'REGDAT

再生成時にインデックスエラーが発生しました。ただし、データの再生成は続行さ
れます。

説明

再生成処理が終了したら、REINVERT=ファイル番号、ALL_FIELDS を指定して
ADAINV を実行します。

対処

protection log was generated by REGENERATE functionREGENPL

割り当てられたプロテクションログに、前のプロテクションログを再生成したとき
に ADAREC が出力したエントリが含まれています。

説明

正しいプロテクションログが割り当てられていることを確認します。対処

Unable to remove shared memory ('hex number')REMSHM

分離された共有メモリプロシージャ内では、共有メモリは削除できません。説明
UNIX ユーザー - ipcs コマンドまたは showipc ツールを使用して共有メモリキー
'hex number' を探してください。このキーは、ipcrm または showipc -k を指定する
と削除できます。PC ユーザー - ありません。

対処
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unique status removed on descriptorREMUQ

ユーザーが指定した処理により、ディスクリプタのユニークステータスが解除され
ました。

説明

対処は必要ありません。対処

Renumber errorRENUMERR

RENUMBER パラメータの指定が正しくありません。詳細については、『ユーティ
リティマニュアル』でこのパラメータの説明を参照してください。

説明

RENUMBER パラメータを正しく指定します。対処

Invalid start flag in UI detected, now repairedREPUI

Adabas インデックス処理は不一致を検出し、修復しました。説明
通常の処理を続行します。ただし、これが頻発する場合は、サポートセンターに連
絡してください。

対処

DBID required as first inputREQDBID

データベースを指定しないで、機能を実行しようとしました。説明
DBID を指定してください。対処

FILE required as next inputREQFIL

次にキーワード FILE を入力する必要があります。説明
キーワード FILE を入力します。対処

database 'number' already at structure level for version 'vers'REQLEV

データベースはすでに要求されたレベルにあります。説明
対処は必要ありません。対処

UCB reset denied, process with pid 'number' aliveRESDEN

アクティブなユーティリティの UCB エントリはリセットできません。説明
UNIX ユーザー - RSET=UCB 機能に指定された IDENT を修正するか、'ps' コマンド
を備えたユーティリティを調べてください。PC ユーザー - RESET=UCB 機能に指定

対処

した IDENT を修正するか、Windows NT のタスクマネージャか、それと同等の機
能を有するツールを使って、ユーティリティを確認してください。
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error detected in reusage chain at rabn <rabn>, cut chainREUCUT

インデックス再利用チェーンには無効なブロックがあります。チェーンは完全に切
断されました。これは、データベースの整合性には影響しませんが、インデックス
ブロックは失われます。

説明

失われたインデックスブロックを元に戻すため、表示された RABN を含んでいる
ファイルのインデックスを再インバートします。ADAVFY の INDEX 機能を使用す
ると、失われたブロック数を表示することができます。

対処

Reusage rabn 'number' of file 'number' out of range, not insertedREULOST

インデックスブロックを再利用チェーンに挿入しているときにエラーが発生しまし
た。

説明

表示されたブロック番号が、表示されたファイルの割り当て済みインデックスブロッ
ク内に存在するかどうかを確認します。インデックスブロックが多数失われた場合
は、ADAVFY INDEX を使用してください。

対処

Adabas nucleus terminated by replication exit with dumpREXABORT

Adabas Event Replicator などによって提供されるレプリケーション出口が、回復不
能なエラーを検出し、ダンプを伴って Adabas ニュークリアスプロセスの終了を開
始しました。

説明

詳細については、レプリケーション出口を提供した製品のドキュメントを参照して
ください。

対処

Adabas nucleus terminated by replication exitREXCANCEL

Adabas Event Replicator などによって提供されるレプリケーション出口が、回復不
能なエラーを検出し、Adabas ニュークリアスプロセスの終了を開始しました。

説明

詳細については、レプリケーション出口を提供した製品のドキュメントを参照して
ください。

対処

Definition of referential constraint 'name' failed, reason 'reason'RIDEF

参照制約 name の定義に失敗しました。理由は数字で示されます。説明

説明数値

プライマリ／外部ファイルがロードされていません1

システムファイルのない RI です2

プライマリ／外部キーが見つかりません3

プライマリがユニークではありません4

長さ／フォーマットが一致しません5

制約名にエラーがあるか、ユニークではありません6

制約アクションが無効か、許可されていません7
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説明数値

SET_NULL と NC/NN のオプションが一致しません8

プライマリ／外部フィールド名がディスクリプタでないか、ディスクリプタ
オプションが許可されていません

9

自己参照指定にエラーがあります10

プライマリ／外部フィールドがすでに参照されているか、RI 制約がすでに存
在します

11

データ保全性違反です12

無効なスーパーディスクリプタリファレンスです13

NOBT ファイルのない RI です14

返された理由番号によって対処は異なります。対処

invalid specification for a default (reason='rsp')RIIDFL

指定されたデフォルト値は無効です。ニュークリアスから通知される Adabas レス
ポンスコードに理由が示されます。

説明

デフォルト値を修正します。対処

ISN 'isn' of file 'file' has no reference in file 'rfile'RIINOR

データロード時に参照整合性エラーが発生しました。説明
参照整合性に必要な欠落しているデータをファイル rfile に指定します。対処

Reference to missing file 'file' detectedRIMISF

ユーティリティで処理するように指定されていないファイルを参照している、参照
整合性制約が見つかりました。

説明

参照整合性制約を削除するか、参照ファイルを指定します。対処

Primary file of referential constraintRIRFSH

参照整合性制約のプライマリファイルとなっているファイルには、PGM_REFRESH
を設定できません。

説明

ISN に 0 を指定した E1 コマンドでは、ファイルのすべてのレコードを削除しない
でください。代わりに、例えば、ADADBM REFRESH で参照制約のプライマリファ
イルとセカンダリファイルを指定できます。

対処
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Cannot read ‘key’ key from DBnnn.INI fileRKEYERR

DBnnn.INI ファイルからキーを読み取れませんでした。説明
DBnnn.INI ファイルがアクセス可能で、キーがファイル内にあることを確認しま
す。

対処

resulting length has to be less-equal 'number'RLLE

スーパーディスクリプタの長さは、メッセージに示された値以下にする必要があり
ます。

説明

入力行を修正します。対処

RABNs not availableRNOTAV

ALLOCATE の場合は、RABN はデータベースに含まれていないか、すでに使用さ
れています。

説明

DEALLOCATE の場合は、RABN が指定ファイルにないか、割り当て解除する RABN
が使用中であるか、アドレスコンバータの RABN が最後のエクステントにないかの
いずれかです。
ADAREP による出力を使用して、使用可能な RABN を確認します。対処

RABN 'number' not availableRNOTFREE

パラメータ ACRABN、DSRABN、UIRABN、または NIRABN に指定されている
RABN 'number' はすでに使用されています。

説明

有効な RABN を指定します。対処

Readonly database, some functions disabledRONLYDB

このメッセージには、次の 2 つの理由が考えられます。説明

1. リードオンリーデータベースに対してユーティリティを実行しているため、デー
タベースに変更を行わない機能だけが有効です。

2. データベースコンテナの更新権限がありません。これは、管理者グループ（通
常、"sag"）に属していない場合に発生する可能性があります。

読み取り専用データベースに対する変更が必要な場合は、データベースを通常のデー
タベースに変更してから再試行してください。権限がない場合は、十分な権限を持
つユーザーがユーティリティ処理を実行する必要があります。

対処

注意: 書き込み権限がないので、ユーティリティはチェックポイントを作成しませ
ん。
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Structure error in checkpoint record (ISN 'number')RPCPERR

ISN 'number' のチェックポイントレコードに内部的な構造エラーがあります。説明
Adabas チェックポイントファイルをアンロードして、それをサポートセンターに
送付してください。その後、チェックポイントファイルを圧縮解除してから、圧縮
して再度ロードします。

対処

Replication system files already definedRPLFID

レプリケーションシステムファイルがすでに存在する場合は、ADADBM
REPLICATION_FILES を再度実行しないようにする必要があります。

説明

既存のすべての Adabas - Adabas レプリケーションを無視して、新しいレプリケー
ション定義を定義する場合は、まず ADADBM REMOVE_REPLICATION を実行す
る必要があります。

対処

Offline database access failedRPOFFF

オンラインデータベースで機能する ADAREP を使用しましたが、ニュークリアス
がその間に停止しました。物理コンテナの割り当ては設定されていません。

説明

コンテナ割り当てを設定し、ADAREP にオフラインでアクセスして再スタートしま
す。

対処

INV, REINV, REL, SET_UQ, SUM, RESET _UQ or VER. required nextRQINVF

next キーワードは、INVERT、REINVERT、RELEASE、SET_UQ、SUMMARY、
RESET_UQ または VERIFY のいずれかになっている必要があります。

説明

入力行を修正します。対処

dataset 'string', read errorRSERR

指定したデータセットが読み込まれませんでした。続いて出力されるエラーメッセー
ジに原因が示されています。

説明

後続のエラーメッセージを参照します。対処

reserved field nameRSFN

指定したフィールド名は予約済みです。説明
フィールド名を修正します。対処
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format buffer generates a record buffer larger than 'number'RTOOBIG

指定したフォーマットバッファでレコードがオーバーフローしました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

invalid index level 'number' in reusable RABN 'number'RUIERR

インデックス再利用のチェーンが破損しています。説明
ディスクリプタを再インバートするオプションを指定するか、またはフィールドを
すべて指定（メッセージの内容がディスクリプタに関係ない場合）して、ADAINV
を実行してから、担当のサポートセンターにお問い合わせください。

対処

invalid length of 'number' in reusable RABN 'number'RULERR

インデックス再利用のチェーンが破損しています。説明
ディスクリプタを再インバートするオプションを指定するか、またはフィールドを
すべて指定（メッセージの内容がディスクリプタに関係ない場合）して、ADAINV
を実行してから、担当のサポートセンターにお問い合わせください。

対処

Loop in NI reusage chainRUNILOOP

インデックス再利用のチェーンが破損しています。説明
ディスクリプタを再インバートするオプションを指定するか、またはフィールドを
すべて指定（メッセージの内容がディスクリプタに関係ない場合）して、ADAINV
を実行してから、担当のサポートセンターにお問い合わせください。

対処

invalid RABN 'number' in reusable RABN 'number'RURERR

インデックス再利用のチェーンが破損しています。説明
ディスクリプタを再インバートするオプションを指定するか、またはフィールドを
すべて指定（メッセージの内容がディスクリプタに関係ない場合）して、ADAINV
を実行してから、担当のサポートセンターにお問い合わせください。

対処

Loop in UI/MI Reusage chainRUUILOOP

インデックス再利用のチェーンが破損しています。説明
ディスクリプタを再インバートするオプションを指定するか、またはフィールドを
すべて指定（メッセージの内容がディスクリプタに関係ない場合）して、ADAINV
を実行してから、担当のサポートセンターにお問い合わせください。

対処
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Access error to the disk section stringSACERR

ディスクセクションのデバイスファイルに対するシステムコールが異常終了しまし
た。

説明

続いて出力される 'errno' メッセージを参照します。対処

Directory must not be specified for SAM file 'string'SAMDIR

Adabas シーケンシャルファイルとしてディレクトリを指定することはできません。説明
Adabas シーケンシャルファイルの環境変数に、処理するディレクトリ内のファイ
ルを設定します。

対処

same input file assigned twiceSAMEFIL

複数のファイルから成る Adabas バックアップコピーをアンロードするときに、同
じ入力ファイルが 2 回割り当てられました。

説明

入力ファイルの割り当てを確認し、ユーティリティを再起動します。対処

Error when opening SAM fileSAMOERR

シーケンシャルファイルのオープンに問題があります。説明
オープンエラーの理由を確認してください（ファイル名の誤り、権限の不足など）。
理由は先行メッセージに表示されます。

対処

SAM file created on different platformSAMPLATF

ユーティリティは、同じエンディアンのプラットフォームで作成された SAM ファ
イルのみを処理できます。

説明

適切なエンディアンのプラットフォームで SAM ファイルを処理します。対処

Security by value definition not exportedSBVNOTEXP

1 つ以上のセキュリティバイバリュー定義をエクスポートできませんでした。これ
は、メインフレームをターゲットプラットフォームとしてエクスポートしたので、

説明

サーチバッファに W フォーマットのフィールドが含まれていることが理由です。こ
のエラーは、以前、セキュリティバイバリュー定義をエクスポートしているときに
発生した WMFEXP 警告の結果です。
WMFEXP の対処を参照してください。対処
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'string' already created in disk section 'string'SCACRE

表示されたコンテナまたは SAM ファイルは、すでにディスクセクションに存在し
ます。

説明

スペースの割り当てを解除し、環境変数を変更します。対処

'string' of database 'number' already created in disk section 'string'SCADBC

表示されたコンテナ、または表示されたデータベースの SAM ファイルは、すでに
ディスクセクションに存在します。

説明

スペースの割り当てを解除し、環境変数を変更します。対処

Disk section not emptySECNOE

ユーザーは、ディスクセクションで RESET を実行しようとしました。そのセクショ
ンには、現在コンテナまたはシーケンシャルファイルが含まれています。

説明

RESET を実行する前に、ディスクセクション内のすべてのコンテナとシーケンシャ
ルファイルの割り当てを解除します。

対処

'filename' in raw section 'sectionname' is in use and must not be deallocatedSECINUSE

Adabas のデータベースコンテナまたはシーケンシャルファイルをニュークリアス
かユーティリティが使用しているときに、そのデータベースコンテナまたはシーケ
ンシャルファイルの割り当てを解除することはできません。

説明

ニュークリアスまたはユーティリティの処理が終了するまで待ちます。ニュークリ
アスが CLOG または PLOG を使用している場合には、ADAOPR FEOF 機能を実行
すれば、CLOG または PLOG をクローズできます。

対処

Invalid raw section name 'string' (returned type 'number')SECINVNAME

指定した RAW セクション名が無効です。タイプ番号が返されますが、この番号は
次に示すように、指定した名前のファイルタイプを表します。

説明

説明タイプ番号

予期しないファイルタイプ-2

システムエラー（無効なファイル名、アクセス権限など）-1

通常のファイル0

テープデバイス1

ブロックデバイス2

RAW デバイス3

名前付きパイプ5

ディレクトリ6
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対処

有効な RAW セクション名を指定します。

処置

password must not contain any special charactersSEINVPW

無効なパスワードが指定されました。説明
正しいパスワードを指定します。対処

Semaphore could not be createdSEMGET

セマフォを作成できませんでした。この原因としては、オペレーティングシステム
が割り当てた IPC リソースが不足していることが考えられます。特に、オペレー

説明

ティングシステムパラメータ SEMMNI または "SEM" で始まっている他のパラメー
タが小さすぎる可能性があります。詳細については、インストールに関する『ドキュ
メント』を参照してください。
オペレーティングシステムのパラメータを調整します。対処

Synchronization semaphore lost, recreatedSEMLOST

Adabas に使用されるセマフォは同期地点に到達すると使用できなくなります。こ
れは、UNIX コマンド "ipcrm" を使用してセマフォエントリが削除されたときに発
生する可能性があります。Adabas はセマフォを再作成し、処理を続行します。

説明

ipcrm を使用したユーザーがいないかどうかを確認してください。対処

Semaphore could not be created, system limit reachedSEMNCR

ユーティリティは、要求されたセマフォを生成できませんでした。説明
UNIX のセマフォテーブルをチェックしてクリーンアップするか、十分な数のセマ
フォを指定して UNIX のカーネルを再構築します。

対処

number of files in list may not exceed 'number'SEMUCNT

ファイルリストに指定されているファイル数が多すぎます。説明
1 つのファイルリストに指定するファイルを 'number' 個にします。対処

FB not in FDT sequence for separator option (field 'name')SEPINV

ADACMP の SEPARATOR オプションを使用する場合、指定するフィールドは FDT
に定義したフィールドと同じ順序にする必要があります。

説明

フィールドの順序を修正します。対処
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Too many passwords to displaySEPWOVF

表示機能に対してパスワードがオーバーフローしました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

Export with SORTSEQ for ADAM file not allowedSEQNA

ADAM ファイルは物理順でしかエクスポートできません。説明
入力行を修正します。対処

Exactly one file must be specifiedSEV1FL

セキュリティバイバリューの指定では、ファイル番号は 1 つしか指定できません。説明
ファイル番号を修正します。対処

Unable to specify value criteria, file 'number' not loadedSEVFNL

セキュリティバイバリューの指定に使用されているファイルはデータベースにロー
ドされていません。

説明

ファイル番号を修正するか、最初にファイルをロードしてください。対処

Value criterion too long, max record buffer length exceededSEVRBOVF

バリュー条件の合計が、ニュークリアスに転送可能なバッファを超過しました。説明
バリュー条件のサイズを小さくして、サポートセンターに連絡してください。対処

Syntax error in 'string' search bufferSEVSB

ACCESS/UPDATE 条件に対して指定されたサーチバッファが無効です。説明
サーチバッファの正しい構文については、『Adabas コマンドリファレンスマニュ
アル』を参照してください。

対処

Format error in 'string' search buffer at field 'string'SEVSBF

ACCESS/UPDATE サーチバッファに指定されたフィールド名が無効です。説明
サーチバッファの正しい構文については、『Adabas コマンドリファレンスマニュ
アル』を参照してください。

対処
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Syntax error in 'string' value bufferSEVVB

ACCESS/UPDATE 条件に対して指定されたバリューバッファがフィールドに対し
て無効なデータを含んでいます。

説明

サーチバッファのフィールドに対して指定された値を確認します。対処

Field in 'string' value buffer inconsistent with search bufferSEVVBL

ACCESS/UPDATE 条件のバリューバッファおよびサーチバッファの長さが一致し
ていません。サーチバッファの指定フィールドには、より多くの値が予期されてい
ます。

説明

サーチバッファのフィールドに対する値の長さを確認します。対処

subsequent file extents not possible with input redirectionSFNOTPO

Adabas は後続ファイルのプロンプトによる入力を試行しますが、入力のリダイレ
クトが使用されています。

説明

プログラムを対話形式で起動します。対処

structure level mismatch on sequential file: 'filename'SFSLMM

異なるバージョンの Adabas で作成されたシーケンシャルファイルにユーティリティ
がアクセスしようとしました。このアクセスは、構造が異なるため不可能です。通

説明

常、旧バージョンで作成された入力ファイルはサポートされますが、新バージョン
で作成された入力ファイルには旧バージョンからはアクセスできません。

このエラーは、CLOGLAYOUT=6 で開始したニュークリアスセッションで作成され
たコマンドログを ADACLP で処理した場合も発生する可能性があります。
割り当てられている入力ファイルを確認します。対処

CLOGLAYOUT=6 で開始されたニュークリアスセッションで作成されたコマンドロ
グの場合は、ADACLP の代わりに prilogc を使用します。詳細については、『ユー
ティリティ』の「付録 B - prilogc」を参照してください。

Adabas shared memory service not availableSHMNOA

Windows Vista および Windows Server 2008 以降の新しい Windows オペレーティ
ングシステムでは、Adabas は共有メモリサービスを必要とします。このサービス
を使用できません。

説明

サービスを開始します。詳細については、『管理マニュアル』の「Windows 上の
Adabas サービス、Adabas 共有メモリサービス」を参照してください。

対処
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DVT required not present, file created using the SHORT optionSHORTOPT

ディスクリプタが定義されているデータベースファイルに対して一括追加を行おう
としていますが、一括追加用の入力ファイルに、要求されたディスクリプタバリュー
テーブルエントリ（DVT）がありません。

説明

DVT エントリが含まれている入力ファイルを指定するか、一括追加の対象データ
ベースファイルに存在しているディスクリプタをすべて解放します。

対処

signal 'number' occurredSIGNAL

予期しないシグナルがシステムで発生しました。説明
サポートセンターにシグナル番号を連絡してください。対処

standard length out of rangeSLOR

指定された長さ値は大きすぎます。253 を超える長さ値は、LA または L4 オプショ
ンが指定されたフィールドにのみ使用できます。

説明

長さ指定を修正するか、LA または L4 オプションを指定します。対処

Structure level mismatch, first sector corrupted or not initializedSMMSEC

このメッセージが表示されても、ディスクセクションが初期化されていない場合は
正常です。ディスクセクションが異なるバージョンの Adabas によって初期化され

説明

ている可能性もあります。構造が変更されている場合は、このバージョンの Adabas
ではディスクセクションにアクセスできません。
この処理の内容に不明な点がある場合には、担当のサポートセンターにお問い合わ
せください。

対処

SMP initialization failed with ('number'): 'string'SMPIERR

処理の初期化でエラーが発生しました｡説明
表示されたエラーテキストを確認します。エラーテキストはオペレーティングシス
テムから出力されています。オペレーティングシステムの問題が解消するように、

対処

いろいろと試してみてください。問題を解消できない場合は、担当のサポートセン
ターにお問い合わせください。

Null pointer from SMP resource allocation in line <number>SMPNULL

内部 Adabas コンポーネント SMP のリソース割り当てに失敗しました。このエラー
は特に、プロセスに使用できるメモリが不足している場合に発生することがありま
す。

説明

スワップスペースとアクティブな処理数を確認します。対処

OpenVMS：ワーキングセット割当（Wsquo）とページファイル割当（Pdflquo）を
適宜調整します。
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Space already allocated for 'string' in disk section 'string'SPAALL

表示されたコンテナまたはシーケンシャルファイルには、ディスクセクションのス
ペースがすでに割り当てられています。

説明

対処は必要ありません。対処

Space already allocated for 'string' of database 'number' in disk section 'string'SPADBA

表示されたコンテナ、または表示されたデータベースの SAM ファイルには、ディ
スクセクションのスペースがすでに割り当てられています。

説明

対処は必要ありません。対処

Sorting: internal error 'number' (in hex)/ 'number' (in hex)SRTERR

ソート処理で内部エラーが発生しました。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

sort file too smallSRTFIL

指定された SORT ファイルは小さすぎます。説明
大きな SORT ファイルを指定するか、2 つ目のファイルを割り当てます。対処

Sort file too small or work pool too largeSRTWRK

指定された SORT ファイルが小さすぎるか、指定されたワークプールが SORT ファ
イルに対して大きすぎます。

説明

SORT ファイルのサイズを修正するか、ワークプールが適切になるように修正しま
す。

対処

same sub-/super-descriptor already presentSSAP

同じ名前のサブ／スーパーディスクリプタがすでに存在しています。説明
入力行を修正します。対処

counter overflow ('string') occurred, info will be resetSTAOVF

表示されたカウンタに関連するすべての情報がリセットされます。説明
対処は必要ありません。カウンタのオーバーフローを回避する方法は、データベー
スの停止と開始の頻度を上げることのみです。

対処
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Starting 'utility name' failedSTARTERR

指定のユーティリティは開始できませんでした。説明
これは情報メッセージです。ユーティリティを開始できなかった原因は、後続のエ
ラーメッセージに表示されます。

対処

standard length may not be changedSTDLNG

FI オプションで定義されたフィールド長は変更できません。説明
対処は必要ありません。対処

Subsequent tapes not possible with input redirectionSTNOTPO

Adabas ユーティリティの出力先がテープデバイスになっています。このユーティ
リティは入力のリダイレクトによって呼び出されましたが、テープデバイスに空き
スペースがありません。

説明

入力のリダイレクトを使用せずにユーティリティを再起動します。対処

STOP in location 'string'STOP

重大な内部エラーが発生しました。説明
すべてのメッセージテキストをサポートセンターに報告してください。対処

'text'STPnnn

重大な内部エラーが発生しました。説明
以下でメッセージが明確に説明されていない場合は、完全なメッセージコードとテ
キストをサポートセンターに報告する必要があります。

対処

Network busy for more than one minute.STP054

ネットワークの問題により、ネットワークデバイスに格納されているファイルに 1
分以上アクセスできない場合、ニュークリアスまたはユーティリティが停止され、
このエラーメッセージが表示されます。

説明

ネットワークを確認します。対処

structure modified during displaySTRMDI

実行中の ADAOPR 表示機能によって参照されているデータ構造が、表示中に変更
されました。

説明

再度表示機能を実行してください。対処
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Exactly two parameters are neededSVAMIS

指定されたパラメータには、2 個の値が必要です。説明
入力値を修正します。対処

System generated fields must not be multiple and CR or within periodic groupSYNOMU

ピリオディックグループ内で定義されていないフィールドのみ、オプション SY で
定義できます。マルチプルバリューフィールドは、オプション CR で定義できませ
ん。

説明

フィールド定義を適宜変更します。対処

syntax errorSYNTAX

構文エラーが発生しました。説明
入力値を修正します。対処

System generated OPUSER field must have alpha format and length 8SYOPUSER

オプション SY=OPUSER フィールドは、フォーマットが A で長さが 8 になっている
必要があります。

説明

フィールド定義を適宜変更します。対処

System generated SESSIONID field must have alpha format and option NV setSYSESSIONID

オプション SY=SESSIONID は、フォーマットが alpha でオプションが NV になって
いる必要があります。

説明

フィールド定義を適宜変更します。対処

system-file locked by utilitySYSFLOCK

システムファイルがユーティリティによりロックされているので、ニュークリアス
を起動できません。

説明

ユーティリティが終了するまで待ってから、ニュークリアスを再起動します。対処

system file 'number' does not match to system file in DBSYSNOMATCH

システムファイル以外のファイルを、インポート先のデータベースに存在するシス
テムファイルのファイル番号でインポートしようとしました。

説明

ADADBM を使用してインポート先データベースのシステムファイルの番号を変更
し、ADAORD を再実行します。

対処
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System generated TIME-Field must be defined with DT-optionSYTIME

オプション SY=TIME は、DT オプションが指定されたフィールドでのみ使用できま
す。

説明

フィールド定義を適宜変更します。対処

Tape device requiredTADEREQ

Adabas ユーティリティの出力先がテープデバイスになっています。別のデバイス
を入力するように求めるプロンプトに対して、無効なファイル名が入力されました。

説明

有効なテープデバイス名を入力します。対処

given TEMP size too smallTEMPTS

TEMP のサイズが不十分です。説明
サイズの大きい TEMP を指定します。対処

incompatible time environment or structure level mismatchTIMOT

a）ユーティリティとニュークリアスの間で、システム時刻が異なっています。オン
ラインで実行されるユーティリティとニュークリアスは、同じシステム時刻環境を
維持している必要があります。

説明

b）ユーティリティによって、異なる Adabas バージョンのデータベースがオープン
されました。
a）ニュークリアスの TZ 変数とユーティリティセッションを確認します。対処

b）指定したデータベースのバージョンを確認します。

Too many ADAM overflow blocks requested, limit = 'number'TMOVBREQ

ADAM_OVERFLOW パラメータ値に ADAFDU の DSSIZE パラメータ値以上の値
が指定されています。

説明

ADAM_OVERFLOW パラメータに 'number' より小さい値を指定します。対処

TEMP dataset formatted improperlyTMPFMT

ユーティリティで TEMP コンテナファイルが使用できません。最初の RABN が使
用中です。

説明

現在の TEMP が他のユーティリティによって使用されていないかどうか確認する
か、別の TEMP ファイルを使用します。

対処
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TO checkpoint name not found in block 'number'TONOT

表示されたブロックで TO チェックポイント名が見つかりません。説明
LIST=FULL 機能を使用して、チェックポイント名とそれに関連付けられたブロック
番号を出力し、ADAREC を再実行します。

対処

New raw section is not big enough to contain all dataTOOSMALL

ADADEV RESIZE 機能によって、ディスクセクションサイズの縮小が試行されまし
たが、縮小されたサイズではセクションに十分なスペースを確保できません。これ
を実行すると、既存のデータがセクションの境界外に移動されます。

説明

セクションのサイズを問題なく変更するには、セクション末尾のデータを削除する
か、セクションの先頭方向に移動する必要があります。

対処

XA part of WORK could not be openedTPCO

このエラーは、ADAPLP が WORK の XA 部分を表示しようとしたときに、次のい
ずれかの状態になっている場合に発生します。

説明

■ OPTIONS=NOXA でセッションが実行されている。
■ WORK が破損している。

現在のセッションが OPTIONS=XA で実行されている場合は、サポートセンターに
連絡してください。

対処

transition to this level not allowedTTLV

このコンテキストでは、指定されたレベル番号は使用できません。説明
入力行を修正します。対処

translation table access error (error 'number'), ignoringTRTABE

変換テーブルユーザー出口（ADATRT）をオープンできませんでした。セッション
は、このユーザー出口を使用しないで実行されます。

説明

環境変数 ADATRT がポイントしている共有ライブラリをチェックします。また、
共有ライブラリを使用できない理由を示すエラー番号を確認します。

対処

Invalid timezone specificationTZERR

指定したタイムゾーンが無効です。詳細については、ADACMP/ADADCU TZ パラ
メータの説明を参照してください。

説明

TZ パラメータを修正します。対処
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Database 'number' previous session aborted during buffer flushUBFERR

自動再スタート機能によって、前回のニュークリアスセッションがバッファフラッ
シュ中に異常終了したことが検出されました。

説明

ニュークリアスが AR_CONFLICT=ABORT を指定して起動されていた場合、自動
再スタートは異常終了します。そうでない場合は、自動再スタートが続行されます。
電源障害または I/O エラーが原因でニュークリアスが異常終了した場合は、データ
ベースが不一致の状態になることがあります。この場合、ADAVFY および ADAINV
VERIFY を使用してデータベースの整合性をチェックすることをお勧めします。
AR_CONFLICT=ABORT が指定されていたために自動再スタートが異常終了した場
合、次のいずれかを実行できます。

対処

■ AR_CONFLICT=CONTINUE（上記の説明を参照）を設定して自動再スタートを
やり直します。

■データベースをリストアし、再生成します。これは、電源障害や I/O エラーによっ
てニュークリアスが異常終了し、ADAINV または ADAVFY によってエラーが報
告された場合にのみ実行してください。

UCB not availableUCBGERR

UCB は使用できません。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

unable to remove UCB entry and/or write offline checkpointUCBNREM

ユーティリティは、最終フェーズで必要なチェックポイントの書き込みや、UCB エ
ントリのクリーンアップを実行できませんでした。ただし、このユーティリティは
正常終了します。

説明

ここでは、次のリスクが存在します。

■ UCB エントリを削除できなかった理由の 1 つとして、ADADBM RESET UCB で
その UCB エントリがすでに削除されていることが考えられます。この場合、ファ
イルは他のユーティリティまたはニュークリアスによる使用から保護されなくな
ります。UCBNREM メッセージを書き込むユーティリティが終了する前に、別の
ユーティリティまたはニュークリアスによってファイルが変更されると、ファイ
ルが破損する可能性があります。

■チェックポイントを書き込むことができず、後でリストア／再生成を行う場合、
チェックポイントが表示されないので、ユーティリティの再実行を忘れる可能性
があります。これにより、データベースが破損することがあります。

ファイルが同時に更新された可能性がある場合は、ADAVFY と ADAINV VERIFY
を使用してファイルの整合性が維持されていることを確認します。後でリストア／

対処

再生成が必要な場合は、ユーティリティの再実行を忘れないように注意してくださ
い。
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aborted in userexit, input record: 'number'UEXABO

ユーザー作成のユーザー出口がアクティブなときに ADACMP が異常終了しまし
た。

説明

ユーザー作成ルーチンを確認します。対処

USEREXIT 'number' disabled, response returned: ^X 'number'UEXERR

Adabas ニュークリアスユーザー出口によってエラーレスポンスが返されました。
ユーザー出口は無効になりますが、データベース処理は続行されます。

説明

ユーザー出口から返されたレスポンスを確認します。ユーザー出口を再び使用可能
にするには、ニュークリアスを停止し、USEREXIT オプションを指定して再起動し
ます。

対処

User exits 1 and 11 mutually exclusiveUEXMUE

同じニュークリアスセッションで、ユーザー出口 1 とユーザー出口 11 をアクティブ
にすることはできません。

説明

ユーザー出口 1 とユーザー出口 11 のどちらかをアクティブにしてから、ニュークリ
アスセッションを再開します。

対処

invalid user exit output status returnedUEXSTA

ユーザー出口から無効な出力ステータスが返されました。説明
有効な出力ステータスを返します。対処

upper index's extent overflowedUIEXTOVL

ファイルのアッパーインデックスエクステントにフラグメントが多すぎるため、イ
ンデックスにアクセスできません。

説明

ファイルをアンロードし、リフレッシュして、エラー発生時よりも大きなエクステ
ントを割り当てます。次に、ADAMUP を使って、アンロードしたデータを追加し
ます。

対処

Skipping corrupted record, block 'number', isn 'number'ULDCORE

指定された ISN を持つ DATA レコードには、破損したフィールドが含まれていま
す。このレコードは、アンロード出力ファイルには書き込まれません。

説明

データベースの中に破損したファイルが存在している場合には、そのファイルをいっ
たん削除してから、ADAMUP を使って再ロードする必要があります。失われたデー

対処

タは、破損したレコードのある DATA RABN をダンプすることによって調査でき
ます。または、SHORT オプションを指定して ADAULD を実行してから ADADCU
で圧縮解除します。破損したレコードは DCUERR ファイルに抽出されます。
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Skipping DATA block 'number' with corrupted recordULDCORR

アンロード中に、RABN 'number' の破損した DATA ブロックが削除されます。ア
ンロード処理は、このブロックをスキップして、続行されます。

説明

破損したブロックが見つかったため、アンロードしたファイルを圧縮解除して他に
不整合が生じていないかを確認します。データベースの中に破損したファイルが存

対処

在している場合には、そのファイルをいったん削除してから、ADAMUP を使って
再ロードする必要があります。失われたデータは、破損した DATA RABN をダン
プすることによって調査できます。

ADABAS nucleus not active - file with LOBS cannot be unloadedULDLOB

LOB データを格納したファイルをアンロードする場合には、Adabas ニュークリア
スがアクティブである必要があります。

説明

ニュークリアスを起動し、再度実行します。対処

ADABAS nucleus not active - only physical sequence supportedULDSEQ

ディスクリプタ順または ISN 順にファイルを処理するには、Adabas ニュークリア
スがアクティブである必要があります。

説明

Adabas ニュークリアスを起動します。対処

Unexpected file 'file-name' detectedUNEFILD

Adabas ファイルのオープン時に、予想外の型が検出されました（DTA ファイルが
予期されている場合に DVT ファイルが検出されるなど）。

説明

表示されているファイル名が UTI で始まる場合、UTI をユーティリティ名の末尾の
3 文字分で置き換える必要があります。こうすると、実際の（論理的な）ファイル
名になります。例えば、ADADCU に表示されているファイル名が UTIDTA だとす
ると、実際のファイル名は DCUDTA になります。
環境変数の割り当てを確認します。対処

unique file specification requiredUNIQUEFILE

指定したパラメータには、ファイル番号を 1 つ指定する必要があります。説明
ファイル番号を 1 つ指定します。対処

utility has no privilege for access database 'number'UNPRIV

ユーティリティは、構造上の違いにより、アクセス不可能なデータベースを使用し
ようとしました。例えば、IBM メインフレームで実行されているデータベースには
ユーティリティからアクセスできません。

説明

使用するデータベースを確認し、そのデータベースがリモートノードでアクティブ
かどうかについて NET-WORK をチェックしてください。

対処
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Readonly database, utility not permitted to runUNPRRD

指定されたデータベースは読み取り専用データベースです。要求されたユーティリ
ティ機能は、読み取り専用データベースには使用できません。

説明

utility not permitted to runUNPRUN

このユーティリティは現在実行できません。説明
データベースが再び利用可能になるまで待ちます。対処

"file": Unexpected end of fileUNXEOF

ファイルの最終ブロックのブロックサイズが後続のバイト数よりも大きいことが検
出されました。ファイルのレコード構造が、仮定された構造とは異なるか、ファイ
ルが不完全です。

説明

ファイルが正しくないことを認識している必要はありますが、エラーが発生した位
置の前までは、ファイル内のデータを使用できる可能性があります。例えば、CMPIN

対処

ファイルの一部が切り捨てられていても、ファイル上の利用可能なレコードを圧縮
することができます。

An unexpected I/O error has occurredUNXIOERR

I/O エラーが発生したので、Adabas ニュークリアスまたはユーティリティを中断す
る必要があります。

説明

ファイルシステム、ストレージデバイスおよびネットワークを確認します。対処

Unexpected ADABAS nucleus response code 'number'UNXNRSP

Adabas ニュークリアスコールは予期しないニュークリアスレスポンスコードを受
け取りました。

説明

ニュークリアスレスポンスコードの意味を確認します。ニュークリアスレスポンス
コードの説明を参照しても問題を解消できない場合は、サポートセンターに連絡し
てください。

対処

Function 'name': Unexpected return value: 'number'UNXRC

Adabas コードにエラーがあります。関数が予期しない戻り値を返しました。説明
Adabas 開発チームがエラーを解消できるように、エラーを担当のサポートセンター
に報告してください。

対処
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UQ is valid only with DEUQDE

オプション UQ はディスクリプタにだけ指定できます。説明
入力行を修正します。対処

OPTIONS=UTILITIES_ONLY enabled in nucleus by ADARECUTIENA

ニュークリアスでユーティリティモードが有効になっています。非ユーティリティ
コールはすべて拒否されます。

説明

ユーティリティ ADAOPR を使用して、モードを OPTIONS=LOCAL_UTILITIES に
リセットします。

対処

exactly 3 value(s) requiredVALEX

値リスト内のエレメントの数が正しくありません。説明
正しい数のエレメントから成る値リストを入力します。対処

value has to be greater-equal 'number'VALLOW

指定した値は小さすぎます。説明
メッセージに示されている最小値以上の値を入力します。対処

only 'number' value(s) allowedVALMAX

値リスト内のエレメントの数が多すぎます。説明
エラーメッセージに示されている数以下のエレメントから成る値リストを入力しま
す。

対処

value has to be less-equal 'number'VALUP

指定した値は大きすぎます。説明
このエラーメッセージに示されている値以下の値を入力します。対処

ADAM 'ISN|Key' error: ISN 'number' in RABN 'number', expected 'number'VFADAM

ADAM ファイルにアクセスしているときにエラーが検出されました。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処
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Inconsistencies found by 'number' verificationsVFERRCNT

これは、エラーを含むデータベースやファイルのチェック結果を示す ADAVFY の
サマリメッセージです。

説明

表示されたエラーメッセージを確認して、その内容に応じて対処します。対処

Invalid number of 'type' blocks ('number found'/'number expected')VFYBLK

ADAVFY が AC/UI/NI/DS ブロックの実際のカウントと、制御構造にホールドされ
ているカウントとの間に不整合を検出しました。一部のエラーは修正できます。

説明

後続のメッセージを参照してください。対処

Verification error on disk section 'string'VFYERR

ディスクセクション管理エリアの整合性チェックに失敗しました。説明
後続のエラーメッセージを参照します。対処

Format type W is not supported to export for mainframeWMFEXP

ADASCR を使用して、セキュリティバイバリュー定義をオープンシステムプラット
フォームからメインフレームプラットフォームにエクスポートする場合に、アクセ

説明

スまたは更新条件、あるいはその両方のサーチバッファに W フォーマットのエント
リが含まれていると、この警告が発生します。W フォーマットは、メインフレーム
プラットフォームのセキュリティバイバリュー定義ではサポートされていません。
定義済みのアクセスまたは更新基準のいずれかにのみ W フォーマットのエントリが
含まれている場合、W フォーマットエントリが含まれていない方がエクスポートさ
れます。両方に W フォーマットのエントリが含まれている場合、定義済みのセキュ
リティバイバリュー定義は無視されます。
拒否されたセキュリティバイバリュー基準に他のフィールドも含まれている場合は、
これらの他のフィールドを含む新しいセキュリティバイバリュー基準をエクスポー

対処

トファイルに手動で追加して、これらの他のフィールドをチェックできるようにし
ます。W フィールドのチェックは、メインフレームプラットフォーム上のアプリ
ケーションで行う必要があります。

given WORK-Size too small, at least 'number' blocks requiredWORK2TSM

指定された WORK データセットのサイズが小さすぎるため、ニュークリアスを実
行できません。

説明

作成する WORK データセットのサイズを大きくするために、'number' 以上のブロッ
ク数を指定して ADADBM の NEWWORK 機能を実行します。

対処
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WORK could not be openedWONOP

WORK ファイルをオープンできませんでした。説明
ニュークリアスで WORK をオープンできるようにします。対処

Working set too smallWORKSET

すべてのメモリ要件を満たすには処理ワーキングセットが小さすぎます。説明
担当のサポートセンターにお問い合わせください。対処

work pool too smallWPSIZE

完全な SORT ファイルを使用するには、LWP パラメータ値が小さすぎます。SORT
ファイルの使用可能部分がオーバーフローしました。

説明

LWP パラメータ値を大きくします。対処

wrong input file assignedWRONGIPT

割り当てた入力ファイルは、ユーティリティで予期されたファイルではありません。説明
割り当てを確認します。対処

Writing to file ‘name’ failed: ‘reason’WRFAIL

書き込みに失敗しました。理由はオペレーティングシステムから返されます。説明
エラーの理由を確認して修正します。対処

dataset 'string', write errorWSERR

このデータセットで書き込みエラーが発生しました。理由は先行するエラーメッセー
ジに示されています。

説明

後続のエラーメッセージを参照します。対処

XA error 'string' from record 'number' in block 'number' in PLOG 'number'XAERRRES

プロテクションログの処理中に、実行されたコマンドがニュークリアス XA エラー
になりました。

説明

該当のダンプを開いて、エラーレスポンス（ADABCK を使ったがファイルがリス
トアされなかった可能性があるなど）に関連付けられたレコード番号が存在するブ

対処

ロックを確認します。このエラーが発生した場合、ファイルの状態は、コマンドを
実行したときの状態とは違っています。
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Parameter XA restricted by licensing, original XA=set, now XA=disabledXALIC

分散トランザクション処理を指定してデータベースを実行することは、ライセンス
によって許可されていません。XA オプションはリセットされます。

説明

このメッセージを回避するには、XA オプションを指定しないでデータベースを再
起動するか、ライセンスをアップグレードしてください。

対処

XA_RMERR signalled ('number')XARMERR

XA プロトコルを使用するアプリケーションが XA_RMERR レスポンスコードを受
け取りました。

説明

サポートセンターに連絡してください。対処

Zero ISN found in record, RABN 'number', rp='hex-number'ZERISN

DS RABN で無効な ISN 番号 0 が見つかりました。説明
ファイルを物理順にアンロード／エクスポートしてから、ロード／インポートし直
します。

対処
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4 拡張オペレーションメッセージ

このドキュメントでは、Adabas 拡張オペレーション（AEO）のエラーメッセージについて説明
します。各メッセージには、メッセージの説明、エラー修正に望ましい対処が記述されていま
す。

Adabas のメッセージには次の 2 つのフォーマットがあります。

1. ヘッダー付きの Adabas メッセージ
どのメッセージにも、次のような共通の形式で表示されます。%utility
name-severity-message id text。
例：%ADANUC-I-STARTED, 24-NOV-2001 12:06:38, Version 3.2

2. ヘッダーなしの Adabas メッセージ
どのメッセージにも、次のような共通の形式で表示されます：text
例えば、adaopr dbid=<dbid> の出力は次のようになります。
Database dbid, startup at 24-NOV-2001 11:37:00
ADANUC Version 3.2, PID 12107

ヘッダー付きの Adabas メッセージは、"%" で始まります。

Adabas メッセージには、次のような重要度があります。

I = Information, W = Warning, E = Error, F = Fatal Error

ヘッダーのないメッセージは、デフォルトの重要度 I（情報）を示します。Adabas message ID
は、メッセージに固有の識別子です。ヘッダーのないメッセージには、メッセージ ID はありま
せん。Adabas エラーメッセージのテキスト部分には、短い説明用のテキストが出力されます。
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%<utility>-I-AXACT, start action=<topic name>, ROUTINE=<action routine>

Adabas アクションを開始するたびに、メッセージ AXACT が標準出力に書き出さ
れ、ログとして記録されます。

説明

例：
%ADANUC-I-AXACT, start action=ADANUC_STARTED, ROUTINE=ada_nsta.

対処は必要ありません。対処

%ADANUC-<I | W | E | F >-CMDLOG1, FNR=<fnr>, RSP=<response code>, CMD=<command>,
COP=<command options>, AD2=<additions 2>, AD2(HEX)=<additions 2 in hex format>

メッセージ CMDLOG1 と CMDLOG2 に、リターンコードが 0 でも 3 でもない
Adabas コマンドが記録されています。エラーの重要度は、リターンコードによっ
て異なります。このメッセージは記録されますが、標準出力には書き込まれません。
詳細については、付録 A の「CMDLOG メッセージを作成するレスポンスコード」
を参照してください。

説明

例：

%ADANUC-W-CMDLOG1,  FNR=999, RSP=17, CMD=L1, COP=  , AD2=...., ↩
AD2(HEX)=00000500

対処は必要ありません。対処

%ADANUC-< I | W | E | F >-CMDLOG2, ISN=<isn>, ISQ=<ISN quantity>, UID=<user id>, NID=<node
id>, TID=<login id>, TH=<thread>

メッセージ CMDLOG1 と CMDLOG2 に、リターンコードが 0 でも 3 でもない
Adabas コマンドが記録されています。エラーの重要度は、リターンコードによっ
て異なります。このメッセージは記録されますが、標準出力には書き込まれません。
詳細については、付録 A の「CMDLOG メッセージを作成するレスポンスコード」
を参照してください。

説明

例：

%ADANUC-W-CMDLOG2,  ISN=1, ISQ=0, UID=        , NID=PCWO02  , ↩
TID=miller/3, TH=3

注意: 

1. UID は、対応する OP コマンドで指定されているユーザー ID です。OP コマンド
が発行されていないためにアクティブな Adabas セッションがなく、かつオプ
ション OPEN_REQUIRED が設定されている場合は、「********」が表示されま
す。セッションがアクティブで、対応する OP コマンドのアディション 1 でユー
ザー ID が指定されていない場合は、空白が表示されます。

2. TID には、クライアントプログラムのログイン ID が含まれます。マルチスレッ
ドアプリケーションの場合、これは Adabas コールを行うアプリケーションの最
初のスレッドにのみ該当します。他のスレッドでは、TID="miller/3" などのスレッ
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ドカウンタによって、フィールドの最後のバイトが上書きされます。これによ
り、ログイン ID の一部が上書きされる可能性があります。

3. クライアントプログラムで lnk_set_user_id がコールされた場合は、NID と TID
の値が異なる値に設定されている可能性があります。

4. TH とは、Adabas コマンドを処理した Adabas ワーカースレッドの数です。
5. 一部の Adabas コマンドは Adabas ニュークリアスに転送されず、Adabas レスポ

ンスコードは ADALNK モジュールで直接生成されます。これらの Adabas コマ
ンドでは、メッセージ CMDLOG1 および CMDLOG2 は生成されません。

対処は必要ありません。対処

%<utility>-< I | W | E | F >-CPBFREE, free entries in checkpoint block=<n>

メッセージ CPBFREE はチェックポイントブロック内の空きエントリをログとして
記録します（オフラインチェックポイントを参照）。重要度は可変であり、トピッ

説明

ク OFFLINE_CHECKPOINTS の項目 MESSAGE の定義によって変ります。このメッ
セージはログとして記録されますが、標準出力には書き出されません。

例：
MESSAGE=(I=50,W=20,E=5,F=2) で、空きのエントリ数が 19 の場
合：%ADAMUP-W-CPBFREE, free entries in checkpoint block = 19

対処は必要ありません。対処

%<utility>-I-CRIPC, TYPE=<IPC type>, NAME=<IPC name>, SIZE=<size>

ユーティリティで IPC（インタープロセスコミュニケーション）リソースが作成さ
れると、メッセージ CRIPC がログとして記録されます。重要度は I（情報）です。
このメッセージは記録されますが、標準出力には書き込まれません。

説明

IPC のタイプは次のいずれかです。

■ M = 共有メモリ
■ S = セマフォ
■ Q = メッセージキュー

例：
%ADANUC-I-CRIPC, TYPE=M, NAME=0xada0004d, SIZE=913416

対処は必要ありません。対処
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%<utility>-< I | W | E | F >-DBFREE, TYPE=<container type>, EXTEND-COUNT=<count>, SIZE=<size
in KB>, FREE=<free space in KB>, %FREE=<free space rate in %>

有効なコンテナタイプは ASSO と DATA です。ASSO および DATA の残りの空き
スペースは、データベースファイルが拡張されるたびに計算されます。これらの値

説明

は、必要に応じて INCREASE_ASSO または INCREASE_DATA の MESSAGE定義と
比較されます。残りの空きスペースの割合がこれらのメッセージの値以下になった
場合、メッセージ DBFREE がそれに関連付けられた重要度とともにログとして記録
されます。"adarep dbid=<dbid> free" 機能を使ってこの計算を行うこともできます。
このメッセージは記録されますが、標準出力には書き込まれません。エクステント
カウントは割り当てられた ASSO または DATA コンテナの数を示します。

例：
%ADANUC-I-DBFREE, TYPE=DATA, EXTENT-COUNT=3, SIZE=40000 KB,
FREE=5320 KB, %FREE=13,30

対処は必要ありません。対処

%<utility>-I-DD, <logical file name>=<physical file name>

コンテナまたはシーケンシャルファイルがオープンされるたびに、この情報が DD
メッセージによってログとして記録されます。重要度は常に I（情報）です。この
メッセージは記録されますが、標準出力には書き込まれません。

説明

例（PC プラットフォーム）：
%ADANUC-I-DD, ASSO1 = %ADADATADIR%\db<nnn>\ASSO1.<dbid>

例（UNIX プラットフォーム）：
%ADANUC-I-DD, ASSO1 = /dev/rdsk/c13d0s2

対処は必要ありません。対処

%<utility>-I-FEXT, extend FNR=<fnr>, TYPE=<extent type>, COUNT=<extent count>, SIZE=<extent size
in MB> (<number of blocks> * <blocksize>)

データベースが拡張されると、メッセージ FEXT がログとして記録されます。重要
度は I（情報）です。このメッセージは記録されますが、標準出力には書き込まれ

説明

ません。エクステントカウントは、このエクステントタイプの割り当て済みエクス
テントの数を示します。例えば、3 番目の DATA エクステントが割り当てられる
と、COUNT=3 になります。有効なエクステントタイプは、AC、NI、UI、および
DATA です。

例：
%ADANUC-I-FEXT, EXTEND FNR=31, TYPE=DATA, COUNT=3, SIZE=6,63 MB
(1697 * 4096 Bytes)

対処は必要ありません。対処
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%<utility>-< I | W | E | F >-FIFREE, FNR=<fnr>, TOPISN=<topisn>, MAXISN=<maxisn>, NI=<number
of NI extents>, UI=<number of UI extents>, AC=<number of AC extents>, DS=<number of DS extents>

データベースファイルを拡張するたびに、エクステント数がトピック REORDER_FILE
の項目 MESSAGE の定義と比較されます。エクステントカウントがこれらのメッ

説明

セージ値のいずれか以上になった場合、メッセージ FIFREE がそれに関連付けられ
た重要度とともにログとして記録されます。"adarep dbid=<dbid> content" 機能を使っ
てこの計算を行うこともできます。このメッセージは記録されますが、標準出力に
は書き込まれません。このメッセージのフォーマットは次のとおりです。

例：
%ADAMUP-I-FIFREE, FNR=12, TOPISN=110807, MAXISN=500000, NI=5, UI=2, AC=2,
DS=3

対処は必要ありません。対処

%ADANUC-< I | W | E | F >-INCNUCP, nucleus parameter=<parameter name>, current size=<current
size>

ニュークリアスパラメータが小さすぎて Adabas コマンドが異常終了すると、メッ
セージ INCNUCP がログとして記録されます。重要度は可変であり、トピック

説明

INCREASE_<ニュークリアスパラメータ> の項目 MESSAGE の定義によって変りま
す。備考：項目 MESSAGE のパラメータのいずれかに 101 ％の値がある場合、その
パラメータがオーバーフローしている場合にのみ INCNUCP がログとして記録され
ることを示します。このメッセージは記録されますが、標準出力には書き込まれま
せん。詳細については、付録 B の「不十分なパラメータサイズによって起こるレス
ポンスコード」を参照してください。

例：MESSAGE=(I=50,W=80,E=101) の場合：
%ADANUC-E-INCNUCP, nucleus parameter=NU, current size=500

対処は必要ありません。対処

%<utility>-I-INP, <parser input>

Adabas ユーティリティでパラメータが解析されるたびに、この情報が INP メッセー
ジによってログとして記録されます。重要度は常に I（情報）です。このメッセー
ジは記録されますが、標準出力には書き込まれません。

説明

例：%ADAINV-I-INP, reinvert = *

対処は必要ありません。対処

%<utility>-W-INVCTRL, invalid definition: TOP1=<topic name level 1>, TOP2=<topic name level 2>,
ITEM=<item name>, VALUE=<item value>

すべての Adabas ユーティリティは、起動時に ADABAS.INI 初期化ファイルを読み
込みます。ユーティリティパラメータ DBID が解析されると、初期化ファイル

説明

DBnnn.INI（nnn はデータベース番号）が読み込まれます。これらのファイルのい
ずれかでコンフィグレーションエラーが発生すると、メッセージ INVCTRL がログ
として記録され、関連付けられたトピックが無効になります。このメッセージは記
録されますが、標準出力には書き込まれません。
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例：
%ADAOPR-W-INVCTRL, invalid definition: TOP1=DB_PARAMETER,
TOP2=ADANUC_STARTED, ITEM=ACTION, VALUE=XYES

対処は必要ありません。対処

%<utility>-F-IPCERR, TYPE=<IPC type>, NAME=<IPC name>, SIZE=<size>, SYSFCT=<system function>,
ERRNO=<error number>, ERRTXT=<error text>

ユーティリティで IPC（インタープロセスコミュニケーション）リソースの作成中
にエラーが発生すると、メッセージ IPCERR がログとして記録されます。重要度は

説明

F（致命的）です。このメッセージは記録されますが、標準出力には書き込まれま
せん。
IPC のタイプは次のいずれかです。

■ M = 共有メモリ
■ S = セマフォ
■ Q = メッセージキュー

SYSFCT は、リソースの作成に使用される C のシステム関数を示します。ERRNO
はシステムエラー番号を、ERRTXT は関連付けられたシステムエラーテキストを示
します。

例：
%ADANUC-F-IPCERR, TYPE=M, NAME=0xada0004d, SIZE=913416, SYSFCT=shmget,
ERRNO=12, ERRTXT=Not enough core

対処は必要ありません。対処
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A 付録 A - AEO: CMDLOG メッセージを作成するレスポ

ンスコード

Adabas ニュークリアスは、ダイレクトコールにレスポンスコードを返して、特定のエラー状態
を示します。CMDLOG メッセージを作成する Adabas レスポンスコードの一覧を次に示しま
す。CMDLOG メッセージに関する詳細については、このドキュメントの最初の方にあ
る、%ADANUC-*-CMDLOG1 と %ADANUC-*-CMDLOG2 メッセージの説明を参照してくださ
い。レスポンスコードの詳細については、「ニュークリアスレスポンスコード」を参照してくだ
さい。

重要度アディション 2Response Code

E-1

W-2

WDL9

ELP

WOP

IOR

WSE

IST

ITN

WTT

I-11（*1）
I-12（*1）
W-16

W-17

W-18

W-19

W-20
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重要度アディション 2Response Code

W-21

W-22

W-23

W-24

W-25

W-26

W-28

W-29

W-40

W-41

W-43

W-44

W-45

W-46

W-47

I-48

E-49

W-50

E-51

W-52

W-53

W-54

W-55

W-57

W-60

W-61

W-62

W-63

W-72

E-73

E-74

F-75

F-76

W-77

F-78

F-79
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重要度アディション 2Response Code

E-83

F-85

E-86

E-88

W-98

W-99

W-113

W-144

-0145 ISN ホールド状態
E-1145

HQ オーバーフロー
W-146

E-162

E-165

F-166

F-167

F-170

F-172

F-173

E-176

E-177

F-182

W-200

W-201

W-202

W-204

F-210

W-211

W-212

E-219（*2）
E-222

E-230

F-242

F-243

F-244

F-245
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重要度アディション 2Response Code

F-246

E-247

E-250

F-251

F-252

F-253

E-255

（*1）内部的に使用する場合のみ
（*2）XA と併用する場合のみ
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B 付録 B - prilogc不十分なパラメータサイズによって

起こるレスポンスコード

ニュークリアスパラメータの設定値が小さすぎるために発生する Adabas レスポンスコードの一
覧を次に示します。詳細については、拡張オペレーションメッセージの INCREASE_<ニューク
リアス パラメータ> および %ADANUC-*-INCNUCP メッセージの説明を参照してください。

対処アディション 2Response Code

INCREASE_LS-1

INCREASE_NISNHQ-47

INCREASE_NU-72

INCREASE_LWP-88

INCREASE_NC-151

INCREASE_LBP-162
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