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はじめに

このマニュアルでは、Oracle8製品の使用中に表示されるエラー・メッセージについて説明
します。このマニュアルでは、次の製品のメッセージを説明します。

■ Oracle8 ConText Option

■ Oracle8 Image Data Cartridge

■ Oracle8 Enterprise Manager

– Oracle8 Enterprise Console および関連サービス

– Database tools メッセージ

– Oracle8 パフォーマンス監視ツール

– SQL エンジンおよび行モード・メッセージ

■ Oracle8 Names

■ Oracle8 Server

– SQL プロセッサ

– PL/SQL

– Server Manager

– プリコンパイラ、Export および Importユーティリティ

– Recovery Manager

– SQL*Loader

■ Oracle8 Spatial Data Cartridge

■ Oracle8 Solaris プロトコル・アダプタ

■ Oracle8 Video Server

■ Oracle8 Windows NT プロトコル・アダプタ
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■ Net8 および SQL*Net リリース 2.0 以降

– Transparent Network Substrate (TNS)

– 接続マネージャ

– Oracle8 プロトコル・アダプタ

– Oracle8 Advanced Networking Option

■ SNMP for Oracle8 Names

■ ネイティブ・ネーム・アダプタ

このマニュアルでは、各メッセージについて、メッセージの文、考えられる原因の説明と対
処方法を説明しています。メッセージが警告であったり、エラーの発生を表している場合に
は、解決方法を示します。

対象読者
このマニュアルは、すべての Oracle8ユーザーを対象にしています。

構成
Oracle8 Server エラー・メッセージ , リリース 8.0は全部で 3冊あります。それぞれの内容は
次のとおりです。

Vol.1

第 1章 メッセージの使用方法

第 2章 ConText Optionメッセージ

第 3章 Oracle Traceメッセージ

第 4章 Exportメッセージ

第 5章 Image Data Cartridgeメッセージ

第 6章 インポート・メッセージ

第 7章 Names Serverネットワーク管理プロトコル・メッセージ

第 8章 エージェント・メッセージ

第 9章 Oracle Namesクライアント・メッセージ

第 10章 Native Namingメッセージ

第 11章 Oracle Names制御メッセージ

第 12章 Oracle Names Serverメッセージ

第 13章 Names Serverネットワーク・プレゼンテーション・レイヤー・メッセージ
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第 14章 Object型トランスレータ・メッセージ

第 15章 Serverメッセージ :ORA-00000 ～ ORA-02350

Vol.2

第 1章 メッセージの使用方法

第 2章 サーバー・メッセージ : ORA-02351～ ORA-29799

第 3章 PL/SQLメッセージと FIPSメッセージ

Vol.3

第 1章 メッセージの使用方法

第 2章 プリコンパイラ・メッセージ

第 3章 SQL*DBAメッセージ

第 4章 SQL*Loaderメッセージ

第 5章 SQL*Moduleメッセージ

第 6章 Recovery Managerメッセージ

第 7章 BFILE-Relatedメッセージ

第 8章 Oracle Video Serverメッセージ

第 9章 Security Managerメッセージ

第 10章 メッセージとコード

第 11章 Storage Managerメッセージ

第 12章 Instance Managerメッセージ

第 13章 Backupおよび Recovery Managerメッセージ

第 14章 Schema Managerメッセージ

第 15章 一般的な Oracle Enterprise Managerメッセージ

第 16章 Oracle8 Visual Information Retrieval Cartridgeメッセージ

第 17章 Oracle Performance Managerメッセージ

第 18章 Oracle TopSessionsメッセージ

第 19章 Tablespace Managerメッセージ

第 20章 Consoleメッセージ

第 21章 Daemonメッセージ

第 22章 ジョブ・システム・メッセージ
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第 23章 Windows NTメッセージ

第 24章 Oracle Expert Servicesメッセージ

関連資料
このマニュアルの中で、他の資料の情報を参照している箇所があります。 このマニュアルで
参照している関連資料は、次のとおりです。

■ Oracle Server の概要および機能については、『Oracle8 Server 概要』を参照してくださ
い。

■ Oracle Serverの管理については、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。

■ Oracle Serverでのアプリケーションの開発方法については、『Oracle8 Server アプリ
ケーション開発者ガイド』を参照してください。

■ 前のバージョンの Oracle から Oracle8 への移行手順については、『Oracle8 Server 移行
ガイド』を参照してください。

■ Oracle SQL コマンドおよびファンクションについては、『Oracle8 Server SQL リファレ
ンス』を参照してください。

■ Oracle Server にバンドルされているユーティリティ (Export、Import、SQL*Loader な
ど )については、『Oracle8 Server ユーティリティ』を参照してください。

■ ホスト・オペレーティング・システムで稼動している Oracle Server固有の情報について
は、各オペレーティング・システムに対応する Oracle マニュアル (タイトルはオペレー
ティング・システムによって異なります )を参照してください。使用可能であれば、シ
ステム・リリースも参照してください。

■ Net8 については、『Net8 管理者ガイド』を参照してください。データの暗号化、外部認
証サービス、Oracle DCE 統合など Oracle Advanced Networking Option に組み込まれ
ている機能については、『Oracle Advanced Networking Option 管理者ガイド』を参照
してください。Oracle 固有の認証および認可サービスについては、『Oracle Security 
Serverガイト』および『Oracle Cryptographic Toolkitガイド』を参照してください。

オラクル社は、配布媒体上で使用可能な形式でいくつかのファイルを提供する場合がありま
す。 これらのファイルには、このマニュアルに記載されていない Oracle ソフトウェアのマイ
ナー・リリースについての説明があります。通常、これらのファイルは、README.DOCお
よび BUGFIX.DOC、 BUGHST.DOC、 RESTRICT.DOC という名前で提供されます。マニュア
ルに記載されていないソフトウェア情報については、これらのファイルを参照してくださ
い。

追加情追加情追加情追加情報報報報 :

上記ファイルの名前および位置は、オペレーティング・システムによって異なる場合があり
ます。これらのファイルについては、各オペレーティング・システムに対応した Oracle マ
ニュアルを参照してください。
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オラクル社カスタマー・サポートへの連絡
オラクル社カスタマー・サポートの電話番号は次のとおりです。(営業時間はサポート契約
書類に記載されています ):

■ 米国内の電話番号 : 1.415.506.1500.

■ ヨーロッパの電話番号 : +44.1344.860160

■ アジアの電話番号 : +81.3.5717.1850

オラクル社カスタマー・サポートに電話する前に、次の事項を確認してください。

❏ あなたの CSI番号 (ある場合 )あるいは、特定のプロジェクト情報などの連絡詳細。

❏ オラクル・サーバーと関連製品のリリース・レベル。(たとえば、Oracle8 Serverリリー
ス 8.0.3.0 および Oracle Formsリリース 4.5.6.3.2など )

❏ オペレーティング・システムの名前とリリース・レベル。パッチやパッケージを含む。

❏ 問題に伴うエラー・コード、番号、詳細。

❏ 次の問題の詳細について項目。

■ 何が起きたのですか。たとえば、使ったコマンド、得られた結果、など。

■ 問題が起きたのはいつか。たとえば、時間帯、特定のコマンドの後で、オペレー
ティング・システムやオラクルのアップグレードの後で、など。

■ 問題が起きた場所はどこですか。たとえば、特定のシステムで、あるいは特定のプ
ロシージャあるいは表を使っている時など。

■ どの程度の問題ですか。たとえば、本番システムが使えないか、それほど深刻でも
ない問題なのか、など。事態は悪くなっているか。

起きたことと、起きなかったことの両方を覚えていてください。

❏ 問題が起きた前後に記録されたトレース・ファイル、コア・ダンプ、ログ・ファイルの
コピー。

インストール関係の問題では、次の項目を確認してください。

❏ ORACLE_HOMEディレクトリの内容と、Staging領域がある場合は、その内容。

❏ $ORACLE_HOME/orainst ディレクトリ内のインストール・ログ・ファイル
install.log および sql .、make.log 、os.log.  の内容。

詳細は、http://www.oracle.com/support.を参照してください。
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                                                            メッセージの使
1

メッセージの使用方法

この章では、メッセージに関する一般情報および補足的ヒントを紹介します。ここでは次の
項目を扱います。

• メッセージ関連のマニュアル

• メッセージの精度

• メッセージの形式

• メッセージにおける埋込み変数の認識

• メッセージ・スタック

• オラクル社カスタマー・サポートへの連絡

• Oracle例外メッセージ

• トレース・ファイル

• 警告ファイル

メッセージ関連のマニュアル

Oracle Server
これらのメッセージは、Oracleプログラムの実行時に Oracle Serverによって生成されます。
このマニュアルには、Oracle製品および Toolsに共通するメッセージを記載します。

製品固有
これらのメッセージは各製品ごとに異なり、マニュアルの文章はその製品用のものです。た
とえば、Macintosh上で SQL*Netを使うには、SQL*Net文書、『Macintosh用 SQL*Netマ
ニュアル』に書かれたメッセージを参照する必要があります。
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メッセージの精度
オペレーティング・システム固有
これらのメッセージは各オペレーティング・システムに固有のものです。各オペレーティン
グ・システムには、一定の範囲のメッセージ・コード番号が割り当てられています。たとえ
ば、 ORA-7500～ ORA-7999の範囲のメッセージは DEC VAX/VMSメッセージ用であり、こ
れらのメッセージは該当するオペレーティング・システム固有のマニュアルに記載されてい
ます。

メッセージの接頭辞を見れば、そのメッセージの情報がどこに記載されているか分ります。
たとえば、このマニュアル中のメッセージには "ORA"の接頭辞が付いているものがありま
す。最初にチェックする使っている Oracle Server用のマニュアルで、接頭辞がないメッ
セージがある場合、そのマニュアルをチェックします。

メッセージの精度
このマニュアルのメッセージで第一に重要なのは、その精度です。時折、バージョン・アッ
プのときにメッセージに変更があり、Oracleソフトウェアと一致しない場合があります。万
一このマニュアルと異なるメッセージが出力された場合は、次のリリースのソフトウェアに
改訂版のメッセージ・テキストが発行されますので、お待ちください。矛盾がみられる場合
には、マニュアル巻末の「マニュアル・コメント用紙」を使用して問い合せてください。

メッセージの形式
表示されるすべてのメッセージには、どのプログラムから出力されたかを示す接頭辞が付い
ています。たとえば、接頭辞 "ORA"は、Oracle製品によって生成されたメッセージに表示
します。このマニュアルに記載されているメッセージはこの接頭辞ごとに並んでいます。次
の表に、メッセージの接頭辞とメッセージが記載されている章を示します。

なお、メッセージはすべてメッセージ・コード番号に従って示されています。メッセージを
検索するときは、このメッセージ・コード番号を使用してください。

メッセージにおける埋込み変数の認識
メッセージの発見と訂正を容易にするため、Oracleではある種のメッセージにオブジェクト
名、数、文字列が埋め込まれています。これらの埋め込まれた変数は name, num, strなどで
表されます。たとえば、次のようなメッセージがあるとします。

ORA-00020: maximum number of processes ( num) exceeded 

このメッセージは実際には次のように表示されます。 

ORA-00020: maximum number of processes (50) exceeded 
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オラクル社カスタマー・サポートへの連絡
メッセージ・スタック
「メッセージ・スタック」が表示されることがよくあります。メッセージ・スタックは、

Oracleの各レベルから出力される一連の関連メッセージです。

次のメッセージ・スタックは一般的な例です。

ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error
ORA-06512: at ”SCOTT.VALUE_ERR”, line 1
ORA-06512: at line 1 

次のメッセージ・スタックは VAX/VMSの例です。

ORA-01034: Oracle not available
ORA-07625: smsget: $MGBLSC failure
%SYSTEM-W-NOSUCHSEC, no such (global) section 

この例の場合、スタックの一番下のメッセージは VMSオペレーティング・システムから出
力されたものです。システム内の各レベルで検出されるメッセージは、その原因をたどると
きに役立ちます。たとえば、上記の場合、Oracleがまだ起動されていないためにシステム・
グローバル領域 (SGA)が存在せず、Oracle Server を使用できない可能性もあります。オラ
クル社カスタマー・サポートに連絡する場合、必ずメッセージのスタック全体を報告してく
ださい。

オラクル社カスタマー・サポートへの連絡
ある種のメッセージが発生した場合、オラクル社カスタマー・サポートに連絡することをお
薦めします。カスタマー・サポートに連絡するときは、次の情報を用意してください。

• Oracleが稼働しているオペレーティング・システム、そのリリース番号とハー
ドウェア。

• Oracle Serverの詳細なリリース番号。たとえば、8.0.2または 7.1.3。

• エラー発生時に実行していたすべての Oracleプログラム（バージョン番号も
含む）。たとえば、SQL*Net V2.0または SQL*Forms V3.0。

• メッセージ・コードまたはメッセージがいくつか表示されている場合、出力順
の正確なコード番号とメッセージ本文。 

• 問題の重大度 :次の順位に従います。 

1 =プログラムを実行できない。操作に重大な影響がある。

2 =プログラムが実行できる。操作は非常に制限される。

3 =限定された機能でプログラムを実行可能。操作全体ではそれほど重大では

ない。

4 =問題はユーザーが回避できる。操作に対する影響はきわめて小さい。
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Oracle例外メッセージ
さらに、次の情報を提供してください。

• ユーザーの氏名 

• 会社名 

• 会社の Oracleサポート ID 番号 

• 電話番号 

Oracle例外メッセージ 
Oracleの広範な自動検査機能は、内部エラーの検出に役立ちます。あいまいなメッセージで
ユーザーが困惑しないように、Oracle内部例外として次のメッセージが一括して出力されま
す。

ORA-00600: internal error code, arguments: [ num] , [] , [],[],[],[] 

このメッセージは実際には次のように表示されます。 

ORA-00600: internal error code, arguments: [1042], [3],[upilam], [], 
[],[] 

メッセージ文の後には、エラーの発生地点および属性を示す引数が最高 6個まで表示されま
す。第 1の引数は内部エラー番号を示します。他の引数は各種の数値、名前、文字列です。
空のカッコは無視してかまいません。

ユーザーにメッセージが返されるだけでなく、このメッセージの原因に関する情報と一緒に
内部エラーが警告ファイルに書込まれます。警告ファイルには、内部エラーによって生成さ
れたトレース・ファイルの保存位置も書き込まれます。トレース・ファイルと警告ファイル
については、次の節を参照してください。

この ORA-00600メッセージが出力された場合、ソフトウェアのバグとしてオラクル社カス
タマー・サポートに連絡してください。

トレース・ファイル
Oracleインスタンスを起動するとき、ユーザー・プロセスまたはバックグラウンド・プロセ
スで予期しないイベントが発生するときには、必ずトレース・ファイルが 1つ作成されま
す。トレース・ファイル名には、インスタンス名、プロセス名、Oracleプロセス番号が含ま
れています。ファイル拡張子つまりファイル・タイプは、通常 TRCとなります。それ以外
の場合についてはオペレーティング・システム固有のマニュアルに記述されています。この
トレース・ファイルにはシステム・グローバル領域、プロセス・グローバル領域、スーパー
バイザ・スタック、レジスタのダンプが入っています。

2つの初期化パラメータがトレース・ファイルの保存位置を指定します。

BACKGROUND_DUMP_DES
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警告ファイル
Oracleバックグラウンド・プロセス PMONおよび DBWR、LGWR、SMONによって作成
されたトレース・ファイルの保存位置を指定します。

USER_DUMP_DEST

SQL*DBA、SQL*Plus、Pro*Cなどのユーザー・プロセスによって作成されたトレース・
ファイルの保存位置を指定します。

警告ファイルには、内部エラーが発生したときに生成されるトレース・ファイルの保存位置
が書き込まれます。警告ファイルについては、次の節を参照してください。

問題の診断に使用する前に、トレース・ファイルをフォーマットする必要があります。ト
レース・ファイルをフォーマットするためには、たいていのシステムで利用可能であり、各
オペレーティング・システム固有の Oracleマニュアルに記述されている DUMPFMTユー
ティリティを使用してください。オラクル社カスタマー・サポートは、問題を解決するため
にフォーマット済みのトレース・ファイルを要求することがあります。

トレース・ファイルの詳細は、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。

警告ファイル
警告ファイルは、内部エラーやバックアップのような管理作業に関する情報を記録したロ
グ・ファイルです。内部エラーが発生した場合、メッセージは端末の画面に表示されるだけ
でなく、警告ファイルにも書き込まれます。Oracleは内部エラーに関する他の情報、たとえ
ば、エラーなどによって生成されたトレース・ファイルの名前および位置などを、警告ファ
イルに書き込みます。

警告ファイルの名前は、オペレーティング・システムによって異なります。警告ファイルの
位置は、バックグラウンド・プロセスのトレース・ファイルの位置と同じです。この位置
は、初期化パラメータ BACKGROUND_DUMP_DESTで指定されます。詳細は、各 Oracle
オペレーティング・システム固有のマニュアルを参照してください。

オペレータのコンソールを使用している場合、Oracleからのメッセージがコンソールに表示
されることがあります。重要なメッセージは、オペレータのコンソールだけでなく警告ファ
イルにも書き込まれます。Oracle以外のメッセージもコンソールに表示される場合があるた
め、Oracleの管理作業やエラーをトレースするには、コンソール・ログよりも警告ファイル
の方が適しています。

警告ファイルには、バックアップやオンライン REDOログ・ファイルのアーカイブのよう
な管理作業の情報も記録されます。警告ファイルの詳細は、『Oracle8 Server管理者ガイド』
を参照してください。
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警告ファイル
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ConText Option メッセージ

ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10000: 列列列列 : %(1)s.%(2)の読込みに失敗しましたの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しました。。。。

原原原原因因因因 :  指定されたテキストの列の読込み中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この列が存在するかどうかを確認してください。 

DRG-10001: 結果結果結果結果表表表表 : %(1)sにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  指定した表は存在しないか、またはサーバーに書込み権限がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結果表を確認してください。 

DRG-10002: 結果表に挿入できません結果表に挿入できません結果表に挿入できません結果表に挿入できません。。。。
原原原原因因因因 :  テキスト・サーバーに挿入権限がないか、表領域がなくなりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  権限および表領域を確認してください。 

DRG-10003: 列列列列 : %(1)s.%(2)sの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたテキストの列の読込み中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この列が存在するかどうかを確認してください。 

DRG-10004: ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント表表表表 : %(1)sにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  指定した表は存在しないか、またはサーバーに書込み権限がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ドキュメント表を確認してください。 

DRG-10005: ドキュメント表に挿入できませんドキュメント表に挿入できませんドキュメント表に挿入できませんドキュメント表に挿入できません。。。。
原原原原因因因因 :  テキスト・サーバーに挿入権限がないか、表領域がなくなりました。あるいはド
キュメントが大きすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  権限、表領域またはドキュメントのサイズを確認してください。 

DRG-10006: 列列列列 : %(1)s.%(2)sの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定され、ハイライトされた列の読込み中にエラーが発生しました。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この列が存在するかどうかを確認してください。 

DRG-10007: ハイライトハイライトハイライトハイライト表表表表 : %(1)sにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  指定した表は存在しないか、またはサーバーに書込み権限がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ドキュメント表を確認してください。 

DRG-10008: ハイライト表に挿入できませんハイライト表に挿入できませんハイライト表に挿入できませんハイライト表に挿入できません。。。。
原原原原因因因因 :  ConText サーバーに挿入権限がないか、表領域がなくなりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  権限および表領域を確認してください。 

DRG-10009: 別スキーマの表へのアクセスは許可されていません別スキーマの表へのアクセスは許可されていません別スキーマの表へのアクセスは許可されていません別スキーマの表へのアクセスは許可されていません。。。。
原原原原因因因因 :  別スキーマの結果表を使用しようとしています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  自分のスキーマに結果表を作成してください。 

DRG-10010: 要求された列は結果要求された列は結果要求された列は結果要求された列は結果表表表表 : %(1)sに存在しませんに存在しませんに存在しませんに存在しません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定された表に、TEXTKEY、SCORE、CONID、CURIDの列が存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結果表の列を確認してください。 

DRG-10011: オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト名名名名 : %(1)sが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された表、列、またはプロシージャ名の形式が無効です。 名前が長すぎるか、
無効な文字が含まれています。 無効なパラメータを渡した可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータ値を確認してください。 

DRG-10012: コールバッコールバッコールバッコールバックククク : %(1)sを実行できませんを実行できませんを実行できませんを実行できません。。。。
原原原原因因因因 :  コールバックが存在していないか、許可がない可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コールバック・パラメータを確認してください。 

DRG-10013: システム記憶問合せを保存できませんシステム記憶問合せを保存できませんシステム記憶問合せを保存できませんシステム記憶問合せを保存できません。。。。
原原原原因因因因 :  このユーザーには、システム SQEを保管する権限がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-10014: システム記憶問合せを削除できませんシステム記憶問合せを削除できませんシステム記憶問合せを削除できませんシステム記憶問合せを削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  このユーザーには、システム SQEを削除する権限がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-10015: 外外外外部部部部 LOBファイルにアクセスできませファイルにアクセスできませファイルにアクセスできませファイルにアクセスできませんんんん : %(1)s 
原原原原因因因因 :  このユーザーにファイルにアクセスする OS権限がないか、またはファイルが存
在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された位置にファイルが存在するかどうか、適切なアクセス許可がある
かどうかを確認してください。 
2-2 Oracle8 エラー・メッセージ                              



ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10100: 無効な引無効な引無効な引無効な引数数数数 : %(1)sが見つかりましたが見つかりましたが見つかりましたが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  無効なコマンド引数が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい引数をマニュアルで調べて、コマンドを再実行してください。 

DRG-10101: 引引引引数数数数 : %(1)sの値がありませんの値がありませんの値がありませんの値がありません。。。。
原原原原因因因因 :  この引数には値が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい引数値を指定して、コマンドを再実行してください。 

DRG-10102: 必須の引必須の引必須の引必須の引数数数数 : %(1)sが足りませんが足りませんが足りませんが足りません。。。。
原原原原因因因因 :  この引数は必須です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  引数を指定して、コマンドを再実行してください。 

DRG-10103: 引引引引数数数数 :%(1)sの値が無効ですの値が無効ですの値が無効ですの値が無効です
原原原原因因因因 :   この引数に無効な値が渡されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この引数の正しい値を、ドキュメンテーションで調べてください。

DRG-10200: サーバー・パーソナリティ・マスサーバー・パーソナリティ・マスサーバー・パーソナリティ・マスサーバー・パーソナリティ・マスクククク :%(1)sは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバー・パーソナリティ・マスクの指定が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  マニュアルを参照して、正しいマスクを指定してください。 

DRG-10201: ディクショナリ・キャッシュのロードに失敗しましたディクショナリ・キャッシュのロードに失敗しましたディクショナリ・キャッシュのロードに失敗しましたディクショナリ・キャッシュのロードに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ディクショナリ・キャッシュのロードに失敗したため、ディクショナリが矛盾し
た状態になっている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディクショナリ QAレポートを実行し、オラクル社カスタマー・サポートに
QAレポートを報告してください。 

DRG-10202: サーバーは登録に失敗しましたサーバーは登録に失敗しましたサーバーは登録に失敗しましたサーバーは登録に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ディクショナリへのサーバーの登録に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを見てください。 

DRG-10203: サーバーサーバーサーバーサーバー名名名名 : %(1)sのサーバーは存在しませんのサーバーは存在しませんのサーバーは存在しませんのサーバーは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  存在しないサーバー名で更新が行われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サーバー名を訂正してください。 

DRG-10204: サーバーの更新に失敗しましたサーバーの更新に失敗しましたサーバーの更新に失敗しましたサーバーの更新に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの更新に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを見てください。 

DRG-10205: サーバーの削除に失敗しましたサーバーの削除に失敗しましたサーバーの削除に失敗しましたサーバーの削除に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ディクショナリからのサーバーの削除に失敗しました。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを見てください。 

DRG-10206: キュキュキュキューーーー : %(1)s、ステータ、ステータ、ステータ、ステータスススス : %(2)sの更新に失敗しましたの更新に失敗しましたの更新に失敗しましたの更新に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたキューが存在しないか、新しい状態が現在の状態に適切ではありませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キュー名が正しいかどうか、指定された状態が正しいかどうかを確認してく
ださい。 

DRG-10301: サーバーからの応答待機中にタイムアウトしましたサーバーからの応答待機中にタイムアウトしましたサーバーからの応答待機中にタイムアウトしましたサーバーからの応答待機中にタイムアウトしました。。。。
原原原原因因因因 :  現在のシステム・ロードを処理するには実行しているサーバーが十分でないか、
コマンドの未処理分が大きくなったか、あるいはサーバーが実行されていません。 この
メッセージは、要求を処理しようとしてサーバーの 1つがクラッシュした場合にも、内
部エラーとして表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  実行しているサーバー数が十分かどうか、正しい型のコマンドを処理してい
るかどうかを確認してください。 たとえば、すべてのサーバーが問合せコマンドを排他
的に処理するように設定されていると、DDLコマンドはタイムアウトになります。 サー
バーのログ・ファイルも確認してください。 

DRG-10302: サーバーからの応答待機中に中断されましたサーバーからの応答待機中に中断されましたサーバーからの応答待機中に中断されましたサーバーからの応答待機中に中断されました。。。。
原原原原因因因因 :  要求が完了する前に、ユーザーが割り込みました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  要求を再起動してください。 

DRG-10303: 処理すべきコマンドをキューに入れられませんでした処理すべきコマンドをキューに入れられませんでした処理すべきコマンドをキューに入れられませんでした処理すべきコマンドをキューに入れられませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたコマンド (複数の場合もある )が、キューに入りませんでした。 これ
は、システムの負荷がかなり高くなっていることを表しますが、内部エラーが発生して
いる可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドを処理するサーバーが実行されているかどうかをチェックしてくだ
さい。 

DRG-10304: ConTextサーバーにコマンドを送信中に予期せぬエラーが発生サーバーにコマンドを送信中に予期せぬエラーが発生サーバーにコマンドを送信中に予期せぬエラーが発生サーバーにコマンドを送信中に予期せぬエラーが発生ししししましたましたましたました。。。。
原原原原因因因因 :  ConTextサーバーにコマンドを送信中に予期せぬエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-10305: パイパイパイパイププププ%(1)sが満杯ですが満杯ですが満杯ですが満杯です。。。。
原原原原因因因因 :  パイプが満杯のため、パイプ・コマンドが送信できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パイプ・コマンドを処理する ConTextサーバーが実行されているかどうかを
確認してください。 

DRG-10306: サーバーはコマンド処理中に予期せず終了しましたサーバーはコマンド処理中に予期せず終了しましたサーバーはコマンド処理中に予期せず終了しましたサーバーはコマンド処理中に予期せず終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  コマンドの実行中にサーバーがシャットダウンしました。 これは、シャットダウ
ンの異常終了かサーバーの内部エラーが原因です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  終了したサーバーで内部エラーが発生している場合には、オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10307: サーバーが実行されていませんサーバーが実行されていませんサーバーが実行されていませんサーバーが実行されていません。。。。
原原原原因因因因 :  正しいパーソナリティ・マスクパーソナリティ・マスクで実行されている
ConTextサーバーがないため、コマンドが処理できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいパーソナリティ・マスクパーソナリティ・マスクで ConTextサーバー
を開始してください。 

DRG-10308: 必須必須必須必須のののの%(1)sパーソナリティ・マスクで稼動しているサーバーはありませんパーソナリティ・マスクで稼動しているサーバーはありませんパーソナリティ・マスクで稼動しているサーバーはありませんパーソナリティ・マスクで稼動しているサーバーはありません。。。。
原原原原因因因因 :  正しいパーソナリティ・マスクパーソナリティ・マスクで実行されている
ConTextサーバーがないため、コマンドが処理できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいパーソナリティ・マスクパーソナリティ・マスクで ConTextサーバー
を開始してください。 

DRG-10309: %(1)sサーバサーバサーバサーバーーーー (パラレパラレパラレパラレルルルル%(2)s操作実行操作実行操作実行操作実行用用用用 )が足りませんが足りませんが足りませんが足りません。。。。
原原原原因因因因 :  正しいパーソナリティ・マスクで実行されている ConTextサーバーの数が足りな
いため、パラレル・コマンドが処理できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な並行度をサポートする正しいパーソナリティ・マスクで ConTextサー
バーを開始してください。 

DRG-10310: 要求を処理する前にサーバーがシャットダウンしました要求を処理する前にサーバーがシャットダウンしました要求を処理する前にサーバーがシャットダウンしました要求を処理する前にサーバーがシャットダウンしました。。。。
原原原原因因因因 :  要求を処理する前に、ConTextサーバーがシャットダウンしたか、終了したた
め、コマンドが完了できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいパーソナリティ・マスクで別の ConTextサーバーを開始してくださ
い。 

DRG-10500: CREATE_INDEXに失敗しましに失敗しましに失敗しましに失敗しましたたたた : 列指列指列指列指定定定定 :str 
原原原原因因因因 :  指定された列にテキスト索引が作成できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを参照して、適切な処置を行ってください。 

DRG-10501: ポリシー名を指定してくださいポリシー名を指定してくださいポリシー名を指定してくださいポリシー名を指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  このプロシージャ・コールには、ポリシー名が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ポリシー名を指定して、プロシージャを再度呼び出してください。 

DRG-10502: ポリシポリシポリシポリシーーーー : %(1)sは存在しませんは存在しませんは存在しませんは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたポリシーが存在しないか、アクセス権がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最初に列ポリシーを作成してください。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10503: テキスト・キーを指定する必要があります。表に主キーがありませんテキスト・キーを指定する必要があります。表に主キーがありませんテキスト・キーを指定する必要があります。表に主キーがありませんテキスト・キーを指定する必要があります。表に主キーがありません。。。。
原原原原因因因因 :  テキスト・キーには、単一の列一意キーが必要です。このキーの長さは、64バイ
ト以下でなければなりません。 このようなキーが UNIQUE索引として定義されていな
いか、主キーまたは UNIQUEキー制約として宣言されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表に適切なテキスト・キーを作成するか、このプロシージャ・コールにテキ
スト・キーを明示的に指定してください。

DRG-10505: 作業環作業環作業環作業環境境境境 ID: %(1)s(作業環作業環作業環作業環境境境境 : %(2)s)は無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  対応するフレームワーク￥オブジェクトの作業環境 IDが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい作業環境 IDを指定して再起動します。 

DRG-10506: 表表表表 : %(1)sが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :   指定した表、ビュー、シノニムがありません。表の読込み中に、許可問題が発生
した可能性もあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい表名を指定して再起動します。 

DRG-10507: ポリシーポリシーポリシーポリシー名名名名 : %(1)sが重複していますが重複していますが重複していますが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたポリシーは、すでにディクショナリ内に存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このポリシーは、更新または削除することができますが、この操作は、テキ
スト列で使用可能なテキスト索引がない場合にだけ実行できます。 

DRG-10508: このプロシージャはまだ実現されていませこのプロシージャはまだ実現されていませこのプロシージャはまだ実現されていませこのプロシージャはまだ実現されていませんんんん : %(1)s 
原原原原因因因因 :  このプロシージャは現在実現されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  同じ結果を得るには、代替のプロシージャを使用してください。そうでなけ
れば、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

DRG-10509: %(1)sは無効なテキスト列ですは無効なテキスト列ですは無効なテキスト列ですは無効なテキスト列です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された列が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   次の値が有効かどうかを確認してください

a)テキスト列が ConTextでサポートされているデータタイプのものです。

b)使用部内の有効な表名、列名

DRG-10510: テキスト・キーのテキスト・キーのテキスト・キーのテキスト・キーの列列列列 : %(1)sが存在しない、長すぎる、一意ではないのいずれが存在しない、長すぎる、一意ではないのいずれが存在しない、長すぎる、一意ではないのいずれが存在しない、長すぎる、一意ではないのいずれかかかか
ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたテキスト・キーがテキスト表の列でないか、64バイトを超えていま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されたテキスト・キーを確認してください。

DRG-10511: 指定したポリシーに対する索引は存在しません指定したポリシーに対する索引は存在しません指定したポリシーに対する索引は存在しません指定したポリシーに対する索引は存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  このポリシーに索引が作成されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  索引を作成してから、この操作を行ってください。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10512: ディクショナリ・キャッシュは一杯ですディクショナリ・キャッシュは一杯ですディクショナリ・キャッシュは一杯ですディクショナリ・キャッシュは一杯です。。。。
原原原原因因因因 :  ディクショナリ・キャッシュが一杯です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DICT_CACHE_SIZE構成パラメータの値を大きくして、サーバーを再起動
してください。 

DRG-10513: オブジェクト作業環オブジェクト作業環オブジェクト作業環オブジェクト作業環境境境境 : ポリシポリシポリシポリシーーーー : %(1)sのロードに失敗しましたのロードに失敗しましたのロードに失敗しましたのロードに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ディクショナリ内に、このポリシーに無効な作業環境があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBAに連絡してください。 

DRG-10514: 作業環作業環作業環作業環境境境境 : %(1)sは存在しませんは存在しませんは存在しませんは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された作業環境名が存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい作業環境名を指定して再試行します。 

DRG-10515: 使用中の作業環使用中の作業環使用中の作業環使用中の作業環境境境境 : %(1)sは削除できませんは削除できませんは削除できませんは削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  作業環境名が、1つ以上のポリシーに参照されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ポリシーを削除してから、作業環境を削除してください。 

DRG-10516: Oracleエラーが発生したため、エラーが発生したため、エラーが発生したため、エラーが発生したため、DDL操作の実行に失敗しました操作の実行に失敗しました操作の実行に失敗しました操作の実行に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleエラーのため、要求された DDL操作が失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の Oracleエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 

DRG-10517: 操操操操作作作作 : %(1)sは実行できません。ポリシは実行できません。ポリシは実行できません。ポリシは実行できません。ポリシーーーー : %(2)sの索引が存在していますの索引が存在していますの索引が存在していますの索引が存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  列に索引が存在するため、操作が失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  操作を続行する場合には、索引を削除してください。 

DRG-10518: %(1)s要求と矛盾する操作が進行中です要求と矛盾する操作が進行中です要求と矛盾する操作が進行中です要求と矛盾する操作が進行中です。。。。
原原原原因因因因 :  別のセッションでこの索引が使用されています。 次のような原因が考えられます。

a) DMLがリクエストされ、DDLが処理中である。

または

b) DDLが要求され、そのポリシーで DMLが処理されている。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  あとでもう一度実行してください。 

DRG-10519: この索引はすでに最適化されていますこの索引はすでに最適化されていますこの索引はすでに最適化されていますこの索引はすでに最適化されています。。。。
原原原原因因因因 :  あるプロセスで索引の最適化ができる場合、別のセッションでその索引が最適化
されている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  あとでもう一度実行してください。ただし、索引が最適化されている場合、
再度最適化する必要はありません。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10520: テキスト索引の削除に失敗しましテキスト索引の削除に失敗しましテキスト索引の削除に失敗しましテキスト索引の削除に失敗しましたたたた : 列ポリシ列ポリシ列ポリシ列ポリシーーーー =%(1)s
原原原原因因因因 :  Oracleエラーのため、要求された削除操作が失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の Oracleエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 

DRG-10521: テキスト索引へのアクセスに失敗しましテキスト索引へのアクセスに失敗しましテキスト索引へのアクセスに失敗しましテキスト索引へのアクセスに失敗しましたたたた : 列ポリシ列ポリシ列ポリシ列ポリシーーーー =%(1)s
原原原原因因因因 :  別のセッションで索引が使用されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  あとでもう一度実行してください。 

DRG-10522: テキスト索引へのアクセス解放に失敗しましテキスト索引へのアクセス解放に失敗しましテキスト索引へのアクセス解放に失敗しましテキスト索引へのアクセス解放に失敗しましたたたた : 列ポリシ列ポリシ列ポリシ列ポリシーーーー =%(1)s
原原原原因因因因 :  内部エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-10523: ポリシポリシポリシポリシーーーー : %(1)sはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたポリシーは、すでに存在します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ポリシーを再作成する場合には、ポリシーを削除してください。 

DRG-10524: 列指定に表名がありません列指定に表名がありません列指定に表名がありません列指定に表名がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ポリシー名の指定で表名が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  テンプレート・ポリシーを作成する場合には、表名に ’TEMPLATE_POLICY’
を使用してください。 ポリシー名を指定する構文は、’[owner.[table.]]column’です。 

DRG-10525: 複合テキスト・キーはサポートされていません複合テキスト・キーはサポートされていません複合テキスト・キーはサポートされていません複合テキスト・キーはサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  テキスト・キーは、単一の列一意キーでなくてはいけません。このキーの長さ
は、64バイト以下でなければなりません。(マスター細目表では、2つの列一意キーが
必要です。)この条件を満たすキーが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  UNIQUE索引、または主キー、UNIQUEキー制約を介して、適切なテキス
ト・キーを作成してください。

DRG-10526: このオブジェクトにはこのオブジェクトにはこのオブジェクトにはこのオブジェクトには型型型型 : %(1)sを索引付けできませんを索引付けできませんを索引付けできませんを索引付けできません。。。。
原原原原因因因因 :  TABLEまたは VIEW、SYNONYM以外のオブジェクトに索引を作成しようとし
ています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このようなオブジェクトに索引を作成してはなりません。 

DRG-10527: 無効な索引レベ無効な索引レベ無効な索引レベ無効な索引レベルルルル : %(1)ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  作成している索引で、サポートされていない索引レベルが使用されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業環境の設定を確認してください。 

DRG-10528: このテキスト・キーのデータ型はサポートされていませんこのテキスト・キーのデータ型はサポートされていませんこのテキスト・キーのデータ型はサポートされていませんこのテキスト・キーのデータ型はサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  テキスト・キーのデータ型が無効な表にポリシーを作成しようとしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  テキスト・キーを VARCHAR2、NUMBER、VARCHAR、DATE、CHAR、
MLSLABELのいずれかに変更してください。
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10529: 属性名は無効で属性名は無効で属性名は無効で属性名は無効ですすすす : オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト名名名名 =%(1)s、属性、属性、属性、属性名名名名 =%(2)s
原原原原因因因因 :  無効な属性に値を設定しようとしています。この属性は、このオブジェクトでは
サポートされていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい属性名を指定してください。 

DRG-10530: 属性名は無効で属性名は無効で属性名は無効で属性名は無効ですすすす : オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト名名名名 =%(1)s、属性、属性、属性、属性名名名名 =%(2)s
原原原原因因因因 :  属性に無効な値を設定しようとしています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性のデータ型に正しい属性値を指定してください。 

DRG-10531: パラレル・パラメータパラレル・パラメータパラレル・パラメータパラレル・パラメータはははは 1以上でなければなりません以上でなければなりません以上でなければなりません以上でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル =0の CREATE_INDEXがコールされました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1 以上の値を指定してください。 

DRG-10532: 共有レベル・パラメータ共有レベル・パラメータ共有レベル・パラメータ共有レベル・パラメータはははは 1またまたまたまたはははは 0でなければなりませんでなければなりませんでなければなりませんでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  共有レベルの値に 1または 0以外の値が設定された CONTAINSがコールされま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1または 0の値を指定してください。 

DRG-10533: ユーザーユーザーユーザーユーザー名名名名 : %(1)sは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なユーザー名が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいユーザー名を指定してください。 

DRG-10534: 索引はすでに存在しています索引はすでに存在しています索引はすでに存在しています索引はすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  作成しようとした索引は、すでに存在しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-10535: テキスト索引の最適化に失敗しましテキスト索引の最適化に失敗しましテキスト索引の最適化に失敗しましテキスト索引の最適化に失敗しましたたたた : 列ポリシ列ポリシ列ポリシ列ポリシーーーー =%(1)s
原原原原因因因因 :  Oracleエラーのため、要求された最適化操作が失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の Oracleエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 

DRG-10536: ポリシーの作成に失敗しました。ポリシーの所有者が表の所有者と異なりますポリシーの作成に失敗しました。ポリシーの所有者が表の所有者と異なりますポリシーの作成に失敗しました。ポリシーの所有者が表の所有者と異なりますポリシーの作成に失敗しました。ポリシーの所有者が表の所有者と異なります。。。。
原原原原因因因因 :  ポリシー名に指定された所有者と列に指定された所有者が一致していません。現
ユーザーがデフォルトになります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ポリシー名または列の指定を修正して、プロシージャを再度コールしてくだ
さい。 

DRG-10537: テキスト・キテキスト・キテキスト・キテキスト・キーーーー : %(1)sのののの%(2)sの長さの長さの長さの長さがががが 64バイトの制限を超えていますバイトの制限を超えていますバイトの制限を超えていますバイトの制限を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  テキスト・キーには、単一の列一意キーが必要です。このキーの長さは、64バイ
ト以下でなければなりませんが、この条件を満たすキーが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  UNIQUE索引または主キー、UNIQUEキー制約を介して、適切なテキス
ト・キーを作成してください。
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10538: テキスト索テキスト索テキスト索テキスト索引引引引 : %(1)s %(2)sを作成できませんを作成できませんを作成できませんを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された作業環境の属性により、無効な DDL文が生成されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サーバー・ログで無効な SQL文を確認してください。 このポリシーの作業環
境属性を訂正してください。 

DRG-10539: ストップ・ワーストップ・ワーストップ・ワーストップ・ワードドドド : %(1)sはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたストップ・ワードがすでに存在しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ワードを再作成する場合には、重複しているワードを削除してください。 

DRG-10540: NULLのストップ・ワードは許可されていませんのストップ・ワードは許可されていませんのストップ・ワードは許可されていませんのストップ・ワードは許可されていません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたストップ・ワードが NULLです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ストップ・ワードを再作成する場合には、NULLのストップ・ワードを削除
してください。 

DRG-10541: ストップ・リスト・エントストップ・リスト・エントストップ・リスト・エントストップ・リスト・エントリリリリ : %(1)sの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  ストップ・リスト・エントリが 64文字の最大長を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ストップ・リスト・エントリを再作成する場合には、ストップ・リスト・エ
ントリの長さを短くしてください。 

DRG-10542: ワーワーワーワードドドド : %(1)sをストップ・リストに追加したため、最大長を超えましたをストップ・リストに追加したため、最大長を超えましたをストップ・リストに追加したため、最大長を超えましたをストップ・リストに追加したため、最大長を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  ストップ・リスト・エントリが、最大値の 255を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ストップ・リストを再作成する場合には、エントリの数を 255以下にしてく
ださい。 

DRG-10544: 作業環境作成用のフレームワーク・オブジェク作業環境作成用のフレームワーク・オブジェク作業環境作成用のフレームワーク・オブジェク作業環境作成用のフレームワーク・オブジェクトトトト : %(1)sは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト型が無効な作業環境を作成しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なフレームワーク・オブジェクトを使用して、作業環境を作成してくだ
さい。 

DRG-10545: 別のユーザーのスキーマにはポリシーを作成できません別のユーザーのスキーマにはポリシーを作成できません別のユーザーのスキーマにはポリシーを作成できません別のユーザーのスキーマにはポリシーを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  別のユーザーのポリシーを作成しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ソース所有者または CTXSYSがポリシーを作成してください。 

DRG-10547: 作業環作業環作業環作業環境境境境 : %(1)s.%(2)sはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  指定された作業環境は、すでに存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業環境を再作成する場合には、作業環境を削除してください。 

DRG-10548: ユーザーユーザーユーザーユーザー名名名名 : %(1)sの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー名が 30文字の最大長を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再作成する場合には、ユーザー名の長さを短くしてください。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10549: オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト名名名名 : %(1)sの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト名が 30文字の最大長を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクト名を再作成する場合には、オブジェクト名の長さを短くしてく
ださい。 

DRG-10550: ポリシー名または作業環境名に対する構文が不適当ですポリシー名または作業環境名に対する構文が不適当ですポリシー名または作業環境名に対する構文が不適当ですポリシー名または作業環境名に対する構文が不適当です。。。。
原原原原因因因因 :  ポリシーまたは作業環境に余分なピリオド (.)が含まれています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再作成する場合には、作業環境またはポリシー名の構文を確認してくださ
い。 

DRG-10551: 表表表表名名名名 : %(1)sの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  表名が 30文字の最大長を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再作成する場合には、ユーザー名の長さを短くしてください。 

DRG-10552: 列列列列名名名名 : %(1)sの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えていますの長さが制限を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  列名が 30文字の最大長を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再作成する場合には、列名の長さを短くしてください。 

DRG-10553: 列指列指列指列指定定定定 : %(1)sの構文に誤りがありますの構文に誤りがありますの構文に誤りがありますの構文に誤りがあります。。。。
原原原原因因因因 :  列の指定に余分なピリオド (.)が含まれています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再作成する場合には、列の指定の構文を確認してください。 

DRG-10554: パラレル索引の最適化は、オプショパラレル索引の最適化は、オプショパラレル索引の最適化は、オプショパラレル索引の最適化は、オプションンンン : %(1)sではサポートされていませではサポートされていませではサポートされていませではサポートされていませんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル索引の最適化は、2表圧縮でだけサポートされています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このオプションを順番に実行するか、2表圧縮オプションを使用してくださ
い。 

DRG-10555: パラレル索引の最適化パラレル索引の最適化パラレル索引の最適化パラレル索引の最適化はははは%(1)sの処理に失敗しましたの処理に失敗しましたの処理に失敗しましたの処理に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  この内部エラーは、パラレル処理中に検出されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法 : オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 問題が解
決するまでは、元の最適化されていないテキスト索引を使用してください。

DRG-10556: 索引最適化で無効なオプショ索引最適化で無効なオプショ索引最適化で無効なオプショ索引最適化で無効なオプションンンン : %(1)sが指定されましたが指定されましたが指定されましたが指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたオプションはサポートされていません。 サポートされているオプショ
ンは、次のとおりです。

1. DR_OPTIMIZE_LAZY_DELETES または Garbage Collection

2. DR_OPTIMIZE_COMPACT_INDEXES または In-place compaction

3. DR_OPTIMIZE_COMPACT_NEW または 2-table compaction

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  上記のいずれかのオプションを指定してください。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10557: シノニムはデータ・ソースとして使用できませんシノニムはデータ・ソースとして使用できませんシノニムはデータ・ソースとして使用できませんシノニムはデータ・ソースとして使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ポリシーのデータ・ソースは、表またはビューでなければなりません。 シノニム
に対するポリシーの作成は、現在サポートされていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-10558: テンプレート・ポリシテンプレート・ポリシテンプレート・ポリシテンプレート・ポリシーーーー : %(1)sにテキスト索引を作成できませんにテキスト索引を作成できませんにテキスト索引を作成できませんにテキスト索引を作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  テンプレート・ポリシーにテキスト索引を作成しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-10559: テキスト・キーを指定する必要があります。データ・ソースがビューですテキスト・キーを指定する必要があります。データ・ソースがビューですテキスト・キーを指定する必要があります。データ・ソースがビューですテキスト・キーを指定する必要があります。データ・ソースがビューです。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ソースがビューのポリシーを作成する場合には、主キーとして使用する
ビューの列を指定しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-10560: 行番号の行番号の行番号の行番号の列列列列 : %(1)sが存在しない、長すぎる、一意ではないのいずれかですが存在しない、長すぎる、一意ではないのいずれかですが存在しない、長すぎる、一意ではないのいずれかですが存在しない、長すぎる、一意ではないのいずれかです。。。。
原原原原因因因因 :  指定された行番号がテキスト表の列でないか、または 64バイトを超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された行番号を確認してください。 

DRG-10561: マスタマスタマスタマスターーーー /ディテール・データ・ソースには行番号を指定する必要がありますディテール・データ・ソースには行番号を指定する必要がありますディテール・データ・ソースには行番号を指定する必要がありますディテール・データ・ソースには行番号を指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  マスター /ディテール・データ・ソースを作成する場合には、細目表の行番号列
が指定されていなければなりません。 行番号列は、同じマスター・レコードの細目レ
コード中で一意です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプロシージャ・コールで行番号列を指定してください。 

DRG-10562: 行番号を指定するのは、マスタ行番号を指定するのは、マスタ行番号を指定するのは、マスタ行番号を指定するのは、マスターーーー /ディテール・データ・ソースの場合だけでディテール・データ・ソースの場合だけでディテール・データ・ソースの場合だけでディテール・データ・ソースの場合だけで
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  マスター /ディテール・データ・ソースでないポリシーを作成する場合は、行番
号を指定してはなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプロシージャ・コールで行番号列を指定しないでください。 

DRG-10563: テキスト・キーを指定する必要があります。複合主キーが見つかりませんテキスト・キーを指定する必要があります。複合主キーが見つかりませんテキスト・キーを指定する必要があります。複合主キーが見つかりませんテキスト・キーを指定する必要があります。複合主キーが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  マスター /ディテール・データソースのテキスト・キーは、2列の一意キーにす
る必要があります。 このようなキーが主キーまたは UNIQUEキー制約として定義され
ていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表に適切なテキスト・キーを作成するか、このプロシージャ・コールにテキ
スト・キーを明示的に指定してください。

DRG-10564: テキスト・キーのテキスト・キーのテキスト・キーのテキスト・キーの列列列列 : %(1)sが複合キーの一部ではありませんが複合キーの一部ではありませんが複合キーの一部ではありませんが複合キーの一部ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  マスター /ディテール・データソースの場合には、テキストキー列は 2列の複合
キーの一部でなければなりません。 テキスト・キー列が半分より多くの部分を、行番号
が半分より少ない部分を形成します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されたテキスト・キーを確認してください。
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10565: 属属属属性性性性 : %(1)sの値が多すぎまの値が多すぎまの値が多すぎまの値が多すぎますすすす (最最最最大大大大%(2)s個個個個 )。。。。
原原原原因因因因 :  属性に指定した値が多すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定する値を少なくしてください。 

DRG-10566: 必須の属必須の属必須の属必須の属性性性性 : %(1)sが欠落しているか、またが欠落しているか、またが欠落しているか、またが欠落しているか、またははははNULLですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  作業環境に必須の属性が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必須の属性を指定してください。 

DRG-10567: ポリシーまたはソーポリシーまたはソーポリシーまたはソーポリシーまたはソースススス IDが重複していますが重複していますが重複していますが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  ポリシーまたはソース IDが重複しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   TX_DDLCREATE_POLICYか、CREATE_SOURCEを使ってください。

DRG-10568: ソーソーソーソースススス : %(1)sが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたソースが存在していないか、あるいはアクセス権がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最初にソースを作成してください。 

DRG-10569: 表または表または表または表または列列列列 : %(1)sが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された表、ビュー、シノニム、または列が存在しません。 表の読込み中に、
許可問題が発生した可能性もあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい表名または列名を指定して再起動します。 

DRG-10570: 別のユーザーのスキーマに作業環境は作成できません別のユーザーのスキーマに作業環境は作成できません別のユーザーのスキーマに作業環境は作成できません別のユーザーのスキーマに作業環境は作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  別のユーザーの作業環境を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  所有者または CTXSYS、CTXADMINロールを持つユーザーが作業環境を作
成してください。

DRG-10571: フレームワーク・オブジェクフレームワーク・オブジェクフレームワーク・オブジェクフレームワーク・オブジェクトトトト : %(1)sは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なオブジェクト型が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なフレームワーク・オブジェクトを使用してください。 

DRG-10572: フレームワーク・クラフレームワーク・クラフレームワーク・クラフレームワーク・クラスススス : %(1)sは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なフレームワーク・クラスが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なフレームワーク・クラスを使用してください。

DRG-10573: 索引が廃止されています。索引が廃止されています。索引が廃止されています。索引が廃止されています。upgrade_indexを実行してくださいを実行してくださいを実行してくださいを実行してください。。。。
原原原原因因因因 :   廃止された索引を指定しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CTX_DDL.UPGRADE_INDEXを使って索引をアップグレードしてください。
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10574: テキスト索引のアップグレードに失敗しました。列ポリシテキスト索引のアップグレードに失敗しました。列ポリシテキスト索引のアップグレードに失敗しました。列ポリシテキスト索引のアップグレードに失敗しました。列ポリシーーーー =%(1)s。。。。 
原原原原因因因因 :  Oracleエラーのため、アップグレード操作を失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の Oracleエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 

DRG-10575: 索引はすでに最新のものになっています索引はすでに最新のものになっています索引はすでに最新のものになっています索引はすでに最新のものになっています。。。。
原原原原因因因因 :  最新の索引をアップグレードしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

DRG-10576: %(1)d からからからから %(2)d へのアップグレードの中へのアップグレードの中へのアップグレードの中へのアップグレードの中。。。。
原原原原因因因因 :  索引のアップグレード操作に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の Oracleエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 

DRG-10577: 構造体問合せ基準構造体問合せ基準構造体問合せ基準構造体問合せ基準はははは 256文字を超えることはできません文字を超えることはできません文字を超えることはできません文字を超えることはできません。。。。
原原原原因因因因 :   構造化された問合せ基準は、256文字を超えることはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   構造化された問合せ基準を短くしてください。

DRG-10578: テキスト・キーの長さが、限度テキスト・キーの長さが、限度テキスト・キーの長さが、限度テキスト・キーの長さが、限度のののの 256文字を超えています文字を超えています文字を超えています文字を超えています。。。。
原原原原因因因因 :   テキスト・キーの長さが、限度の 256文字を超えています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   テキスト・キーを短くしてください。

DRG-10579: テキスト問合せ基準を与えてくださいテキスト問合せ基準を与えてくださいテキスト問合せ基準を与えてくださいテキスト問合せ基準を与えてください。。。。
原原原原因因因因 :   テキスト問合せ基準は必須です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   テキスト問合せ基準を与えてください。

DRG-10580:  有効な有効な有効な有効な値値値値 : %(1)s。。。。
原原原原因因因因 :   アクションに無効な値が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リストにある有効な値の 1つを指定してください。

DRG-10600: 列列列列 : %(1)sののののDMLキューへの登録に失敗しましたキューへの登録に失敗しましたキューへの登録に失敗しましたキューへの登録に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  トリガーをセットアップできないため、要求された列に対する更新をモニターで
きません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを調べて、処置を判断してください。 必要であれば、
オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 このエラーが解決するまで、こ
の表のすべてのテキスト列に対する更新は、索引になりません。 

DRG-10601: DMLキューへの列の登録解除に失敗しましたキューへの列の登録解除に失敗しましたキューへの列の登録解除に失敗しましたキューへの列の登録解除に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  トリガーのセットアップが削除できないため、要求された表に対する更新をモニ
ターできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを調べて、処置を判断してください。 必要であれば、
オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 このエラーが解決するまで、こ
の表のすべてのテキスト列に対する更新は、索引になりません。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10602: 列列列列 : %(1)s(主キ主キ主キ主キーーーー : %(2)s)に対すに対すに対すに対するるるるDML変更のキューイングに失敗しました変更のキューイングに失敗しました変更のキューイングに失敗しました変更のキューイングに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定された列に対する変更が記録できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを調べて、処置を判断してください。 必要であれば、
オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 このエラーが解決するまで、こ
の表のすべてのテキスト列に対する更新は、索引になりません。 

DRG-10603: 現在時刻への同期に失敗しました現在時刻への同期に失敗しました現在時刻への同期に失敗しました現在時刻への同期に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  同期に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを調べて、処置を判断してください。 

DRG-10604: 日日日日付付付付 : %(1)sへの同期に失敗しましたへの同期に失敗しましたへの同期に失敗しましたへの同期に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  同期に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを調べて、処置を判断してください。 

DRG-10605: システムが同期された日付の問合せに失敗しましたシステムが同期された日付の問合せに失敗しましたシステムが同期された日付の問合せに失敗しましたシステムが同期された日付の問合せに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  同期された日付の問合せに失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-10606: サーバーサーバーサーバーサーバーはははは DMLキューへのアクセスに失敗しましたキューへのアクセスに失敗しましたキューへのアクセスに失敗しましたキューへのアクセスに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  DMLキューへのアクセス中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを見てください。 

DRG-10607: サーバサーバサーバサーバーーーー : %(1)sへの要求の再キューイングに失敗しましたへの要求の再キューイングに失敗しましたへの要求の再キューイングに失敗しましたへの要求の再キューイングに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  DML操作のバッチ処理中にサーバーが異常終了しました。 回復機構が、異常終了
したサーバーで作業していた主キーのキューイングを再 度試みましたが、 これらの行の
キューイングに失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを見てください。 

DRG-10608: DMLの完了待機中にタイムアウトしましたの完了待機中にタイムアウトしましたの完了待機中にタイムアウトしましたの完了待機中にタイムアウトしました。。。。
原原原原因因因因 :  DMLの完了待機中にタイムアウトしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-10700: %(1)s: %(2)sの作業環境パラメータを認識できませんの作業環境パラメータを認識できませんの作業環境パラメータを認識できませんの作業環境パラメータを認識できません。。。。
原原原原因因因因 :  作業環境パラメータを認識できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業環境の設定を訂正し、再度実行してください。 

DRG-10701: 最大最大最大最大値値値値 : %(3)sより大きな値がパラメーより大きな値がパラメーより大きな値がパラメーより大きな値がパラメータタタタ : %(2)s(%(1)s)に許可されましたに許可されましたに許可されましたに許可されました。。。。
原原原原因因因因 :  作業環境の値が多すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  値の数を調整して、再実行してください。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-10702: 最最最最低低低低%(3)s個の値をパラメー個の値をパラメー個の値をパラメー個の値をパラメータタタタ : %(2)s(%(1)s)に指定してくださいに指定してくださいに指定してくださいに指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータの値が少なすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業環境の設定を訂正し、再度実行してください。 

DRG-10703: %(1)sパラメーパラメーパラメーパラメータタタタ : %(2)sの値の型は、の値の型は、の値の型は、の値の型は、%(3)s型を指定してください型を指定してください型を指定してください型を指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  値の型が正しくありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業環境の設定を訂正し、再度実行してください。 

DRG-10704: %(1)sパラメーパラメーパラメーパラメータタタタ : %(2)sの値は、有効範の値は、有効範の値は、有効範の値は、有効範囲囲囲囲%(3)s～～～～%(4)s外です外です外です外です。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータが範囲外です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業環境の設定を訂正し、再度実行してください。 

DRG-10705: パラメーパラメーパラメーパラメータタタタ : %(2)s(%(1)s)は、デフォルトは、デフォルトは、デフォルトは、デフォルト値値値値 : %(3)sに設定されましたに設定されましたに設定されましたに設定されました。。。。
原原原原因因因因 :   パラメータの設定が間違っています。デフォルトの値に設定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業環境の設定を訂正し、再度実行してください。

DRG-10706: パラメーパラメーパラメーパラメータタタタ : %(2)s(%(1)s)が、最大サイが、最大サイが、最大サイが、最大サイズズズズ (%(3)sバイバイバイバイトトトト )を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータのバイト数が大きすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業環境の設定を訂正し、再度実行してください。 

DRG-10707: パラメーパラメーパラメーパラメータタタタ : %(2)s(%(1)s)の値は、ドメインにの値は、ドメインにの値は、ドメインにの値は、ドメインに対対対対して無効ですして無効ですして無効ですして無効です。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータ %(2)sが数え上げ可能なドメインにありましたが、その値はこのドメ
インに有効ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業環境の設定を訂正し、再度実行してください。 

DRG-10708: printjoinsとととと skipjoinsに共通な文字がありますに共通な文字がありますに共通な文字がありますに共通な文字があります。。。。
原原原原因因因因 :  printjoinsと skipjoinsの間に文字がありません。 printjoinsと skipjoinsに共通な
文字がある lexer作業環境を作成しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性値を訂正して、再実行してください。 

DRG-10709: 基本文字変換は現行のキャラクタ・セットではサポートされていません基本文字変換は現行のキャラクタ・セットではサポートされていません基本文字変換は現行のキャラクタ・セットではサポートされていません基本文字変換は現行のキャラクタ・セットではサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  基本文字変換がサポートされるのは、キャラクタ・セットが 8ビットより少な
く、基本文字形式が 8より少ない場合です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  基本文字変換を使用禁止にしてください。 

DRG-10710: 細目表はローカル表でなければなりません細目表はローカル表でなければなりません細目表はローカル表でなければなりません細目表はローカル表でなければなりません。。。。  
原原原原因因因因 :   リモート表が細目表として指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   ローカル表を細目表として指定してください。

DRG-10711:  細目表細目表細目表細目表 %(1)s が有効な表かビューではありませんが有効な表かビューではありませんが有効な表かビューではありませんが有効な表かビューではありません。。。。
原原原原因因因因 :   無効な表が細目表として指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   有効な表あるいはビューを細目表として指定してください。
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DRG-10712:  列列列列%(1)sが細目が細目が細目が細目表表表表%(2)sに存在しませんに存在しませんに存在しませんに存在しません。。。。 
原原原原因因因因 :   linenoまたはキーに無効な列が指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   細目表に有効な列を指定します。

DRG-10713:  マスター細目属性が無効ですマスター細目属性が無効ですマスター細目属性が無効ですマスター細目属性が無効です 
原原原原因因因因 :   マスター細目作業環境に、無効な属性値が指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   マスター細目作業環境を作り直します。

DRG-10714:  表表表表 %(1)s、キー、キー、キー、キー %(2)s、、、、LINENO %(3)s、テキスト、テキスト、テキスト、テキスト %(4)s。。。。 
原原原原因因因因 :   マスター細目作業環境に次の値が使われています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-10715:  ユーザユーザユーザユーザーーーー : %(1)sにはにはにはには %(2)sへの選択アクセス権がありませんへの選択アクセス権がありませんへの選択アクセス権がありませんへの選択アクセス権がありません。。。。
原原原原因因因因 :   ポリシーの所有者がアクセスできない細目表が指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーに選択アクセスを許可します。

DRG-10716:  細目テキスト細目テキスト細目テキスト細目テキスト列列列列%(1)sは、は、は、は、CHAR、また、また、また、またはははは VARCHAR2、、、、LONGである必要がである必要がである必要がである必要が
ありますありますありますあります 。。。。
原原原原因因因因 :   DETAIL_TEXTに無効な列が指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   作業環境に指定した値を訂正してください。

DRG-10717:  細目キー細目キー細目キー細目キー列列列列 (%(1)d)がマスターキーがマスターキーがマスターキーがマスターキー列列列列 (%(2)d)に合致していませんに合致していませんに合致していませんに合致していません。。。。 
原原原原因因因因 :  マスター表主キー内の列数と、細目表外部キー内の列数は一致しなければなりま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   作業環境属性に指定した値を訂正してください。

DRG-10718:  startjoinsとととと endjoinsに同じ文字がありますに同じ文字がありますに同じ文字がありますに同じ文字があります。。。。 
原原原原因因因因 :   startjoinsと endjoinsで共通の文字を持つことはできません。startjoinsと
endjoinsに共通な文字がある lexer作業環境を作成しようとしました。  

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性値を訂正して、再実行してください。 

DRG-10719:  printjoinsとととと startjoinsに共通の文字がありますに共通の文字がありますに共通の文字がありますに共通の文字があります。。。。
原原原原因因因因 :   printjoinsと startjoinsで共通の文字を持つことはできません。printjoinsと
startjoinsに共通な文字がある lexer作業環境を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性値を訂正して、再実行してください。 

DRG-10720:  printjoinsとととと endjoinsに同じ文字がありますに同じ文字がありますに同じ文字がありますに同じ文字があります。。。。
原原原原因因因因 :   printjoinsと endjoinsで共通の文字を作り出そうとしました。printjoinsと
endjoinsで、共通の文字を持つ lexer作業環境を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性値を訂正して、再実行してください。 
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DRG-10721:  skipjoinsとととと startjoinsに共通の文字がありますに共通の文字がありますに共通の文字がありますに共通の文字があります。。。。 
原原原原因因因因 :   skipjoinsと startjoinsで共通の文字を持つことはできません。skipjoinsと
startjoinsで共通の文字を持つ lexer作業環境を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性値を訂正して、再実行してください。 

DRG-10722: endjoinsとととと skipjoinsに共通な文字がありますに共通な文字がありますに共通な文字がありますに共通な文字があります。。。。
原原原原因因因因 :   endjoinsと skipjoinsで共通の文字を持つことはできません。endjoinsと
skipjoinsに共通な文字がある lexer作業環境を作成しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性値を訂正して、再実行してください。 

DRG-10800: 問合問合問合問合せせせせ : %(1)s %(2)s %(3)sに失敗しましたに失敗しましたに失敗しましたに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  問合せ処理に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上のエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 

DRG-10801: テキスト問合せに失敗しましたテキスト問合せに失敗しましたテキスト問合せに失敗しましたテキスト問合せに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  問合せの contains部分の処理に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上のエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 

DRG-10802: 不適切な引用符が見つかりまし不適切な引用符が見つかりまし不適切な引用符が見つかりまし不適切な引用符が見つかりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : %(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  引用符を適切に対応させてください。 

DRG-10803: 不適切なカッコが見つかりまし不適切なカッコが見つかりまし不適切なカッコが見つかりまし不適切なカッコが見つかりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : %(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  カッコを適切に対応させてください。 

DRG-10804: FROM句がありませ句がありませ句がありませ句がありませんんんん : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : %(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な FROM句がない副問合せを選択してください。 

DRG-10805: FROM句が重複していま句が重複していま句が重複していま句が重複していますすすす : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : %(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FROM句が重複している副問合せを選択してください。 

DRG-10806: SELECT文以外文以外文以外文以外ででででWHERE句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : %(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  WHEREキーワードを SELECT文の中に入れてください。 

DRG-10807: 1つつつつのののの SELECT文内で複数文内で複数文内で複数文内で複数ののののWHERE句が見つ句が見つ句が見つ句が見つかかかかりましりましりましりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : %(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1つの SELECT文内でWHERE句を 1つにしてください。 
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DRG-10808: SELECT文以外文以外文以外文以外でででで ORDER BY句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : %(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORDER BYキーワードを SELECT文の中に入れてください。 

DRG-10809: 1つつつつのののの SELECT文内で複数文内で複数文内で複数文内で複数のののの ORDER BY句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : 
%(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1つの SELECT文内で ORDER BY句を 1つにしてください。 

DRG-10810: SELECT文以外文以外文以外文以外でででで GROUP BY句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : %(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORDER BYキーワードを SELECT文の中に入れてください。

DRG-10811: 1つつつつのののの SELECT文内で複数文内で複数文内で複数文内で複数のののの GROUP BY句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : 
%(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1つの SELECT文内で GROUP BY句を 1つにしてください。 

DRG-10812: SELECT文以外文以外文以外文以外でででで HAVING句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : %(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  HAVINGキーワードを SELECT文の中に入れてください。 

DRG-10813: 1つつつつのののの SELECT文内で複数文内で複数文内で複数文内で複数のののの HAVING句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりまし句が見つかりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : 
%(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1つの SELECT文内で HAVING句を 1つにしてください。 

DRG-10814: SELECT文以外でキーワードが見つかりまし文以外でキーワードが見つかりまし文以外でキーワードが見つかりまし文以外でキーワードが見つかりましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト : %(1)s
原原原原因因因因 :  SQL問合せが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL問合せを修正してください。 

DRG-10815: ファジー・マッチの単語が最低ファジー・マッチの単語が最低ファジー・マッチの単語が最低ファジー・マッチの単語が最低のののの 3文字未満です文字未満です文字未満です文字未満です。。。。
原原原原因因因因 :  ファジー・マッチの単語は少なくとも 3文字以上に設定してください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より長いファジー・マッチの単語を選択してください。 

DRG-10816: 表表表表示示示示 /ハイライト・コールに失敗しましたハイライト・コールに失敗しましたハイライト・コールに失敗しましたハイライト・コールに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :   CTX_QUERY.HIGHLIGHTのコールに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを見てください。 
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DRG-10817: CONTAINSの検索語指定がストップ・ワードまたはストップ・ワードの節の検索語指定がストップ・ワードまたはストップ・ワードの節の検索語指定がストップ・ワードまたはストップ・ワードの節の検索語指定がストップ・ワードまたはストップ・ワードの節
:%(1)sで構成されていますで構成されていますで構成されていますで構成されています。。。。
原原原原因因因因 :  CONTAINS問合せ内の 1つ以上の検索語が、ストップ・ワードだけで構成され
ているか、ストップ・ワードだけの句になっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ストップ・ワードを置換するか、ストップ・ワードのない句の中でストッ
プ・ワードを使用してください。 

DRG-10818: 列ポリシーで指定されず列ポリシーで指定されず列ポリシーで指定されず列ポリシーで指定されずにににに soundexが使用されていますが使用されていますが使用されていますが使用されています。。。。
原原原原因因因因 :  問合せで Soundexを使用するには、SOUNDEX_AT_INDEX属性が列ポリシーの
ワードリスト作業環境に指定されていなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   問合せから Soudexオペレータを削除するか、Soundexが有効な Wordlist
作業環境を使って列ポリシーを再構築し、列の索引を作り直してください。

DRG-10819: containsカーソルをオープンできませんでしたカーソルをオープンできませんでしたカーソルをオープンできませんでしたカーソルをオープンできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  containsカーソルをオープンしようとしてエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の付随するエラー・メッセージを参照してください。 

DRG-10820: containsカーソカーソカーソカーソルルルル IDが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  IDが存在しない containsカーソルをフェッチまたはクローズしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  フェッチまたはクローズの起動を調べてください。 

DRG-10821: containsカーソルがオープンされていませんカーソルがオープンされていませんカーソルがオープンされていませんカーソルがオープンされていません。。。。
原原原原因因因因 :  オープンしていない containsカーソルからフェッチしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せから soundexを削除するか、列ポリシーを再構築してください。 

DRG-10822: 問合せ名が重複しています問合せ名が重複しています問合せ名が重複しています問合せ名が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  すでに存在する名前を使用して、格納された問合せを作成しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別の名前を使用してください。 

DRG-10823: 問合せ名が無効です問合せ名が無効です問合せ名が無効です問合せ名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定した問合せ名が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せ名を確認してください。 

DRG-10824: 有効範囲が無効です有効範囲が無効です有効範囲が無効です有効範囲が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定した有効範囲が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SYSTEMまたは SESSIONを使用してください。 

DRG-10825: 記憶問合せが存在していないか、再定義されていま記憶問合せが存在していないか、再定義されていま記憶問合せが存在していないか、再定義されていま記憶問合せが存在していないか、再定義されていますすすす : %(1)s
原原原原因因因因 :  指定された記憶問合せが存在していないか、再定義されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せ名を確認してください。 
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DRG-10826: 指定したテキスト・キーをもつ文書が見つかりません指定したテキスト・キーをもつ文書が見つかりません指定したテキスト・キーをもつ文書が見つかりません指定したテキスト・キーをもつ文書が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  指定したテキスト・キーをもつ文書がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  テキスト・キーを確認してください。

DRG-10827:  2ステップまたはメモリー内問合せが、実行されませんでしたステップまたはメモリー内問合せが、実行されませんでしたステップまたはメモリー内問合せが、実行されませんでしたステップまたはメモリー内問合せが、実行されませんでした。。。。
原原原原因因因因 :   COUNT_LASTが、最後の 2ステップまたはメモリー内の問合せから hitの数を
戻しました。したがって、COUNT_LASTを実行する前に、2ステップあるいはメモ
リー内の問合せを実行しなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   COUNT_LASTを実行する前に、2ステップあるいはメモリー内の問合せを
実行してください。

DRG-10828:  トークントークントークントークン %(1)sが、が、が、が、列列列列%(2)sの最大の長さよりも長くなっていますの最大の長さよりも長くなっていますの最大の長さよりも長くなっていますの最大の長さよりも長くなっています。。。。
原原原原因因因因 :   フィードバック表に挿入されるトークンが、最大の列長さより長くなっていま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   問合せを変更し、それにしたがってフィードバック表の列サイズか、フィー
ドバック・プロシージャ引数を変更してください。

DRG-10829:  フィードバッフィードバッフィードバッフィードバックククク id %(1)sがががが、、、、 %(2)sバイトの最大長よりも長くなっていますバイトの最大長よりも長くなっていますバイトの最大長よりも長くなっていますバイトの最大長よりも長くなっています。。。。
原原原原因因因因 :   フィードバック idが、feedback_id列で可能な最大長よりも長くなっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   feedback_idを小さくしてください。

DRG-10830:  共有レベル共有レベル共有レベル共有レベルがががが 0かかかか 1ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。
原原原原因因因因 :   共有レベルに無効な値を指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   0か 1に等しい共有レベルだけを使ってください。

DRG-10831: フィードバックフィードバックフィードバックフィードバック表表表表%(1)sに挿入できませんに挿入できませんに挿入できませんに挿入できません 
原原原原因因因因 :   フィードバック表に挿入する権限はありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   権限の有無をチェックしてください。

DRG-10832:  フィードバックフィードバックフィードバックフィードバック表表表表%(1)sから削除できませんから削除できませんから削除できませんから削除できません。。。。
原原原原因因因因 :   フィードバック表から削除する権限がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   権限の有無をチェックしてください。

DRG-10833:  フィードバックに失敗しましたフィードバックに失敗しましたフィードバックに失敗しましたフィードバックに失敗しました 。。。。
原原原原因因因因 :   フィードバック要求の処理に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上のエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 

DRG-10834:  セクションセクションセクションセクション名名名名%(1)sの大文字フォームが長すぎますの大文字フォームが長すぎますの大文字フォームが長すぎますの大文字フォームが長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :   セクション名の大文字フォームが、サポートされている長さより長くなっていま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   セクションを加える時には、セクション名の長さを短くしてください。
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DRG-10835:  WITHIN オペレータがテーマ索引をサポートしていませんオペレータがテーマ索引をサポートしていませんオペレータがテーマ索引をサポートしていませんオペレータがテーマ索引をサポートしていません。。。。
原原原原因因因因 :   WITHINオペレータがテーマ索引問合せに使われています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   WITHINオペレータを取り除いて、問合せを書き直してください。

DRG-10836:  WITHINオペレータに渡される副問合せに、オペレータに渡される副問合せに、オペレータに渡される副問合せに、オペレータに渡される副問合せに、WITHINを含めることはできまを含めることはできまを含めることはできまを含めることはできま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :   副問合せに使われているWITHINオペレータが、WITHIN問合せに渡されまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   ネストされたWITHINオペレータを取り除いて、問合せを書き直してくだ
さい。

DRG-10837:  セクションセクションセクションセクション %(1)sが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :   CTX_USER_SECTIONSに存在しないセクション名です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   有効なセクション名で問合せを書き直してください。

DRG-10900: メモリーが足りませんメモリーが足りませんメモリーが足りませんメモリーが足りません。。。。
原原原原因因因因 :  これ以上メモリーを割り振ることができません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。 

DRG-11000: サーバーまたはクライアントの回復実行に失敗しましたサーバーまたはクライアントの回復実行に失敗しましたサーバーまたはクライアントの回復実行に失敗しましたサーバーまたはクライアントの回復実行に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :   サーバーかクライアントで回復が実行されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-11100: データベースに接続できませんデータベースに接続できませんデータベースに接続できませんデータベースに接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleデータベースに接続できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleエラーおよび接続文字列を確認してください。 

DRG-11101: ファイファイファイファイルルルル : %(1)sのオープンに失敗しましたのオープンに失敗しましたのオープンに失敗しましたのオープンに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルのオープンに失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが存在するかどうか、アクセス権があるかどうかを確認してくださ
い。 

DRG-11102: 割り当てられ割り当てられ割り当てられ割り当てられたたたた lexerは、言語設は、言語設は、言語設は、言語設定定定定 : %(1)sでは動作できませんでは動作できませんでは動作できませんでは動作できません。。。。
原原原原因因因因 :  マルチバイト言語の設定で、シングルバイトの lexerが選択されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RDBMS言語設定またはテキスト列の lexerを確認してください。 

DRG-11104: ConTextエラエラエラエラーーーー :
原原原原因因因因 :  スタック上の次のエラーを見てください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の次のエラーを見てください。 
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DRG-11105: 表示に失敗しまし表示に失敗しまし表示に失敗しまし表示に失敗しましたたたた : 列列列列 : %(1)s
原原原原因因因因 :  行が表示できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上のエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 

DRG-11106: ユーザー・データベース・セッションが、この操作中に強制終了されましたユーザー・データベース・セッションが、この操作中に強制終了されましたユーザー・データベース・セッションが、この操作中に強制終了されましたユーザー・データベース・セッションが、この操作中に強制終了されました。。。。
原原原原因因因因 :  このデータベース・セッションは存在しないか、または終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ConText操作の実行中にユーザー・データベース・セッションが終了した理
由を調べてください。 

DRG-11107: パス指パス指パス指パス指定定定定 : %(1)sは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定したパスが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パス指定を確認してください。 

DRG-11108: 指定したファイル指定したファイル指定したファイル指定したファイル名名名名 : %(1)sは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定したファイル名が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名が空白で開始したり、終了していないかどうか、無効な文字が含
まれていないかどうか、などの問題を調べてください。 

DRG-11109: 割り当てられ割り当てられ割り当てられ割り当てられたたたた lexerは、は、は、は、%(1)s問合せオペレータをサポートしていません問合せオペレータをサポートしていません問合せオペレータをサポートしていません問合せオペレータをサポートしていません。。。。
原原原原因因因因 :  この lexerは、この問合せ演算子をサポートしていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せでこの演算子を使用しないでください。

DRG-11200: ブラスタ・フィルタは、ステータブラスタ・フィルタは、ステータブラスタ・フィルタは、ステータブラスタ・フィルタは、ステータスススス : %(1)dで失敗しましたで失敗しましたで失敗しましたで失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  MasterSoftブラスタ・フィルタが失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ブラスタ・フィルタの状態コードの意味を調べて、問題を訂正してくださ
い。

コードの意味は、次のとおりです。

1 ユーザー・ファイル名のオープン中のエラー 

2 読込み操作中のエラー 

3 変換ファイルのオープン中のエラー 

4 書込み操作注のエラー 

5 変換ファイル内に無効なデータ 

6 例外ファイルのオープン中のエラー 

7 例外ファイルの書込み中のエラー 

8 メモリー取得中のエラー 

9 ドキュメントが無効 

10 出力の領域不足 
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11 変換文書が tgtには大きすぎます。

12 変換中の警告 

13 変換が取り消された 

14 コマンド行のパラメータが無効です。

15 暗号化されたファイルが保存された 

16 コンバータに致命的なエラーが起きました。

17 Lseek に失敗

DRG-11201: 入力フォーマットを認識できませんでした入力フォーマットを認識できませんでした入力フォーマットを認識できませんでした入力フォーマットを認識できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  このプロパティでは、フィルタがドキュメントのフォーマットを自動的に認識す
るように指定されています。 このドキュメントには、フィルタが認識できるフォーマッ
トがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

DRG-11202: フィルタ・フォーマッフィルタ・フォーマッフィルタ・フォーマッフィルタ・フォーマットトトト : %(1)sは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定したフォーマット番号が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  フォーマット番号を確認してください。 

DRG-11203: フォーマッフォーマッフォーマッフォーマットトトト : %(1)d(%(2)d)はサポートされていませんはサポートされていませんはサポートされていませんはサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  このフォーマットは自動認識されましたが、このフィルタがサポートするフォー
マットではありませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ドキュメントのフォーマットを確認してください。 

DRG-11204: ユーザー・フィルタ・コマンドが長すぎますユーザー・フィルタ・コマンドが長すぎますユーザー・フィルタ・コマンドが長すぎますユーザー・フィルタ・コマンドが長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・フィルタ・コマンドは、32文字以下でなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-11205: ユーザー・フィルタ・コマンドに無効な文字が含まれていますユーザー・フィルタ・コマンドに無効な文字が含まれていますユーザー・フィルタ・コマンドに無効な文字が含まれていますユーザー・フィルタ・コマンドに無効な文字が含まれています。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・フィルタ・コマンドには、スラッシュ、カッコ、セミコロンなどの特
殊文字は使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-11206: ユーザー・フィルタ・コマンユーザー・フィルタ・コマンユーザー・フィルタ・コマンユーザー・フィルタ・コマンドドドド : %(1)sを実行できませんでしたを実行できませんでしたを実行できませんでしたを実行できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  外部フィルタ・コマンドを実行できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドが要求されたディレクトリにあるかどうか、そのコマンドが実行可
能かどうかを確認してください。外部の実行可能なフィルタに要求されるディレクトリ
はオペレーティング・システムごとに特定されています。
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たとえば、UNIXに基づいたオペレーティングシステムでは、実行可能なコマンドは 
$ORACLE_HOME/ctx/binになければなりません。

ウィンドウズ NTでは、実行可能なコマンドはORACLE_HOME¥BINになければなり
ません。

DRG-11207: ユーザー・フィルタ・コマンドが状ユーザー・フィルタ・コマンドが状ユーザー・フィルタ・コマンドが状ユーザー・フィルタ・コマンドが状態態態態 : %(1)sで終了しましたで終了しましたで終了しましたで終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・フィルタ・コマンドがエラー状態で終了しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-11208: ORACLE_HOMEが設定されていませんが設定されていませんが設定されていませんが設定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  環境変数 ORACLE_HOMEが設定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   ctxsrvを実行している時、環境変数 ORACLE_HOMEが設定されているこ
とを確認してください。

DRG-11209: この文書書式ではマークアップはサポートされていませんこの文書書式ではマークアップはサポートされていませんこの文書書式ではマークアップはサポートされていませんこの文書書式ではマークアップはサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  フィルタがマークアップをサポートしていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-11210: この文書書式でこの文書書式でこの文書書式でこの文書書式ではははは ICFはサポートされていませんはサポートされていませんはサポートされていませんはサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  フィルタが ICFをサポートしていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-11211: 書書書書式式式式 : %(1)sのユーザー定義フィルタが重複していますのユーザー定義フィルタが重複していますのユーザー定義フィルタが重複していますのユーザー定義フィルタが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  指定された書式の実行可能ファイルは、すでに存在しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再作成する場合には、重複している書式を削除してください。 

DRG-11212: 属属属属性性性性 =%(1)sのフォーマッのフォーマッのフォーマッのフォーマットトトト IDが登録されていませんが登録されていませんが登録されていませんが登録されていません。。。。
原原原原因因因因 :  フォーマット IDに値が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再作成する場合には、フォーマット IDを指定してください。 

DRG-11213: 属属属属性性性性 =%(1)sの実行可能名が提供されていませんの実行可能名が提供されていませんの実行可能名が提供されていませんの実行可能名が提供されていません。。。。
原原原原因因因因 :  実行可能名が提供されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再作成する場合には、実行可能名を指定してください。 

DRG-11214: この書式に使用できるフィルタがありませんこの書式に使用できるフィルタがありませんこの書式に使用できるフィルタがありませんこの書式に使用できるフィルタがありません。。。。
原原原原因因因因 :  この書式に使用できるユーザー定義のフィルタまたはブラスタ・フィルタがあり
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この書式にユーザー定義のフィルタを登録してください。 

DRG-11215: ユーザー定義フィルタ使用時にはハイライト処理はサポートされませんユーザー定義フィルタ使用時にはハイライト処理はサポートされませんユーザー定義フィルタ使用時にはハイライト処理はサポートされませんユーザー定義フィルタ使用時にはハイライト処理はサポートされません。。。。
原原原原因因因因 :  この文書にユーザー定義のフィルタが使用されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 
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DRG-11216: FORMATおよおよおよおよびびびび EXECUTABLEは同時に使用できませんは同時に使用できませんは同時に使用できませんは同時に使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  このタイルには、1つの属性しか設定できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-11300: 問合せの解析に失敗しました問合せの解析に失敗しました問合せの解析に失敗しました問合せの解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT文が解析または変換できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。 

DRG-11301: 解析した文が長すぎます解析した文が長すぎます解析した文が長すぎます解析した文が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  変換後の問合せを保持する領域が足りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変換される問合せの長さを短くしてください。 

DRG-11302: 検索文字列を指定してください検索文字列を指定してください検索文字列を指定してください検索文字列を指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  CONTAINS()関数の 2番目の引数は、文字列でなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   CONTAINS()関数の構文をチェックしてください。

DRG-11303: containsのラベのラベのラベのラベルルルル : ’%(1)s’が重複していますが重複していますが重複していますが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :   この CONTAINS()ラベルはすでに指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   CONTAINS()ラベルが一意であることを確認してください。

DRG-11304: containsのラベルのラベルのラベルのラベル値値値値 : ’%(1)s’が長すぎますが長すぎますが長すぎますが長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  CONTAINSラベルの値が長すぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのラベルが指定された長さ以内になるようにしてください。

DRG-11305: scoreのラベのラベのラベのラベルルルル : ’%(1)s’に対応すに対応すに対応すに対応するるるる containsがありませんがありませんがありませんがありません。。。。
原原原原因因因因 :  SCORE()関数内のラベルに対応する CONTAINS()がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  参照されているラベルがすべて定義されているかどうかを確認してくださ
い。

DRG-11306: 列列列列 : ’%(1)s’には索引付けするポリシーはありませんには索引付けするポリシーはありませんには索引付けするポリシーはありませんには索引付けするポリシーはありません。。。。
原原原原因因因因 :  この列に、索引付けするポリシーが定義されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ポリシーを作成して、この列に索引付けをしてください。 

DRG-11307: contains()の解析に失敗しましたの解析に失敗しましたの解析に失敗しましたの解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  CONTAINS()関数の構文が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   CONTAINS()関数の構文をチェックしてください。

DRG-11308: score()の解析に失敗しましたの解析に失敗しましたの解析に失敗しましたの解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  SCORE()関数の構文が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   SCORE()関数の構文をチェックしてください。
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DRG-11309: handle()の解析に失敗しましたの解析に失敗しましたの解析に失敗しましたの解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  HANDLE()関数の構文が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   HANDLE()関数の構文をチェックしてください。

DRG-11310: 文の置換に失敗しました文の置換に失敗しました文の置換に失敗しました文の置換に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  文の再作成された部分の置換に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。 

DRG-11311: contains()の実行に失敗しましたの実行に失敗しましたの実行に失敗しましたの実行に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :   問合せ内の CONTAINS()の 1つが実行できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。

DRG-11312: 問合せの実行に失敗しました問合せの実行に失敗しました問合せの実行に失敗しました問合せの実行に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  変換された問合せが実行できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。 

DRG-11313: contains()ががががWHERE句以外にあります句以外にあります句以外にあります句以外にあります。。。。
原原原原因因因因 :   CONTAINS()関数は、WHERE句以外では使えません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せを再構成してください。

DRG-11314: score()がががが FROM句の中にあります句の中にあります句の中にあります句の中にあります。。。。
原原原原因因因因 :   SCORE()関数は、FROM句では使えません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せを再構成してください。

DRG-11315: handle()がががが SELECTリスト以外にありますリスト以外にありますリスト以外にありますリスト以外にあります。。。。
原原原原因因因因 :   HANDLE()関数は、SELECTリスト以外では使えません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せを再構成してください。

DRG-11316: バインド変数名の解析に失敗しましたバインド変数名の解析に失敗しましたバインド変数名の解析に失敗しましたバインド変数名の解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  コロンの後には有効な識別子を指定しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  識別子がすべて有効かどうかを確認してください。 

DRG-11317: SELECTリストの解析に失敗しましたリストの解析に失敗しましたリストの解析に失敗しましたリストの解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  SELECTリストの解析中に構文エラーが見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。 

DRG-11318: FROM句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  FROM句の解析中に構文エラーが見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。 
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DRG-11319: WHERE句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  WHERE句の解析中に構文エラーが見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。 

DRG-11320: 階層構造の問合せは使用できません階層構造の問合せは使用できません階層構造の問合せは使用できません階層構造の問合せは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ツリーを超えた句を使用する問合せはサポートされていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ツリーを超えた句を使っている問合せには ()を使用しないでください。

DRG-11321: ORDER BY句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ORDER BY句の解析中に構文エラーが見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。 

DRG-11322: GROUP BY句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました句の解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  GROUP BY句の解析中に構文エラーが見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。 

DRG-11323: SELECT句の外の解析に失敗しました句の外の解析に失敗しました句の外の解析に失敗しました句の外の解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT句の外の解析中に構文エラーが見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。 

DRG-11324: 解析状態が未定義です解析状態が未定義です解析状態が未定義です解析状態が未定義です。。。。
原原原原因因因因 :  解析状態が未定義なため、エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-11325: 変換コンポーネントが失敗しました変換コンポーネントが失敗しました変換コンポーネントが失敗しました変換コンポーネントが失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-11326: 問合せのクローズに失敗しました問合せのクローズに失敗しました問合せのクローズに失敗しました問合せのクローズに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  DR$CONTAINSまたは DR$BINDテーブルから問合せ情報を削除できませんで
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せとセッションの識別子が実行した問合せに対応しているかどうかを確
認してください。

DRG-11327: 列列列列 : ’%(1)s’が明確に定義されていませんが明確に定義されていませんが明確に定義されていませんが明確に定義されていません。。。。
原原原原因因因因 :  テキスト関数に使用された列名が複数の表に存在し、索引付けするポリシーがあ
ります。 列の参照には TABLE.COLUMNまたは TABLE_ALIAS.COLUMNを使用しま
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  複数の表に存在する列名の参照には、上記の例のように表名（または表別
名）とピリオド (.)を接頭辞としてつけてください。
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DRG-11328: 解析した問合せの保存に失敗しました解析した問合せの保存に失敗しました解析した問合せの保存に失敗しました解析した問合せの保存に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  変換された問合せが保存できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージを参照して、エラーの原因を調べてください。 

DRG-11329: セッション固有の結果表の共有レベルはサポートされていませんセッション固有の結果表の共有レベルはサポートされていませんセッション固有の結果表の共有レベルはサポートされていませんセッション固有の結果表の共有レベルはサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  このモードの操作は、インプリメントされていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結果表の共有レベルに特有の問合せ queryまたは containsを使用してくださ
い。 

DRG-11330: 結果表の割当てに失敗しました結果表の割当てに失敗しました結果表の割当てに失敗しました結果表の割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  票数の最大値に達したか、別の Oracleエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アクティブでないセッションの表を削除してください。 

DRG-11400: キキキキーーーー : %(1)sでの文書の解析に失敗しましたでの文書の解析に失敗しましたでの文書の解析に失敗しましたでの文書の解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  言語抽出に指定された文書が解析できませんでした。 この文書は、完全な英文に
なっていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文書の内容を確認してください。 

DRG-11401: ポリシー名は長すぎますポリシー名は長すぎますポリシー名は長すぎますポリシー名は長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  サービス要求に渡されたポリシー名が最大ポリシー名サイズを超えています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ポリシー・パラメータを確認してください。 

DRG-11402: 結果表の名前は長すぎます結果表の名前は長すぎます結果表の名前は長すぎます結果表の名前は長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  サービス要求に、最大表名サイズを超えた表名パラメータが渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結果表パラメータを確認してください。 

DRG-11403: 主キーの値は長すぎます主キーの値は長すぎます主キーの値は長すぎます主キーの値は長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  サービス要求に、主キーの最大長 (64バイト ) を超えた主キー・パラメータが渡
されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  主キー・パラメータを確認してください。 

DRG-11404: 主キーの値は指定されていません主キーの値は指定されていません主キーの値は指定されていません主キーの値は指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  サービス要求に NULLの主キー・パラメータが渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  主キー・パラメータを確認してください。 

DRG-11405: 負数のタイムアウト期限値は使用できません負数のタイムアウト期限値は使用できません負数のタイムアウト期限値は使用できません負数のタイムアウト期限値は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  サービス要求に負数のタイムアウト期限パラメータが渡されました。 タイムアウ
ト期限は、正数でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  タイムアウト期限パラメータを確認してください。 
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DRG-11406: 実行すべき保留要求はありません実行すべき保留要求はありません実行すべき保留要求はありません実行すべき保留要求はありません。。。。
原原原原因因因因 :  実行すべき保留要求はありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-11407: 題名結果題名結果題名結果題名結果表表表表 : %(1)sは誤ったフォーマットですは誤ったフォーマットですは誤ったフォーマットですは誤ったフォーマットです。。。。
原原原原因因因因 :  指定された結果表に必要な列がないか、これらの列の型または長さが正しくあり
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結果表の列名および型を確認してください。 列には、CID(NUMBER)および
PK(VARCHAR2(64))、THEME(VARCHAR2(2000))、WEIGHT(NUMBER)がなければな
りません。 

DRG-11408: カタログ結果カタログ結果カタログ結果カタログ結果表表表表 : %(1)sは誤ったフォーマットですは誤ったフォーマットですは誤ったフォーマットですは誤ったフォーマットです。。。。
原原原原因因因因 :  指定された結果表に必要な列がないか、これらの列の型または長さが正しくあり
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結果表の列名および型を確認してください。 列には、CID(NUMBER)および
PK(VARCHAR2(64))、CATALOG(VARCHAR2(2000))、WEIGHT(NUMBER)がなけれ
ばなりません。 

DRG-11409: 要約結果要約結果要約結果要約結果表表表表 : %(1)sは誤ったフォーマットですは誤ったフォーマットですは誤ったフォーマットですは誤ったフォーマットです。。。。
原原原原因因因因 :  指定された結果表に必要な列がないか、これらの列の型または長さが正しくあり
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結果表の列名および型を確認してください。 列には、CID(NUMBER)および
PK(VARCHAR2(64))、POV(VARCHAR2(256))、GIST(LONG)がなければなりません。 

DRG-11410: 結果結果結果結果表表表表 : %(1)sに挿入できませんでしたに挿入できませんでしたに挿入できませんでしたに挿入できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  結果表に言語出力を挿入しているときに、Oracleエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleエラー・コードに対応する処置を行ってください。 

DRG-11411: 主キー主キー主キー主キー値値値値 : %(1)sで文書を検索できませんでしたで文書を検索できませんでしたで文書を検索できませんでしたで文書を検索できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  サービス要求に指定された文書が存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サービス要求とデータ・ソースを調べて、要求した文書に正しい主キー値が
あるかどうかを確認してください。 

DRG-11412: 新規要求を送信する前に、保留中の要求を実行しなければなりません新規要求を送信する前に、保留中の要求を実行しなければなりません新規要求を送信する前に、保留中の要求を実行しなければなりません新規要求を送信する前に、保留中の要求を実行しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  新規要求を送信する前に、保留中の要求を実行しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  保留中の要求を送信するか、取り消してください。 

DRG-11413: 要求ハンド要求ハンド要求ハンド要求ハンドルルルル : %(1)sは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  要求ハンドルが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  要求ハンドルを確認してください。 
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DRG-11414: 削除する要求がありません削除する要求がありません削除する要求がありません削除する要求がありません。。。。
原原原原因因因因 :  要求がすでにサーバー上で実行されているか、要求ハンドルが無効か、あるいは
ユーザーの要求ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-11415: %(1)sコールバッコールバッコールバッコールバックククク : %(2)sを実行できませんでしたを実行できませんでしたを実行できませんでしたを実行できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  コールバックが存在しないか、要求側にこのプロシージャに対する実行許可があ
りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-11416: ConTextサーバーは、要求を完了する前に終了されましたサーバーは、要求を完了する前に終了されましたサーバーは、要求を完了する前に終了されましたサーバーは、要求を完了する前に終了されました。。。。
原原原原因因因因 :  このサービス要求を処理していた ConText サーバーが要求を完了する前に終了し
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  要求を再送信してください。 

DRG-11417: %(1)s解析機能の警告です解析機能の警告です解析機能の警告です解析機能の警告です。。。。
原原原原因因因因 :  言語抽出に指定した文書は、指定された解析機能で解析されましたが、信頼性は
高くありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文書の内容を確認するか、言語の設定を変更してください。 

DRG-11418: %(1)s解析機解析機解析機解析機能能能能 : 文書の内容が十分ではありません文書の内容が十分ではありません文書の内容が十分ではありません文書の内容が十分ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  言語抽出に指定した文書は、指定された解析機能で解析されましたが、文書の内
容が言語抽出には不十分でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文書の内容を確認するか、言語の設定を変更してください。 

DRG-11419: 優先順位優先順位優先順位優先順位はははは 0かかかからららら 10でなければなりませんでなければなりませんでなければなりませんでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  1から 10まででない優先順位が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な優先順位を指定してください。 

DRG-11420: 設定ラベ設定ラベ設定ラベ設定ラベルルルル : %(1)sが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な設定ラベルが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定した設定ラベルを変更してください。 

DRG-11421: ConText言語サービスは使用できません言語サービスは使用できません言語サービスは使用できません言語サービスは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  言語サーバー以外で Lパーソナリティを試みました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  完全な ConTextサーバーを使用してください。 

DRG-11422: 言語の初期化に失敗しました言語の初期化に失敗しました言語の初期化に失敗しました言語の初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  言語サービスの初期化に失敗しました。メモリーが不足している可能性がありま
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サーバーを再起動してください。 
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DRG-11423: efx_setting表から言語設定を読み取ることができません表から言語設定を読み取ることができません表から言語設定を読み取ることができません表から言語設定を読み取ることができません。。。。
原原原原因因因因 :  CTX_SETTINGS表は存在しません。またはその表には行がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ctxset.dmpファイルを CTXSYSとしてインポートしてください。

DRG-11424: ファイルファイルファイルファイル ctxset.dmpをををを ctxsysとしてインポートしてくださいとしてインポートしてくださいとしてインポートしてくださいとしてインポートしてください。。。。
原原原原因因因因 :  ConText Linguisticsポートを使うにはその前に言語設定が必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ctxset.dmpファイルを CTXSYSとしてインポートしてください。

DRG-11425: 設定レベル設定レベル設定レベル設定レベル %(1)sが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  無効な設定レベルが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な設定レベルを指定してください。

DRG-11426:  フィルタからの読込むときに内部エラーが発生しましたフィルタからの読込むときに内部エラーが発生しましたフィルタからの読込むときに内部エラーが発生しましたフィルタからの読込むときに内部エラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  フィルタから読込む時にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-11427:  有効な設定レベル有効な設定レベル有効な設定レベル有効な設定レベルはははは%(1)sですですですです。。。。 
原原原原因因因因 :   有効な設定レベルが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な設定レベルはリストされたとおりです。

DRG-11428:  ConText lexicon辞書にアクセスできません辞書にアクセスできません辞書にアクセスできません辞書にアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  辞書表 (DR$LEXICON)が存在していないか、無効になっている可能性がありま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  辞書表が存在しており、移入されていることを確認してください。存在して
いない場合または移入されていない場合は、CTXSYSとしてインポートしてください。

DRG-11429:  %(1)s 
原原原原因因因因 :  エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

DRG-11430:  辞書バージョ辞書バージョ辞書バージョ辞書バージョンンンン%(1)sがエンジンバージョがエンジンバージョがエンジンバージョがエンジンバージョンンンン%(2)sと一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  このバージョンのコンテキストには、辞書表が古すぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ctxlex.dmpを CTXSYSとしてインポートして、辞書表を最新のものにして
ください。

DRG-11431:  表表表表 dr$lexiconを削除してから、を削除してから、を削除してから、を削除してから、ctxlex.dmpをををを ctxsysとしてインポートしてくとしてインポートしてくとしてインポートしてくとしてインポートしてく
ださいださいださいださい。。。。
原原原原因因因因 :  DR$LEXICON表が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表 dr$lexiconを削除してから、ctxlex.dmpを ctxsysとしてインポートして
ください。
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DRG-11432:  ConText辞書のアクセス中辞書のアクセス中辞書のアクセス中辞書のアクセス中にににに Oracleエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  辞書へのアクセス時に Oracleエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleエラー・スタックを参照して、適切なアクションを行ってください。

DRG-11433:  辞書が不完全です辞書が不完全です辞書が不完全です辞書が不完全です。。。。
原原原原因因因因 :  辞書表が十分に移入されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   辞書表を削除してから、ctxlexlを CTXSYSとしてインポートしてください。

DRG-11500: 行行行行 : %(1)sで予期せずファイルの終わりになりましたで予期せずファイルの終わりになりましたで予期せずファイルの終わりになりましたで予期せずファイルの終わりになりました。。。。
原原原原因因因因 :  現レコードの終わりになる前に、ファイルのロードが終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロードするファイルの終わりにあるレコードおよびキーワードを確認してく
ださい。 

DRG-11501: 列名を指定してください。列名を指定してください。列名を指定してください。列名を指定してください。%(1)s(行行行行 : %(2)s)が見つかりましたが見つかりましたが見つかりましたが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  列名またはキーワードの綴りが間違っている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された行の近くの綴りと句読点を確認してください。 

DRG-11502: 識別識別識別識別子子子子 : %(1)sが、列名のかわりにが、列名のかわりにが、列名のかわりにが、列名のかわりに行行行行 : %(2)sで見つかりましたで見つかりましたで見つかりましたで見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  列名の綴りが間違っている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された行の近くの綴りを確認してください。 

DRG-11503: 行行行行 : %(1)sで、ファイで、ファイで、ファイで、ファイルルルル : %(2)sの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しましたの読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル名が間違っているか、file_typeが正しくないか、あるいはファイル・シ
ステムのエラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名および型、ファイルの整合性 (またはその両方 )を確認してくだ
さい。 

DRG-11504: 行行行行 : %(1)sでででで LONG値がオーバーフローしている可能性があります値がオーバーフローしている可能性があります値がオーバーフローしている可能性があります値がオーバーフローしている可能性があります。。。。
原原原原因因因因 :  値が長すぎて、ロード・バッファがいっぱいになりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行表に挿入するデータの長さを確認してください。 

DRG-11505: 行行行行 : %(1)sでででで LONG値が指定したバッファをオーバーフローしました値が指定したバッファをオーバーフローしました値が指定したバッファをオーバーフローしました値が指定したバッファをオーバーフローしました。。。。
原原原原因因因因 :  LONGバッファの長さを LONGデータの長さが超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  longsizeパラメータの値を大きくしてください。 

DRG-11506: insert文は、文の最大長を超えています文は、文の最大長を超えています文は、文の最大長を超えています文は、文の最大長を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  文の合計の長さが、データベースの最大値を超えました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列名を短くするか、列数を少なくしてください。 

DRG-11507: 指定し指定し指定し指定したたたた LONG値のパラメー値のパラメー値のパラメー値のパラメータタタタ : %(1)sは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  オプション引数が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LONGバッファ・サイズに 0より大きい値を KB単位で指定してください。 
                                                                    ConText Option メッセージ 2-33



ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-11508: 行行行行 : %(1)sのののの LONGデータは見つからないか、無効ですデータは見つからないか、無効ですデータは見つからないか、無効ですデータは見つからないか、無効です。。。。
原原原原因因因因 :  データか、データ・ファイルのいずれかが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが存在しているかどうか、アクセス可能かどうかを確認してくださ
い。 

DRG-11509: エラーのため、エラーのため、エラーのため、エラーのため、行行行行 : %(1)sのレコードは無視されましたのレコードは無視されましたのレコードは無視されましたのレコードは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  この行のデータを解析しているときに、エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラーのある行を別のロード・ファイルに移動して、修正してください。 

DRG-11510: 分割ファイルを読み込もうとして、ファイル・エラーが発生しました分割ファイルを読み込もうとして、ファイル・エラーが発生しました分割ファイルを読み込もうとして、ファイル・エラーが発生しました分割ファイルを読み込もうとして、ファイル・エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  分割ファイルが見つからないか、読み込めません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  分割ファイルの名前と位置を確認してください。 

DRG-11511: %(2)sトークトークトークトークンンンン (行行行行 : %(1)s)が誤っているか、または存在しませんが誤っているか、または存在しませんが誤っているか、または存在しませんが誤っているか、または存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  必要なトークンが見つかりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  影響のあるレコードをエラーのあるロード・ファイルに移動して、修正して
ください。 

DRG-11512: 行行行行 : %(1)sに値を指定してくださいに値を指定してくださいに値を指定してくださいに値を指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  テキストに値がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  影響のあるレコードをエラーのあるロード・ファイルに移動して、修正して
ください。 

DRG-11513: 行行行行 : %(1)sに開始トークンが見つかりませんに開始トークンが見つかりませんに開始トークンが見つかりませんに開始トークンが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  位置または綴りが間違っています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処理を中断して、レコードを修正してください。 

DRG-11514: 行行行行 : %(1)sで回復不能なエラーが発生しましたで回復不能なエラーが発生しましたで回復不能なエラーが発生しましたで回復不能なエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  前のメッセージを参照してください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  前のエラーを参照してください。 

DRG-11515: 指定された値は、指定された値は、指定された値は、指定された値は、行行行行 : %(1)sで定義された長さを超えていますで定義された長さを超えていますで定義された長さを超えていますで定義された長さを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  データが長すぎて、列に入りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データの長さを訂正して、挿入してください。 

DRG-11516: 指定したロード・ファイルは見つかりませんでした指定したロード・ファイルは見つかりませんでした指定したロード・ファイルは見つかりませんでした指定したロード・ファイルは見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  指定したファイルは見つかりませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロード・ファイルの名前および位置、許可、型を確認してください。 
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DRG-11517: 指定した表は、指定した表は、指定した表は、指定した表は、LONGまたまたまたまたはははは LONG RAW列を含んでいません列を含んでいません列を含んでいません列を含んでいません。。。。
原原原原因因因因 :  テキストは、LONGまたは LONG RAW型の列に挿入しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表名および表定義を確認してください。 

DRG-11518: シソーラス・ロード・ファイルのシソーラス・ロード・ファイルのシソーラス・ロード・ファイルのシソーラス・ロード・ファイルの行行行行 : %(1)sの構文に誤りがありますの構文に誤りがありますの構文に誤りがありますの構文に誤りがあります。。。。
原原原原因因因因 :  ロード。ファイルは、ロードするシソーラスに固有の形式をしていなければなり
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  マニュアルを参照して、正しい構文を調べてください。 

DRG-11519: 行行行行%(1)sで、句が認められている最大長より長いので切り捨てますで、句が認められている最大長より長いので切り捨てますで、句が認められている最大長より長いので切り捨てますで、句が認められている最大長より長いので切り捨てます。。。。
原原原原因因因因 :  最大値より長い句を検出しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  該当する行の句の長さを短くしてください。 

DRG-11520: ファイファイファイファイルルルル%(1)sをオープンできないか、または書込むことができませんをオープンできないか、または書込むことができませんをオープンできないか、または書込むことができませんをオープンできないか、または書込むことができません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルにオープンまたは書込みを試みましたが、失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡して、ファイルの有無とそのファイルに対する特権を
確認してください。

DRG-11521: シソーラシソーラシソーラシソーラスススス : %(1)sが見つかりませんが見つかりませんが見つかりませんが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポートするシソーラスが見つかりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  シソーラス名の綴りを確認してください。 

DRG-11522:  オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト %(1)sが見つかりませんが見つかりませんが見つかりませんが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーまたはテーブルのどちらかが存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー名およびテーブル名を確認してください。

DRG-11523:  ユーザーユーザーユーザーユーザー %(1)sがががが%(2)sに対すに対すに対すに対するるるる UPDATEまたまたまたまたはははは SELECT特権をもっていま特権をもっていま特権をもっていま特権をもっていま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーには、リストされたオブジェクトに対する UPDATEまたは SELECT特
権は許可されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー特権を確認してください。

DRG-11524:  テキストテキストテキストテキスト・キー値が定りませんキー値が定りませんキー値が定りませんキー値が定りません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された値の数がテキストキーの数と一致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   テキストキーの数と同じ数の値を指定してください。

DRG-11525:  この操作を実行するためには、少なくとこの操作を実行するためには、少なくとこの操作を実行するためには、少なくとこの操作を実行するためには、少なくともももも CTXUSERのロールを果たさなけれのロールを果たさなけれのロールを果たさなけれのロールを果たさなけれ
ばなりませんばなりませんばなりませんばなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが CTXUSERの CXTAPPまたは CTXADMINのロールを果たしていま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーに適切なロールを与えてください。
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DRG-11526:  テキストテキストテキストテキスト・オブジェクトの検証時にエラーが発生しましたオブジェクトの検証時にエラーが発生しましたオブジェクトの検証時にエラーが発生しましたオブジェクトの検証時にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :   テキスト・オブジェクトの検証時にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleエラーを参照して、適切な処置を行ってください。

DRG-11527:  テキストテキストテキストテキスト表表表表%(1)sにににに LONGまたまたまたまたはははは LONG RAW列がありません列がありません列がありません列がありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された表に LONGまたは LONG RAW列がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された表を確認してください。

DRG-11528:  LONGまたまたまたまたはははは LONG RAW列のエクスポート時にエラーを検出しました列のエクスポート時にエラーを検出しました列のエクスポート時にエラーを検出しました列のエクスポート時にエラーを検出しました。。。。
原原原原因因因因 :  LONGまたは LONG RAW列のエクスポート時にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージを参照してください。

DRG-11529:  ファイルへの書込み時にエラーを検出しましたファイルへの書込み時にエラーを検出しましたファイルへの書込み時にエラーを検出しましたファイルへの書込み時にエラーを検出しました。。。。
原原原原因因因因 :   ファイルが存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが存在しているかを確認してください。

DRG-11530:  LONGまたまたまたまたはははは LONG RAW列の更新時にエラーを検出しました列の更新時にエラーを検出しました列の更新時にエラーを検出しました列の更新時にエラーを検出しました。。。。
原原原原因因因因 :  LONGまたは LONG RAW列の更新時にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージを参照してください。

DRG-11531:  ファイルからの読込み時にエラーを検出しましたファイルからの読込み時にエラーを検出しましたファイルからの読込み時にエラーを検出しましたファイルからの読込み時にエラーを検出しました。。。。
原原原原因因因因 :  バッファに中味がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが存在するかを確認してください。

DRG-11532:  行に指定されたテキスト・キーがありません行に指定されたテキスト・キーがありません行に指定されたテキスト・キーがありません行に指定されたテキスト・キーがありません。。。。
原原原原因因因因 :  表の中の行に指定されたテキスト・キーがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なテキスト・キーを使ってください。

DRG-11533:  更新のために指定された行をロックできません更新のために指定された行をロックできません更新のために指定された行をロックできません更新のために指定された行をロックできません。。。。
原原原原因因因因 :  列のプロセスに行のロックがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロックをリリースするか、またはロックがリリースされるまで持ってくださ
い。

DRG-11534:  主キー値がありません主キー値がありません主キー値がありません主キー値がありません。。。。
原原原原因因因因 :  主キー値が指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  主キー値を指定してください。

DRG-11600: URL保保保保存存存存 : %(1)sが永続的に移動されましたが永続的に移動されましたが永続的に移動されましたが永続的に移動されました。。。。
原原原原因因因因 :  URLが参照している文書が永続的に移動されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文書の新しいアドレスを調べてください。 
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DRG-11601: URL保保保保存存存存 : %(1)sに対する要求の構文に誤りがありますに対する要求の構文に誤りがありますに対する要求の構文に誤りがありますに対する要求の構文に誤りがあります。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが正しい要求を送信できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法 : オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-11602: URL保保保保存存存存 : %(1)sへのアクセスには認証が必要ですへのアクセスには認証が必要ですへのアクセスには認証が必要ですへのアクセスには認証が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  パスワードまたは認証が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要なアクセス権を取得するか、URLを確認してください。 

DRG-11603: URL保保保保存存存存 : %(1)sへアクセスするにはペイメントが必要ですへアクセスするにはペイメントが必要ですへアクセスするにはペイメントが必要ですへアクセスするにはペイメントが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  URLにアクセスするにはペイメントが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  URLを確認するか、またはアクセスに必要であればペイメントを行ってくだ
さい。 

DRG-11604: URL保保保保存存存存 : %(1)sへのアクセスは否認されましたへのアクセスは否認されましたへのアクセスは否認されましたへのアクセスは否認されました。。。。
原原原原因因因因 :  URLへのアクセスが否認されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  URLを確認してください。URLが正しい場合には、URLへのアクセスは試
みないでください。 

DRG-11605: URL保保保保存存存存 : %(1)sで指定された文書が見つかりませんで指定された文書が見つかりませんで指定された文書が見つかりませんで指定された文書が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたホストに文書がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  URLを確認してください。 

DRG-11606: URL保保保保存存存存 : %(1)sへのアクセスがクライアント要求の待機中にタイムアウトしへのアクセスがクライアント要求の待機中にタイムアウトしへのアクセスがクライアント要求の待機中にタイムアウトしへのアクセスがクライアント要求の待機中にタイムアウトし
ましたましたましたました。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントからタイムアウト周期内に応答がありませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-11607: URL保保保保存存存存 : 誤った応答が原因で、誤った応答が原因で、誤った応答が原因で、誤った応答が原因で、%(1)sへのアクセスが否認されましたへのアクセスが否認されましたへのアクセスが否認されましたへのアクセスが否認されました。。。。
原原原原因因因因 :  URLのWebサーバーが HTTPプロトコルに準拠していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リモート・ホストのWeb管理者に連絡してください。 

DRG-11608: URL保保保保存存存存 : %(1)sのホスト部分が誤って指定されていますのホスト部分が誤って指定されていますのホスト部分が誤って指定されていますのホスト部分が誤って指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  URLのホスト部分が解析できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  URLを確認してください。 

DRG-11609: URL保保保保存存存存 : %(1)sで指定されたローカル・ファイルをオープンできませんで指定されたローカル・ファイルをオープンできませんで指定されたローカル・ファイルをオープンできませんで指定されたローカル・ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  ローカル・ファイルがオープンできませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  URLを確認してください。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-11610: URL保保保保存存存存 : %(1)sで指定されたローカル・ファイルを読み込むことができませで指定されたローカル・ファイルを読み込むことができませで指定されたローカル・ファイルを読み込むことができませで指定されたローカル・ファイルを読み込むことができませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  ローカル・ファイルの読込みに失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。 

DRG-11611: URL保保保保存存存存 : %(1)sで指定されたプロトコルが不明ですで指定されたプロトコルが不明ですで指定されたプロトコルが不明ですで指定されたプロトコルが不明です。。。。
原原原原因因因因 :  解析したプロトコルが httpでも fileでもありませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  URLを確認してください。 

DRG-11612: URL保保保保存存存存 : %(1)sで指定されたホストが不明ですで指定されたホストが不明ですで指定されたホストが不明ですで指定されたホストが不明です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたホストのアドレスが解決できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  URLを確認してください。 

DRG-11613: URL保保保保存存存存 : %(1)sで指定されたホストへの接続が拒否されましたで指定されたホストへの接続が拒否されましたで指定されたホストへの接続が拒否されましたで指定されたホストへの接続が拒否されました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたホストへの接続が拒否されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  URLを確認してください。 

DRG-11614: URL保保保保存存存存 : %(1)sに指定されたホストとの通信がタイムアウトしましたに指定されたホストとの通信がタイムアウトしましたに指定されたホストとの通信がタイムアウトしましたに指定されたホストとの通信がタイムアウトしました。。。。
原原原原因因因因 :  ネットワーク操作がタイムアウトしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  あとでもう一度試みてください。Webサーバーとのネットワーク接続が切断
されている可能性があります。 

DRG-11615: URL保保保保存存存存 : ネットワーク内ネットワーク内ネットワーク内ネットワーク内のののの%(1)sへ送信する書込みが失敗しましたへ送信する書込みが失敗しましたへ送信する書込みが失敗しましたへ送信する書込みが失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Webサーバーへの書込み中に不明なエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネットワーク接続を確認してください。 

DRG-11616: URL保保保保存存存存 : %(1)sへアクセスしようとするリダイレクションが多すぎますへアクセスしようとするリダイレクションが多すぎますへアクセスしようとするリダイレクションが多すぎますへアクセスしようとするリダイレクションが多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  URLへアクセスしようとするHTTP連鎖のリダイレクションが多すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リモート・ホストのWeb管理者に連絡してください。 

DRG-11617: URL保保保保存存存存 : URL: %(1)sが長すぎますが長すぎますが長すぎますが長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  URL文字列の長さが URLSIZEを超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  URLSIZE属性の値を大きくしてください。 

DRG-11618: URL保保保保存存存存 : %(1)sで示された文書が大きすぎますで示された文書が大きすぎますで示された文書が大きすぎますで示された文書が大きすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  文書の大きさがユーザーの設定した最大サイズを超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  URLにアクセスしないか、文書サイズの制限を大きくしてください。 

DRG-11619: URL保保保保存存存存 : 表内の行が空です表内の行が空です表内の行が空です表内の行が空です。。。。
原原原原因因因因 :  行が削除されているか、あるいは欠落しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要であれば、表を確認してください。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-11620: URL保保保保存存存存 : スレッド操作のエラーですスレッド操作のエラーですスレッド操作のエラーですスレッド操作のエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  スレッド操作が失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。 

DRG-11621: URL保保保保存存存存 : %(1)sに関するソケット・オープン・エラーですに関するソケット・オープン・エラーですに関するソケット・オープン・エラーですに関するソケット・オープン・エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  ソケット・オープンに失敗しました。オープンしているファイル記述子が多すぎ
る可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  起動するスレッドの最大値を減らしてください。 

DRG-11622: URL保保保保存存存存 : %(1)sの読込みについての不明の読込みについての不明の読込みについての不明の読込みについての不明なななな HTTPのエラーですのエラーですのエラーですのエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  ConTextが認識できない HTTPエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  HTTPエラー・コードを調べてください。有効な場合は、オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。

DRG-11623: URL保保保保存存存存 : %(1)sの読込みについての不明なエラーですの読込みについての不明なエラーですの読込みについての不明なエラーですの読込みについての不明なエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  ConTextが認識できないエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法 : オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-11624: 属属属属性性性性%(2)s(%(1)s)は無効では無効では無効では無効ですすすす : 有効範囲有効範囲有効範囲有効範囲はははは%(3)sかかかからららら%(4)sの間ですの間ですの間ですの間です。。。。
原原原原因因因因 :  ConTextが認識できないエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性値を変更して、再送信してください。

DRG-11625:  MAXURLS * URLSIZEはははは%(1)s未満でなければなりません未満でなければなりません未満でなければなりません未満でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  MAXURLS * URLSIZEは制限値を超えることはできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXURLSまたは URLSIZEの場合は制限値より小さい値を入力してくださ
い。

DRG-11700: シソーラシソーラシソーラシソーラスススス : %(1)sはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  同じ名前のシソーラスが存在します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別の名前を使用してください。 

DRG-11701: シソーラシソーラシソーラシソーラスススス : %(1)sは存在しませんは存在しませんは存在しませんは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  シソーラスは存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のシソーラスを使用するか、シソーラスを作成してください。 

DRG-11702: %(1)s
原原原原因因因因 :  問合せでシソーラス演算子の解析中にエラーが発生しました。 詳細は、エラー・
メッセージを参照してください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージを参照してください。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-11703: この機能を実行するには、ユーザこの機能を実行するには、ユーザこの機能を実行するには、ユーザこの機能を実行するには、ユーザーーーー : %(1)sには最には最には最には最低低低低 CTXAPPロールが必要でロールが必要でロールが必要でロールが必要で
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  権限が不十分です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーに CTXAPPロールを付与してください。 

DRG-11704: 句句句句 : %(1)sが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  句が存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別の句を使用するか、あるいは句を作成してください。 

DRG-11705:  %(1)sかかかからららら%(2)sにマルチレベルにジャンプしていますにマルチレベルにジャンプしていますにマルチレベルにジャンプしていますにマルチレベルにジャンプしています。。。。
原原原原因因因因 :  シソーラス・ロード・ファイルに、解析できないマルチレベル・ジャンプがあり
ます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  シソーラス・ファイルを修正してください。

DRG-11706:  無効なリレーショ無効なリレーショ無効なリレーショ無効なリレーションンンン%(1)s 
原原原原因因因因 :  無効なリレーションが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なリレーションを指定して、再送信してください。

DRG-11707:  有効なリレーショ有効なリレーショ有効なリレーショ有効なリレーションンンン : %(1)s 
原原原原因因因因 :  無効なリレーションが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なリレーションはリストされているとおりです。

DRG-11800: ロード元のソース名が欠落していますロード元のソース名が欠落していますロード元のソース名が欠落していますロード元のソース名が欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  ソース名が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法 : ソース名を指定してください。 

DRG-11801: ソースソースソースソース名名名名 : %(1)sはユーザはユーザはユーザはユーザーーーー : %(2)s用にすでに存在しています用にすでに存在しています用にすでに存在しています用にすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  同じユーザーに重複したソース名が使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のソース名を使用してください。 

DRG-11802: ユーザユーザユーザユーザーーーー : %(1)sにはソースの作成に必要にはソースの作成に必要にはソースの作成に必要にはソースの作成に必要なななな CTXAPPロールがありませんロールがありませんロールがありませんロールがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーに CTXAPPロールがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーに CTXAPPロールを付与するか、CTXSYSとしてソースを作成し
てください。 

DRG-11803: CTXAPPでは他のユーザーのソースは作成できませんでは他のユーザーのソースは作成できませんでは他のユーザーのソースは作成できませんでは他のユーザーのソースは作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  CTXAPPユーザーは他のユーザーのソースは作成できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CTXAPPユーザーは自分のソースだけを作成できます。

DRG-11804: ソースの作成中にエラーが発生しましたソースの作成中にエラーが発生しましたソースの作成中にエラーが発生しましたソースの作成中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleエラーが見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-11805: 表所有者がソース所有者と異なります表所有者がソース所有者と異なります表所有者がソース所有者と異なります表所有者がソース所有者と異なります。。。。
原原原原因因因因 :  表所有者がソース所有者と異なります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいソース所有者または表所有者を指定してください。 

DRG-11900: bin名がありません名がありません名がありません名がありません。。。。
原原原原因因因因 :  bin名が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  bin名を指定してください。 

DRG-11901: 親親親親のののの bin: %(1)sが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  親の binが存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  親の binを作成するか、有効な親の binを指定してください。 

DRG-11902: bin名名名名 : %(1)sはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  同じ名前の binが存在します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別の bin名を指定してください。 

DRG-11903: bin: %(1)sが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  binが存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  既存の bin名を指定してください。 

DRG-11904: 問合問合問合問合せせせせ : %(1)sはポリシはポリシはポリシはポリシーーーー : %(2)sに対して存在しませんに対して存在しませんに対して存在しませんに対して存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  存在していない問合せを削除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せ、ポリシー名を確認してください。 

DRG-11905: 再編成リストの位再編成リストの位再編成リストの位再編成リストの位置置置置 : %(1)sが正しくありませんが正しくありませんが正しくありませんが正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  位置が 1より小さくなっているか、子の数より多くなっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再編成リストを確認してください。 

DRG-11906: 再編成リスト再編成リスト再編成リスト再編成リストのののの binに親が複数ありますに親が複数ありますに親が複数ありますに親が複数あります。。。。
原原原原因因因因 :  binがすべて同胞ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  binの親名を確認してください。

DRG-11907: 再編成リストで同じ位置が複数使用されています再編成リストで同じ位置が複数使用されています再編成リストで同じ位置が複数使用されています再編成リストで同じ位置が複数使用されています。。。。
原原原原因因因因 :  再編成リストに重複した位置があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再編成リストを確認してください。 

DRG-11908: フォントの太フォントの太フォントの太フォントの太ささささ : %(1)sは無効です。有効範囲は無効です。有効範囲は無効です。有効範囲は無効です。有効範囲はははは 0.1かかかからららら 10の間ですの間ですの間ですの間です。。。。
原原原原因因因因 :  フォントの太さが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  フォントの太さを調整してください。 
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ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
DRG-11909: binに指定されに指定されに指定されに指定されたたたた lexer: %(1)sが正しくありませんが正しくありませんが正しくありませんが正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  lexerが存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された lexerを確認してください。 

DRG-11910: ユーザユーザユーザユーザーーーー : %(1)sににににはははは bin: %(2)sでででで DMLを実行するために必要な許可がありまを実行するために必要な許可がありまを実行するために必要な許可がありまを実行するために必要な許可がありま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーに必要な許可がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  bin名を確認してください。 

DRG-11911: 同同同同胞胞胞胞 : %(1)sが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された同胞 bin名が存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  bin名を確認してください。 

DRG-11912: ID: %(1)s(bin: %(2)s)は正でなければなりませんは正でなければなりませんは正でなければなりませんは正でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  bin問合せのグループ IDは、正数でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  グループ IDを変更してください。 

DRG-11913: 挿入位挿入位挿入位挿入位置置置置 : %(1)s - %(2)sが正しくありませが正しくありませが正しくありませが正しくありませんんんん (bin: %(3)s)。。。。
原原原原因因因因 :  ピア binの挿入位置を示す bin名が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  bin名と、そしてそれらが連続しているかどうかを確認してください。 

DRG-11914: 提示され提示され提示され提示されたたたた%(1)sは、は、は、は、%(2)sの親であると同時に子でもありますの親であると同時に子でもありますの親であると同時に子でもありますの親であると同時に子でもあります。。。。
原原原原因因因因 :  親子関係変更操作が可能なため、ツリー内で循環します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  親の binIDと binツリーの構造を確認してください。 

DRG-11915: 指定されたパ指定されたパ指定されたパ指定されたパスススス : %(1)sはははは binツリーに存在しませんツリーに存在しませんツリーに存在しませんツリーに存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  ctx_bin.get_idのコールで、無効なパスが使用されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パスと binツリーの構造を確認してください。 

DRG-11916: 同同同同胞胞胞胞 : %(1)sはすでに同じ名前で存在していますはすでに同じ名前で存在していますはすでに同じ名前で存在していますはすでに同じ名前で存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  親が共通の子の名前は、すべて一意でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  bin名を確認してください。 

DRG-12000: ユーザー・トランスレータ・コマンドが長すぎますユーザー・トランスレータ・コマンドが長すぎますユーザー・トランスレータ・コマンドが長すぎますユーザー・トランスレータ・コマンドが長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・トランスレータ・コマンドは、32文字以下でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-12001: ユーザー・トランスレータ・コマンドに無効な文字が含まれていますユーザー・トランスレータ・コマンドに無効な文字が含まれていますユーザー・トランスレータ・コマンドに無効な文字が含まれていますユーザー・トランスレータ・コマンドに無効な文字が含まれています。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・トランスレータ・コマンドには、スラッシュ、カッコ、セミコロンな
どの特殊文字は使えません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-12002: ユーザー・トランスレータ・コマンユーザー・トランスレータ・コマンユーザー・トランスレータ・コマンユーザー・トランスレータ・コマンドドドド : %(1)sを実行できませんでしたを実行できませんでしたを実行できませんでしたを実行できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・トランスレータ・コマンドが実行できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー・トランスレータ・コマンドが必要なディレクトリに存在している
ことおよび実行可能な形式になっていることを確認してください。ユーザー・トランス
レータ実行可能コマンドに必要なディレクトリは、オペレーティング・システムによっ
て異なります。たとえば、UNIX対応オペレーティング・システムでは、ユーザー・ト
ランスレータ実行可能ディレクトリは、$ORACLE_HOME/cfx/binにあります。
WindowsNTの場合は、ユーザー・トランスレータ実行可能ディレクトリは、
ORACLE_HOME¥BINになければなりません。

DRG-12003: ユーザー・フィルタ・トランスレータのステータスユーザー・フィルタ・トランスレータのステータスユーザー・フィルタ・トランスレータのステータスユーザー・フィルタ・トランスレータのステータスがががが%(1)sですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・トランスレータ・コマンドがエラー状態で終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-12004: ORACLE_HOMEが設定されていませんが設定されていませんが設定されていませんが設定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ORACLE_HOMEが設定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ctxsrv実行時に ORACLE_HOMEが設定されているかどうかを確認してくだ
さい。 

DRG-12005: ユーザー・トランスレータがファイユーザー・トランスレータがファイユーザー・トランスレータがファイユーザー・トランスレータがファイルルルル : %(1)sで失敗しましたで失敗しましたで失敗しましたで失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・トランスレータがファイルの変換に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルで、実行されたコマンドを調べてください。

DRG-12006: ユーザー・トランスレータで一時名の作成に失敗しましたユーザー・トランスレータで一時名の作成に失敗しましたユーザー・トランスレータで一時名の作成に失敗しましたユーザー・トランスレータで一時名の作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  トランスレータが、一時ファイル名の作成に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

DRG-12007: 変換に失敗しました変換に失敗しました変換に失敗しました変換に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  トランスレータ・オブジェクトが失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  原因が不明な場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

DRG-12100: 読取り機でファイ読取り機でファイ読取り機でファイ読取り機でファイルルルル : %(1)sがスキップされましたがスキップされましたがスキップされましたがスキップされました。。。。
原原原原因因因因 :  処理できないため、読取り機はこのファイルをスキップしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルおよびトランスレータの順序が正しいかどうかを調べてください。

DRG-12201:  セクション・グルーセクション・グルーセクション・グルーセクション・グループプププ%(1)sはすでに存在しますはすでに存在しますはすでに存在しますはすでに存在します。。。。
原原原原因因因因 :  同じ名前のセクション・グループがすでに存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別名を使うかまたは、すでに存在している名前を削除してください。
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DRG-12202:  セクション・グループ作成時のエラーセクション・グループ作成時のエラーセクション・グループ作成時のエラーセクション・グループ作成時のエラー
原原原原因因因因 :  セクショングループの作成時にエラーを検出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージを参照して、適切なアクションを取ってください。

DRG-12203:  セクション・グルーセクション・グルーセクション・グルーセクション・グループプププ%(1)sが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたセクション・グループは存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すでに存在するセクション・グループを指定してください。

DRG-12204:  セクション・グルーセクション・グルーセクション・グルーセクション・グループプププ%(1)sの削除時のエラーの削除時のエラーの削除時のエラーの削除時のエラー
原原原原因因因因 :  セクション・グループの削除時にエラーを検出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleエラー・メッセージを参照して、適切なアクションを行ってくださ
い。

DRG-12205:  top_level とととと enclose_self がが共に設定されていますがが共に設定されていますがが共に設定されていますがが共に設定されています。。。。
原原原原因因因因 :  top_levelと enclose_selfが一度に設定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  top_levelと enclose_selfのどちらかの設定を解き、セクションを作成し直し
てください。

DRG-12206:  開始タ開始タ開始タ開始タググググ%(1)sは、セクション・グルーは、セクション・グルーは、セクション・グルーは、セクション・グループプププ%(2)sにすでに存在しますにすでに存在しますにすでに存在しますにすでに存在します。。。。
原原原原因因因因 :  指定された開始タグは同じセクションにすでに存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  そのセクションに別の開始タグを指定してください。

DRG-12207:  終了タ終了タ終了タ終了タググググ%(1)sは、セクション・グルーは、セクション・グルーは、セクション・グルーは、セクション・グループプププ%(2)sにすでに存在しますにすでに存在しますにすでに存在しますにすでに存在します。。。。
原原原原因因因因 :  指定された終了タグは同じセクションにすでに存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  そのセクションに別の終了タグを指定してください。

DRG-12208:  同じ開始タグと終了タグがセクション・グルー同じ開始タグと終了タグがセクション・グルー同じ開始タグと終了タグがセクション・グルー同じ開始タグと終了タグがセクション・グループプププ%(1)sにすでに存在しますにすでに存在しますにすでに存在しますにすでに存在します。。。。
原原原原因因因因 :  同じ開始タグと終了タグがすでに同じセクションに存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  そのセクションに別の開始タグまたは終了タグを指定してください。

DRG-12209:  セクション・グルーセクション・グルーセクション・グルーセクション・グループプププ%(2)sにセクショにセクショにセクショにセクションンンン%(1)sの終了タグと同じ開始タグがの終了タグと同じ開始タグがの終了タグと同じ開始タグがの終了タグと同じ開始タグが
ありますありますありますあります。。。。
原原原原因因因因 :  指定された開始タグは、同じセクション・グループの終了タグと同じになってい
ます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別の開始タグを指定してください。

DRG-12210:  セクショセクショセクショセクションンンン%(1)sの追加時のエラーの追加時のエラーの追加時のエラーの追加時のエラー
原原原原因因因因 :  セクションの追加時に Oracleエラーを検出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleエラー・メッセージを参照して、適切な解決方法を行ってください。
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DRG-12211:  セクションまたはセクション識別セクションまたはセクション識別セクションまたはセクション識別セクションまたはセクション識別子子子子%(1)sが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  削除するセクション名またはセクション識別子が存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  存在するセクション名またはセクション識別子を指定してください。

DRG-12212:  セクショセクショセクショセクションンンン%(1)sの削除時のエラーの削除時のエラーの削除時のエラーの削除時のエラー
原原原原因因因因 :  セクションの削除時に Oracleエラーを検出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleエラー・メッセージを参照して、適切な解決方法を行ってください。

DRG-12213:  他のユーザーのセクション・グループまたはセクションは作成または削除でき他のユーザーのセクション・グループまたはセクションは作成または削除でき他のユーザーのセクション・グループまたはセクションは作成または削除でき他のユーザーのセクション・グループまたはセクションは作成または削除でき
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  自分のセクション・グループ・オブジェクトだけを作成または削除できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  所有者には自分のオブジェクトだけを作成または削除するようにさせてくだ
さい。

DRG-12214:  この型の名前は欠落していまこの型の名前は欠落していまこの型の名前は欠落していまこの型の名前は欠落していますすすす : %(1)s
原原原原因因因因 :  操作にはセクション名またはセクション・グループ名が必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セクション名またはセクション・グループ名を指定してください。

DRG-12215:  開始タグと終了タグは同じにすることはできません開始タグと終了タグは同じにすることはできません開始タグと終了タグは同じにすることはできません開始タグと終了タグは同じにすることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  開始タグと終了タグは別にしなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  開始タグと終了タグは別々に指定してください。

DRG-12216:  終了タグが、セクション・グルー終了タグが、セクション・グルー終了タグが、セクション・グルー終了タグが、セクション・グループプププ%(2)sのセクショのセクショのセクショのセクションンンン%(1)sの開始タグと同の開始タグと同の開始タグと同の開始タグと同
じになっていますじになっていますじになっていますじになっています。。。。
原原原原因因因因 :  指定された終了タグが同じセクション・グループの開始タグと同じになっていま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別の終了タグを指定してください。

DRG-12217:  開始タグと終了タグ開始タグと終了タグ開始タグと終了タグ開始タグと終了タグはははは 64バイトを超えることはできませんバイトを超えることはできませんバイトを超えることはできませんバイトを超えることはできません。。。。
原原原原因因因因 :   最大制限値 64バイトを超える開始タグまたは終了タグを指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  64バイト以内の開始または終了タグを指定してください。

DRG-12218:  セクション・グループ名が欠落していますセクション・グループ名が欠落していますセクション・グループ名が欠落していますセクション・グループ名が欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  このアクションを実行するためにはセクション・グループ名を指定しなければな
りません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セクションまたはセクション・グループの作成時にセクション・グループ名
を指定してください。

DRG-12219:  セクション名が欠落していますセクション名が欠落していますセクション名が欠落していますセクション名が欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  セクションの作成時にセクション名を指定しなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セクション名を指定してください。
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DRG-12220:  開始タグが欠落しています開始タグが欠落しています開始タグが欠落しています開始タグが欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  セクションの作成時に開始タグを指定しなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  開始タグを指定してください。

DRG-12221:  セクション・グループを指定できません。セクション・グループを指定できません。セクション・グループを指定できません。セクション・グループを指定できません。-- 作業環作業環作業環作業環境境境境%(1)sで使用で使用で使用で使用中です中です中です中です。。。。
原原原原因因因因 :  索引ポリシーに使用している作業環境でセクション・グループを指定しようとし
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-12222:  最大オープン・セクション最大オープン・セクション最大オープン・セクション最大オープン・セクション数数数数 (%(1)s)を超えましたを超えましたを超えましたを超えました。。。。
原原原原因因因因 :  ドキュメントが、同時にオープンできる最大セクション数を超えています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-12223:  指定したセクション指定したセクション指定したセクション指定したセクション名名名名%(1)sは予約名ですは予約名ですは予約名ですは予約名です。。。。
原原原原因因因因 :  セクション名に予約名を使用しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

DRG-12300:  ワードリストワードリストワードリストワードリストがががが soundex(I1W)表の作成に失敗しました表の作成に失敗しました表の作成に失敗しました表の作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ワードリスト環境が無効か、またはデータベースに問題があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ワードリスト環境および ConTextサーバー・ログを確認してください。

DRG-12301:  ワードリストワードリストワードリストワードリストがががが soundex(I1W)表の索引を作成するのに失敗しました表の索引を作成するのに失敗しました表の索引を作成するのに失敗しました表の索引を作成するのに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ワードリスト環境が無効か、またはデータベースに問題があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ワードリスト環境および ConTextサーバー・ログを確認してください。

DRG-12400:  テンプレーテンプレーテンプレーテンプレートトトト%(1)sが空ですが空ですが空ですが空です。。。。
原原原原因因因因 :  テンプレートが空です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  テンプレートが正しくインストールされているかを確認してください。

DRG-12401:  テンプレートが無効です。テンプレートが無効です。テンプレートが無効です。テンプレートが無効です。: ルールールーループプププ内の問合せ内の問合せ内の問合せ内の問合せ。。。。
原原原原因因因因 :  CTX REPEATタグ内では CTX EXECタグをつけることはできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CTX EXEC タグを削除してください。

DRG-12402:  エラー処理テンプレーエラー処理テンプレーエラー処理テンプレーエラー処理テンプレートトトト%(1)s 、行、行、行、行 %(2)s。。。。
原原原原因因因因 :  テンプレートの処理時にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の他のエラーを参照して、適切な解決方法を行ってください。

DRG-12403:  テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート %(1)s が見つかりませんでしたが見つかりませんでしたが見つかりませんでしたが見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  そのテンプレートは存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  テンプレート名とそのテンプレートがインストールされているかを確認して
ください。
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DRG-12404:  複数のテンプレート複数のテンプレート複数のテンプレート複数のテンプレート %(1)s が見つかりましたが見つかりましたが見つかりましたが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  同じ名前のテンプレートが複数見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要に応じてテンプレートを削除してください。

DRG-12405:  CTX REDIRECTまたまたまたまたはははは CTX LABELタグの処理時にエラーが発生タグの処理時にエラーが発生タグの処理時にエラーが発生タグの処理時にエラーが発生ししししましたましたましたました。。。。
原原原原因因因因 :  タグの構文エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  タグ構文を修正してください。

DRG-12406:  CTX EXEC タグ属性タグ属性タグ属性タグ属性 (%(1)s) が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  属性が正しく指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された属性の構文を確認してください。

DRG-12407:  CTX REPEAT タグ属タグ属タグ属タグ属性性性性 (%(1)s)が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  属性が正しく指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   指定された属性の構文を確認してください。

DRG-12408:  無効な変数参無効な変数参無効な変数参無効な変数参照照照照 : %(1)s.%(2)s。。。。
原原原原因因因因 :  参照された変数が存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ラベルと列名を確認してください。

DRG-12409:  %(1)sでのラベル構文ウラーでのラベル構文ウラーでのラベル構文ウラーでのラベル構文ウラー
原原原原因因因因 :  CTX EXECタグの SQLに、ラベルまたはラベル型の正しくない構文があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CTX EXEC タグの SQL属性を確認してください。

DRG-12410:  CTX EXEC タグを処理できませんでしたタグを処理できませんでしたタグを処理できませんでしたタグを処理できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  CTX EXECタグの SQL属性の処理時にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタック上の他のエラーを参照して、適切な解決方法を行ってください。

DRG-12411:  SQL処理エラ処理エラ処理エラ処理エラーーーー : %(1)s。。。。
原原原原因因因因 :  CTX EXECタグの SQL属性から SQLを間違って実行しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL属性の SQLを確認してください。

DRG-12412:  Templete Processor属属属属性性性性 (%(1)s)が欠落しているか、または無効ですが欠落しているか、または無効ですが欠落しているか、または無効ですが欠落しているか、または無効です。。。。
原原原原因因因因 :  HTML 指定された属性が入力フィールドでは欠落しているか、または無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INPUTで Templete Processor固有の属性を調べてください。

DRG-12422:  クライアントへの書込みに失敗しましたクライアントへの書込みに失敗しましたクライアントへの書込みに失敗しましたクライアントへの書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージを参照してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。
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DRG-12430:  必須の引数が欠落していま必須の引数が欠落していま必須の引数が欠落していま必須の引数が欠落していますすすす : %(1)s。。。。
原原原原因因因因 :  この引数は必須です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この引数を指定した状態で URLを送り直してください。

DRG-12431:  構成セクションが見つかりません構成セクションが見つかりません構成セクションが見つかりません構成セクションが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  構成セクション%(1)sが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この引数を修正した状態で URLを送り直してください。

DRG-12432:  構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル %(1)s が見つかりません、または読み取ることができませんが見つかりません、または読み取ることができませんが見つかりません、または読み取ることができませんが見つかりません、または読み取ることができません。。。。
原原原原因因因因 :  構成ファイルの処理時にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。

DRG-12433:  %(1)s JDBC ドライバ・クラスのロードに失敗しましたドライバ・クラスのロードに失敗しましたドライバ・クラスのロードに失敗しましたドライバ・クラスのロードに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ドライバ・クラスが無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡して、構成を修正してください。

DRG-12434:  構構構構成成成成 : %(1)s 情報を使って接続しようとしましたが失敗しました情報を使って接続しようとしましたが失敗しました情報を使って接続しようとしましたが失敗しました情報を使って接続しようとしましたが失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  構成情報が正しくありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡して、構成を修正してください。

DRG-12435:  ハイライト表の割当てに失敗しましたハイライト表の割当てに失敗しましたハイライト表の割当てに失敗しましたハイライト表の割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージを参照してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。

DRG-12436:  ドキメント表の割当てに失敗しましたドキメント表の割当てに失敗しましたドキメント表の割当てに失敗しましたドキメント表の割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージを参照してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。

DRG-12437:  ハイライト表のリリースに失敗しましたハイライト表のリリースに失敗しましたハイライト表のリリースに失敗しましたハイライト表のリリースに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージを参照してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。

DRG-12438:  ドキュメント表のリリースに失敗しましたドキュメント表のリリースに失敗しましたドキュメント表のリリースに失敗しましたドキュメント表のリリースに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージを参照してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。

DRG-12439:  ハイライト表の読込みに失敗しましたハイライト表の読込みに失敗しましたハイライト表の読込みに失敗しましたハイライト表の読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージを参照してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。
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DRG-12440:  ドキュメント表の読込みに失敗しましたドキュメント表の読込みに失敗しましたドキュメント表の読込みに失敗しましたドキュメント表の読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージを参照してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。

DRG-12441:  ハイライト表数のカウントに失敗しましたハイライト表数のカウントに失敗しましたハイライト表数のカウントに失敗しましたハイライト表数のカウントに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージを参照してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。
                                                                    ConText Option メッセージ 2-49



ConText Option エラー・メッセージ : DRG-10000～ DRG-12100
2-50 Oracle8 エラー・メッセージ                              



                                                            Oracle Trace
3

Oracle Traceメッセージ

サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
次のエラーは、サーバー側 (CLI、サービス、フォーマッタ、レポータなどを含む )の Oracle 
Trace エラー・メッセージです。

EPC-00002: 渡された機渡された機渡された機渡された機能能能能 IDが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な製品 IDが渡されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1から 999999の間で有効な製品 IDを指定してください。

EPC-00003: 渡された機能バージョンが無効です渡された機能バージョンが無効です渡された機能バージョンが無効です渡された機能バージョンが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な製品バージョン番号が渡されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  11より小さい製品バージョン番号を指定してください。

EPC-00004: 機能登機能登機能登機能登録録録録 idが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な製品登録 IDが渡されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  256より小さい製品登録 IDを指定してください。

EPC-00006: コレクションは使用不可ですコレクションは使用不可ですコレクションは使用不可ですコレクションは使用不可です。。。。
原原原原因因因因 :  コレクションが停止したか、またはイベントが収集されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00007: 機能バージョンが必要です機能バージョンが必要です機能バージョンが必要です機能バージョンが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  製品バージョン番号が未指定です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  製品バージョン番号を指定してください。
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EPC-00008: この機能に対しこの機能に対しこの機能に対しこの機能に対してててて epc_initがががが 2回コールされました回コールされました回コールされました回コールされました。。。。
原原原原因因因因 :  epc_initルーチンが製品によってすでにコールされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コード・パスを調べて、epc_initが 1回だけコールされてい て、正しい位置
にあるかどうかを確認してください。

EPC-00009: データ・キャプチャ・ファイルが存在しませんデータ・キャプチャ・ファイルが存在しませんデータ・キャプチャ・ファイルが存在しませんデータ・キャプチャ・ファイルが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  収集用のデータ・ファイルがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00011: Oracle TRACE ソフトウェアがインストールされていませんソフトウェアがインストールされていませんソフトウェアがインストールされていませんソフトウェアがインストールされていません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceソフトウェアがインストールされていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Traceソフトウェアをインストールしてください。

EPC-00015: ヒープ領域が不足していますヒープ領域が不足していますヒープ領域が不足していますヒープ領域が不足しています。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceのメモリーが足りません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00016: 最小イベントが無効です最小イベントが無効です最小イベントが無効です最小イベントが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  イベント番号が FDFで指定されている最小値より小さいです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なイベント番号を指定してください。

EPC-00017: 最大イベントが無効です最大イベントが無効です最大イベントが無効です最大イベントが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  イベント番号が FDFで指定されている最大値より大きいです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な最大イベント番号を指定してください。

EPC-00019: 共有メモリーに接続できません共有メモリーに接続できません共有メモリーに接続できません共有メモリーに接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceが共有メモリーに接続できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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EPC-00020: メモリーへのアクセスを取得できませんメモリーへのアクセスを取得できませんメモリーへのアクセスを取得できませんメモリーへのアクセスを取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  マップされたメモリー管理 .datファイルの 1つが満杯になったときに、Oracle 
Traceは、そのファイルのサイズを拡張することができま せんでした。  これは、
Windows NTの場合にだけ発行されます。 その他のプラットフォームでは、ユーザーの
処置がなくても、必要に応じてファイ ルは拡張されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現在実行している Oracle Traceコレクションが *.dat ファイル上のスペース
を解放するまで待ってください。 Oracle Trace コレクションが実行されていない場合に
は、otrccref イメージを実行して、空の dat ファイルを新たに作成することができます。
otrccrefを実行するときに、必要に応じてより大きいファイル・サイズを指定すること
もできます。  

EPC-00023: 機能は収集していません機能は収集していません機能は収集していません機能は収集していません。。。。
原原原原因因因因 :  コレクションはアクティブですが、製品の一部ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現在の製品バージョンが収集用に指定されているかを確認してください。 

EPC-00024: 共有メモリーを切り離せません共有メモリーを切り離せません共有メモリーを切り離せません共有メモリーを切り離せません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceが共有メモリーから切り離せません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00030: コレクションがありませんコレクションがありませんコレクションがありませんコレクションがありません。。。。
原原原原因因因因 :  削除するコレクションが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  存在するコレクションの名前を指定してください。

EPC-00034: mutex作成中にエラーが発生しました作成中にエラーが発生しました作成中にエラーが発生しました作成中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  エラーは、mutex作成中に発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00035: レコード長が無効ですレコード長が無効ですレコード長が無効ですレコード長が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  epc_eventコールで間違ったレコードの長さが見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  epc_eventコールで有効なレコードの長さについての情報は、『Oracle Trace 
User’s Guid』を参照してください。 

EPC-00036: 渡されたイベントが無効です渡されたイベントが無効です渡されたイベントが無効です渡されたイベントが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なイベント数値がパスされました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なイベント数値を指定してください。 

EPC-00037: イベントが指定されていませんイベントが指定されていませんイベントが指定されていませんイベントが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  イベントに対して 0が指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なイベント数値を指定してください。
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EPC-00038: ハンドルが指定されていませんハンドルが指定されていませんハンドルが指定されていませんハンドルが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  start_eventまたは end_eventコールのハンドルに対して 0が 指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コールのハンドル・アドレスを指定してください。

EPC-00039: 指定されたイベントが収集していません指定されたイベントが収集していません指定されたイベントが収集していません指定されたイベントが収集していません。。。。
原原原原因因因因 :  製品は収集していますが、イベントは収集していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00040: DCFへの書込みでエラーが発生しましたへの書込みでエラーが発生しましたへの書込みでエラーが発生しましたへの書込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データがデータ・コレクション・ファイル に書込めません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  十分なディスク領域があるかどうか、ファイルの保護が正しいかどうかを確
認してください。

EPC-00043: mutexロックの獲得でエラーが発生しましたロックの獲得でエラーが発生しましたロックの獲得でエラーが発生しましたロックの獲得でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  mutexロックを取得しようとしている間にエラーが発生しま す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00044: mutexのロック解除でエラーが発生しましたのロック解除でエラーが発生しましたのロック解除でエラーが発生しましたのロック解除でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  mutexのロックを解除しようとしている間にエラーが発生し ます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00046: 一般エラー・メッセージ一般エラー・メッセージ一般エラー・メッセージ一般エラー・メッセージ。。。。
原原原原因因因因 :  原因が不明なエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00047: スレッドが無効ですスレッドが無効ですスレッドが無効ですスレッドが無効です。。。。
原原原原因因因因 :   無効なスレッド値が渡されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なスレッド値についての情報は、『Oracle  Trace User’s Guide』を参照し
てください。

EPC-00048: スレッドがありませんスレッドがありませんスレッドがありませんスレッドがありません。。。。
原原原原因因因因 :  スレッドが渡されていません。スレッドを 1つ渡す必要があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スレッドを渡してください。

EPC-00049: thread_idが現行スレッドではありませんが現行スレッドではありませんが現行スレッドではありませんが現行スレッドではありません。。。。
原原原原因因因因 :  現行スレッドにコンテキストが設定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行スレッドにコンテキストを設定してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00050: 渡されたイベント・レコード引数が無効です渡されたイベント・レコード引数が無効です渡されたイベント・レコード引数が無効です渡されたイベント・レコード引数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なイベントのレコード引数が渡されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コードおよび正しい引数値を確認してください。

EPC-00051: 制約が存在しません制約が存在しません制約が存在しません制約が存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  epc_remove_reg_idコールが、存在していない制約に作成さ れます。 

有効な制約を指定してください。

EPC-00053: Regidがすでに存在していますがすでに存在していますがすでに存在していますがすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  epc_add_reg_idコールに指定された制約がすでに存在します。

処置は必要ありません。

EPC-00054: 機能の限度を超えています機能の限度を超えています機能の限度を超えています機能の限度を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  一度に収集できるアクティブな機能は、5つまでです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00055: dcfのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・コレクション・ファイルをオープンしようとしているときに Oracle 
Traceにエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00056: filenameのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・コレクション定義ファイルをオープンしようとしているときに Oracle 
Traceにエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00057: cf項目番号が無効です項目番号が無効です項目番号が無効です項目番号が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な製品間項目番号が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1から 14までの製品間番号を指定してください。

EPC-00058: epc_initコールが必要ですコールが必要ですコールが必要ですコールが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  An epc_initコールが見つかりませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コードを調べて、epc_initが正しい位置でコールされているかどうかを確認
してください。

EPC-00062: コレクションはすでにアクティブですコレクションはすでにアクティブですコレクションはすでにアクティブですコレクションはすでにアクティブです。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたコレクションはすでにアクティブです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00063: fdfファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  epc_collectコールで指定されている FDFファイルを読み込もうとしている間に
エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00064: dcfの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・コレクション・ファイルを作成しようとしているときにエラーが発生し
ました。

オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00065: cdf filenameの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたコレクション定義ファイルを作成しようとしているときにエラーが発
生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00066: cdf filenameの書込みでエラーが発生しましたの書込みでエラーが発生しましたの書込みでエラーが発生しましたの書込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたコレクション定義ファイルに書込もうとしているときにエラーが発生
しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  十分なディスク領域があるかどうか、ファイルの保護が正しいかどうかを確
認してください。 そうでなければ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。

EPC-00067: fdfのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  製品定義ファイルのオープン中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00068: cdf内でシーク・エラーが発生しました内でシーク・エラーが発生しました内でシーク・エラーが発生しました内でシーク・エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション定義ファイルでシーク・エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00069: os名マシン名取得エラー名マシン名取得エラー名マシン名取得エラー名マシン名取得エラー
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システムが確認されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00070: ホスト名取得エラーホスト名取得エラーホスト名取得エラーホスト名取得エラー
原原原原因因因因 :  ホスト名が確認されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00071: max_event はははは 0 より大きくなければなりませんより大きくなければなりませんより大きくなければなりませんより大きくなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  無効な最大値イベントが epc_initコールで指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  0より大きい最大値イベントを指定してください。

EPC-00072: returned_eflagsが必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  epc_initコールで予期した returned_eflagsパラメータが見つかりませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  epc_initコールで必須な情報を指定してください。

EPC-00073: オフセット値が無効ですオフセット値が無効ですオフセット値が無効ですオフセット値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なオフセット値が epc_initコールで指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なオフセット値を指定してください。

EPC-00074: shmem idまたはファイル名が必要ですまたはファイル名が必要ですまたはファイル名が必要ですまたはファイル名が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  epc_initコールで予期した共有メモリー IDまたはファイル名が見つかりません
でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  epc_initコールで必須な情報を指定してください。

EPC-00075: ファイル名が必要ですファイル名が必要ですファイル名が必要ですファイル名が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル名が見つかりませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名を指定してください。

EPC-00076: predefined_eventflagsが必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  epc_initコールで予期した predefined_eventflagsパラメータが見つかりませんで
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  epc_initコールで必須な情報を指定してください。

EPC-00077: オプション値が無効ですオプション値が無効ですオプション値が無効ですオプション値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なオプションが epc_initコールで指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  epc_initコールに有効なオプションを指定してください。

EPC-00078: まだインプリメントされていませんまだインプリメントされていませんまだインプリメントされていませんまだインプリメントされていません。。。。
原原原原因因因因 :  この機能はまだサポートされていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この機能は使わないでください。 処置は必要ありません。

EPC-00079: ファイルの追加に失敗しましたファイルの追加に失敗しましたファイルの追加に失敗しましたファイルの追加に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション定義ファイル作成中にディスク領域を超えました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスク領域を増加してください。

EPC-00080: ファイル追加シークに失敗しましたファイル追加シークに失敗しましたファイル追加シークに失敗しましたファイル追加シークに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション定義ファイル作成中にディスク領域を超えました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスク領域を増加してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00081: 追加書込みに失敗しました追加書込みに失敗しました追加書込みに失敗しました追加書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション定義ファイル作成中にディスク領域を超えました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスク領域を増加してください。

EPC-00082: 追加書込みに失敗しました追加書込みに失敗しました追加書込みに失敗しました追加書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション定義ファイル作成中にディスク領域を超えました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスク領域を増加してください。

EPC-00083: fdfの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00084: メモリー・マッピングに失敗しましたメモリー・マッピングに失敗しましたメモリー・マッピングに失敗しましたメモリー・マッピングに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00085: メモリー・マッピングの解除に失敗しましたメモリー・マッピングの解除に失敗しましたメモリー・マッピングの解除に失敗しましたメモリー・マッピングの解除に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00086: メモリーのマッピング解除の前にマッピングが必要ですメモリーのマッピング解除の前にマッピングが必要ですメモリーのマッピング解除の前にマッピングが必要ですメモリーのマッピング解除の前にマッピングが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00087: CLIジョブを開始しまジョブを開始しまジョブを開始しまジョブを開始しますすすす ...
原原原原因因因因 :  この条件は、CLIジョブの開始を通知するために使用されます。 これはエラーで
はありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

EPC-00088: lsfパッケージに対するコールに失敗しましたパッケージに対するコールに失敗しましたパッケージに対するコールに失敗しましたパッケージに対するコールに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00089:  event_idが、が、が、が、epc_initで指定されで指定されで指定されで指定されたたたたmax_eventを超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  event_idが epc_initに指定された最大値を超えています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な event_idを指定してください。

EPC-00090: バージョン・レコード書込みでエラーが発生しましたバージョン・レコード書込みでエラーが発生しましたバージョン・レコード書込みでエラーが発生しましたバージョン・レコード書込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00093: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : 引数が無効です引数が無効です引数が無効です引数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00094: システム・タイムスタンプ・コールが失敗しましたシステム・タイムスタンプ・コールが失敗しましたシステム・タイムスタンプ・コールが失敗しましたシステム・タイムスタンプ・コールが失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceはシステムのタイムスタンプを取得できません でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00095: 新規新規新規新規 Reg IDレコードの追加でエラーが発生しましたレコードの追加でエラーが発生しましたレコードの追加でエラーが発生しましたレコードの追加でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00096: Reg IDファイルのクローズでエラーが発生しましたファイルのクローズでエラーが発生しましたファイルのクローズでエラーが発生しましたファイルのクローズでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00097: 新新新新規規規規 Reg IDファイルの作成でエラーが発生しましたファイルの作成でエラーが発生しましたファイルの作成でエラーが発生しましたファイルの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーに、Oracle Trace .dat ファイルがあるディレクトリ (たとえば、 
$ORACLE_HOME/otrace/admin)に対する書込みアクセスがない可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディレクトリに対するアクセス権を与えるか、またはオラクル社カスタ
マー・サポ ートに連絡してください。

EPC-00098: Reg IDの削除でエラーが発生しましたの削除でエラーが発生しましたの削除でエラーが発生しましたの削除でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00099: Reg ID詳細の削除でエラーが発生しました詳細の削除でエラーが発生しました詳細の削除でエラーが発生しました詳細の削除でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00100: 新新新新規規規規 Reg ID詳細レコード用の空きスロットの検索でエラーが発生しました詳細レコード用の空きスロットの検索でエラーが発生しました詳細レコード用の空きスロットの検索でエラーが発生しました詳細レコード用の空きスロットの検索でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00101: 指定プロセス指定プロセス指定プロセス指定プロセスのののの 1次次次次 Reg IDレコードの検索でエラーが発生しましたレコードの検索でエラーが発生しましたレコードの検索でエラーが発生しましたレコードの検索でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00102: 指定されたプロセス指定されたプロセス指定されたプロセス指定されたプロセスのののの Reg IDデータのフェッチでエラーが発生しましたデータのフェッチでエラーが発生しましたデータのフェッチでエラーが発生しましたデータのフェッチでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00103: Reg IDコンテキストが無効ですコンテキストが無効ですコンテキストが無効ですコンテキストが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00104: Reg IDデータが無効で一貫性がありませんデータが無効で一貫性がありませんデータが無効で一貫性がありませんデータが無効で一貫性がありません。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00105: Reg ID文字列が無効です。たとえば、長すぎます文字列が無効です。たとえば、長すぎます文字列が無効です。たとえば、長すぎます文字列が無効です。たとえば、長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  渡される登録 ID文字列が無効です (長すぎるため )。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な登録 ID文字列を指定してください。

EPC-00106: 次次次次のののの Reg IDレコードの検索でエラーが発生しましたレコードの検索でエラーが発生しましたレコードの検索でエラーが発生しましたレコードの検索でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00107: 次次次次のののの Reg ID詳細レコードの検索でエラーが発生しました詳細レコードの検索でエラーが発生しました詳細レコードの検索でエラーが発生しました詳細レコードの検索でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00108: Reg IDファイルのオープンでエラーが発生しましたファイルのオープンでエラーが発生しましたファイルのオープンでエラーが発生しましたファイルのオープンでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00109: Reg IDレコードの読込みでエラーが発生しましたレコードの読込みでエラーが発生しましたレコードの読込みでエラーが発生しましたレコードの読込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00110: Reg IDファイル・ヘッダーの読込みでエラーが発生しましたファイル・ヘッダーの読込みでエラーが発生しましたファイル・ヘッダーの読込みでエラーが発生しましたファイル・ヘッダーの読込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00111:  Reg ID環境変数にエラーが発生しました。たとえば、定義されていません環境変数にエラーが発生しました。たとえば、定義されていません環境変数にエラーが発生しました。たとえば、定義されていません環境変数にエラーが発生しました。たとえば、定義されていません。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00112: ファイルのファイルのファイルのファイルの extend_count 設定エラー設定エラー設定エラー設定エラー
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00113: 新新新新規規規規 COLレコードの追加中レコードの追加中レコードの追加中レコードの追加中ににににエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00114: COLファイルのクローズ中にエラーが発生しましたファイルのクローズ中にエラーが発生しましたファイルのクローズ中にエラーが発生しましたファイルのクローズ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00115: COLファイル環境変数が無ファイル環境変数が無ファイル環境変数が無ファイル環境変数が無効効効効 /欠落しています欠落しています欠落しています欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00116: コレクションがすでにファイル内に存在していますコレクションがすでにファイル内に存在していますコレクションがすでにファイル内に存在していますコレクションがすでにファイル内に存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00117: COLファイル作成エラーですファイル作成エラーですファイル作成エラーですファイル作成エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーに、Oracle Trace .dat ファイルがあるディレクトリ (たとえば、 
$ORACLE_HOME/otrace/admin)に対する書込みアクセスがない可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディレクトリに対するアクセス権を与えるか、またはオラクル社カスタ
マー・サポ ートに問合せてください。

EPC-00118: COLレコードの削除でエラーが発生しましたレコードの削除でエラーが発生しましたレコードの削除でエラーが発生しましたレコードの削除でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00119: 指指指指定定定定 COLレコードの検索でエラレコードの検索でエラレコードの検索でエラレコードの検索でエラーーーーが発生しましたが発生しましたが発生しましたが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00120: COLコンテキストが無コンテキストが無コンテキストが無コンテキストが無効効効効 /未定義です未定義です未定義です未定義です。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00121: コレクション名が無コレクション名が無コレクション名が無コレクション名が無効効効効 /未定義です未定義です未定義です未定義です。。。。
原原原原因因因因 :   「コレクションの起動」 などの Oracle Trace操作では、ユーザー指定のコレク
ション名が必要ですが、指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクション名が指定されているかどうかを確認してください。 指定されて
いる場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00122: 次次次次のののの COLレコードの取得でエラーが発生しましたレコードの取得でエラーが発生しましたレコードの取得でエラーが発生しましたレコードの取得でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00123: COLファイルのオープン中にエラーが発生しましたファイルのオープン中にエラーが発生しましたファイルのオープン中にエラーが発生しましたファイルのオープン中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00124: COLレコードの読込みでエラーが発生しましたレコードの読込みでエラーが発生しましたレコードの読込みでエラーが発生しましたレコードの読込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00125: COLファイル・ヘッダーの読込みでエラーが発生しましたファイル・ヘッダーの読込みでエラーが発生しましたファイル・ヘッダーの読込みでエラーが発生しましたファイル・ヘッダーの読込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00126: COLファイファイファイファイルルルル extend_countの設定でエラーが発生しましたの設定でエラーが発生しましたの設定でエラーが発生しましたの設定でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00127: 機能イベント・フラグの更新でエラーが発生しました機能イベント・フラグの更新でエラーが発生しました機能イベント・フラグの更新でエラーが発生しました機能イベント・フラグの更新でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00128: プロセス・イベント・フラグの更新でエラーが発生しましたプロセス・イベント・フラグの更新でエラーが発生しましたプロセス・イベント・フラグの更新でエラーが発生しましたプロセス・イベント・フラグの更新でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00129: PROレコードの追加でエラーが発生しましたレコードの追加でエラーが発生しましたレコードの追加でエラーが発生しましたレコードの追加でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00130: PROファイルのクローズでエラーが発生しましたファイルのクローズでエラーが発生しましたファイルのクローズでエラーが発生しましたファイルのクローズでエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00131: PROファイルの作成中にエラーが発生しましたファイルの作成中にエラーが発生しましたファイルの作成中にエラーが発生しましたファイルの作成中にエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00132: PROレコードの削レコードの削レコードの削レコードの削除除除除 /解放でエラーが発生しました解放でエラーが発生しました解放でエラーが発生しました解放でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00133: CLIジョブを完了しましたジョブを完了しましたジョブを完了しましたジョブを完了しました。。。。
原原原原因因因因 :  CLIジョブの完了を合図するために使用されている条件です。 これはエラーでは
ありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

EPC-00134: PRO_REGID to PRO_FACの追加でエラーが発生しましたの追加でエラーが発生しましたの追加でエラーが発生しましたの追加でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00135: PRO_REGIDの削除でエラーが発生しましたの削除でエラーが発生しましたの削除でエラーが発生しましたの削除でエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00136: レジスターレジスターレジスターレジスター PIDをををを PROから取得できませんから取得できませんから取得できませんから取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00137: PROファイル・コンテキストが、無効かまたは未定義ですファイル・コンテキストが、無効かまたは未定義ですファイル・コンテキストが、無効かまたは未定義ですファイル・コンテキストが、無効かまたは未定義です。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00138: 次次次次のののの PROレコードのフェッチに失敗しましたレコードのフェッチに失敗しましたレコードのフェッチに失敗しましたレコードのフェッチに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00139: PROファイルのオープン中にエラーが発生しましたファイルのオープン中にエラーが発生しましたファイルのオープン中にエラーが発生しましたファイルのオープン中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00140: PROファイル・レコードの読込みに失敗しましたファイル・レコードの読込みに失敗しましたファイル・レコードの読込みに失敗しましたファイル・レコードの読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00141: PROヘッダーの読込み（マップ）中にエラーが発生しましたヘッダーの読込み（マップ）中にエラーが発生しましたヘッダーの読込み（マップ）中にエラーが発生しましたヘッダーの読込み（マップ）中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00142: PROファイファイファイファイルルルル extend_countの設定に失敗しましたの設定に失敗しましたの設定に失敗しましたの設定に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00143: PROレコードの更新に失敗しましたレコードの更新に失敗しましたレコードの更新に失敗しましたレコードの更新に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00147: ジョジョジョジョブブブブ IDが指定されていませんが指定されていませんが指定されていませんが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  CLIの開始および停止コレクションのユーザー指定のジョブ ID が指定されてい
ません。または、Oracle Trace 内部エラーが発生しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00148: コレクション状コレクション状コレクション状コレクション状態態態態 : アクティブアクティブアクティブアクティブ
原原原原因因因因 :  これは成功メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00149: コレクション状態は、未定義ですコレクション状態は、未定義ですコレクション状態は、未定義ですコレクション状態は、未定義です。。。。
原原原原因因因因 :  これは成功メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00150: コレクション状態はアクティブですコレクション状態はアクティブですコレクション状態はアクティブですコレクション状態はアクティブです。。。。
原原原原因因因因 :  これは、Oracle Traceの内部エラーです。通常は、戻されません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00151: コレクショコレクショコレクショコレクションンンン cdfファイルファイルファイルファイルとととと datファイルを削除しましたファイルを削除しましたファイルを削除しましたファイルを削除しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは成功メッセージです。

処置は必要ありません。

EPC-00152: 入力パラメータ・ファイルのオープン中にエラーが発生しました入力パラメータ・ファイルのオープン中にエラーが発生しました入力パラメータ・ファイルのオープン中にエラーが発生しました入力パラメータ・ファイルのオープン中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Trace CLIが必要とするパラメータ・ファイルが、ユーザーによって提供
されていないか、そうでなければ、Oracle Traceの内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能なら、そのパラメータ・ファイルを提供してもらってください。不可能
なら、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00153:  指定され指定され指定され指定されたたたた CLIコマンドが無効または未確定ですコマンドが無効または未確定ですコマンドが無効または未確定ですコマンドが無効または未確定です。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Trace CLI に無効または不完全なコマンド動詞が指定されたか、コマンド
がまったく使用されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  完全な CLI コマンド動詞 (たとえば、"start")を指定して、コレクションを開
始してください。

EPC-00154: 制限が無効か、または指定されていません制限が無効か、または指定されていません制限が無効か、または指定されていません制限が無効か、または指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  CLIが、値が欠落しているか無効な入力制限レコードを検出 しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CLIで制限入力を使用するには、それが完全かどうかを確認してください。

EPC-00155: 制限の最大数を超えています制限の最大数を超えています制限の最大数を超えています制限の最大数を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  CLI ユーザーが最大値より多い制限レコードを入力しました (最大値は現在 5 で
す )。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CLIパラメータに渡される入力制限を減少させてください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00156: Oracleホーム・パラメータが指定されていませんホーム・パラメータが指定されていませんホーム・パラメータが指定されていませんホーム・パラメータが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  環境変数 ORACLE_HOMEが定義されていないままで Oracle Trace CLIから要求
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORACLE_HOMEを定義して、CLI関数を戻してください。

EPC-00157: コレクションを開始しましたコレクションを開始しましたコレクションを開始しましたコレクションを開始しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは成功メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00158: コレクションが完了しましたコレクションが完了しましたコレクションが完了しましたコレクションが完了しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは成功メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00159:  ユーザーユーザーユーザーユーザー名名名名 /パスワーパスワーパスワーパスワードドドド (またはサービスまたはサービスまたはサービスまたはサービス名名名名 )がありませんがありませんがありませんがありません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Trace データのフォーマットなど、Oracleデータベースにアクセスする場
合には、ユーザーは、有効なデータベース・アカウントのユーザー名、パスワード、
データベース・サービス名を指定して、完全な Oracleデータベース接続文字列を作成
しなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  欠落している接続文字列コンポーネントを指定してください。

EPC-00160: コレクションのアクティブ化にエラーが発生しましたコレクションのアクティブ化にエラーが発生しましたコレクションのアクティブ化にエラーが発生しましたコレクションのアクティブ化にエラーが発生しました 。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceは、コレクションをアクティブにできませんで した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00161: cdfファイルの変更でエラーが発生しましたファイルの変更でエラーが発生しましたファイルの変更でエラーが発生しましたファイルの変更でエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  コレクションのアクティブ化中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CDFおよび FDFといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00162:  コレクションをアクティブにする時コレクションをアクティブにする時コレクションをアクティブにする時コレクションをアクティブにする時にににに fdfファイルにエラーが発生しましたファイルにエラーが発生しましたファイルにエラーが発生しましたファイルにエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  コレクションをアクティブにする時にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CDFおよび FDFといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00163: ORACLE_HOMEの変換でエラーが発生しましたの変換でエラーが発生しましたの変換でエラーが発生しましたの変換でエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  環境論理 ORACLE_HOMEの変換中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORACLE_HOME定義を確認するか、DBAに連絡してください。
3-16 Oracle8 エラー・メッセージ                              



サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00164:  プロダクト管理ディレクトリ名変換でエラーが発生しましたプロダクト管理ディレクトリ名変換でエラーが発生しましたプロダクト管理ディレクトリ名変換でエラーが発生しましたプロダクト管理ディレクトリ名変換でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  環境論理 ORACLE_HOMEの変換中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORACLE_HOME定義を確認するか DBAに連絡してください。

EPC-00165:  プロダクト・ディレクトリ名変換でエラーが発生しましたプロダクト・ディレクトリ名変換でエラーが発生しましたプロダクト・ディレクトリ名変換でエラーが発生しましたプロダクト・ディレクトリ名変換でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  環境論理 ORACLE_HOMEの変換中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORACLE_HOME定義を確認するか DBAに連絡してください。

EPC-00166: コレクションの取消しでエラーが発生しましたコレクションの取消しでエラーが発生しましたコレクションの取消しでエラーが発生しましたコレクションの取消しでエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00167: コレクション・ファイルは限界に達しましたコレクション・ファイルは限界に達しましたコレクション・ファイルは限界に達しましたコレクション・ファイルは限界に達しました。。。。
原原原原因因因因 :  コレクションが開始されたときに指定された最大ファイルサ イズを超えていまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 以降のコレクションのために、最大ファイルサイズ 
を増加してください。

EPC-00168: ORACLE_HOMEへのファイルパスを取り除いている間にエラーが発生しましへのファイルパスを取り除いている間にエラーが発生しましへのファイルパスを取り除いている間にエラーが発生しましへのファイルパスを取り除いている間にエラーが発生しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  環境論理 ORACLE_HOMEの変換中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORACLE_HOME定義を確認するか DBAに連絡してください。

EPC-00169: cdfファイルの削除でエラーが発生しましたファイルの削除でエラーが発生しましたファイルの削除でエラーが発生しましたファイルの削除でエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  コレクション .cdfファイルを削除しようとするときにエラーが発生すると、
Oracle Trace CLIがこのエラーを通知します。多くの場合、このエラーはファイルが存
在しない (すでに削除されてしまっている )か、ファイルが保護されているために発生
します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが存在しているかどうか、ファイルが保護されているかを確認して
ください。

EPC-00170: コレクショコレクショコレクショコレクションンンン datファイルの削除のエラーファイルの削除のエラーファイルの削除のエラーファイルの削除のエラー。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション .datファイルを削除しようとするときにエラーが発生すると、
Oracle Trace CLIはこのエラーを通知します。多くの場合、このエラーはファイルが存
在しない (すでに削除されてしまっている )か、ファイルが保護されているために発生
します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが存在しているかどうか、ファイルが保護されているかを確認して
ください。
                                                                    Oracle Traceメッセージ 3-17



サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00171: Tcl走査エラーです走査エラーです走査エラーです走査エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  入力パラメータの走査中に、Oracle Trace CLIエラーが発生しました。これは、
通常戻されない内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00175:  トレートレートレートレースススス CLIイメージが見つからないか、または実行可能ではありませんイメージが見つからないか、または実行可能ではありませんイメージが見つからないか、または実行可能ではありませんイメージが見つからないか、または実行可能ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Trace CLI イメージ otrccol が ORACLE_HOME/bin にないか、アクセス
が拒否されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  イメージが存在する場合には、実行できるように保護設定を変更してくださ
い。存在しない場合には、システムに Oracle をインストールした責任者に確認するか、
オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00176: フォーマットを完了しましたフォーマットを完了しましたフォーマットを完了しましたフォーマットを完了しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは成功メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00177: フォーマットを開始しましたフォーマットを開始しましたフォーマットを開始しましたフォーマットを開始しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは成功メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00178: Tclジョブ名が指定されていませんジョブ名が指定されていませんジョブ名が指定されていませんジョブ名が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  これは、通常戻されない Oracle Traceの内部メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00179: ユーザー・アクションまたは最大ファイルサイユーザー・アクションまたは最大ファイルサイユーザー・アクションまたは最大ファイルサイユーザー・アクションまたは最大ファイルサイズズズズ (あるいはエラあるいはエラあるいはエラあるいはエラーーーー )によってコによってコによってコによってコ
レクションが停止しましたレクションが停止しましたレクションが停止しましたレクションが停止しました。。。。 
原原原原因因因因 :  このメッセージは Oracle Trace CLI から戻されたメッセージで、ユーザーが明示
的にコレクションを停止したか、あるいはディスクが満杯になるか、その他のエラー条
件でコレクションが終了した場合に戻されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーがコレクションを停止していない場合には、ディスクの使用率を調
べて、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00180: フォーマットしたデータの削除を開始しましたフォーマットしたデータの削除を開始しましたフォーマットしたデータの削除を開始しましたフォーマットしたデータの削除を開始しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは成功メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00181: フォーマットしたデータの削除を完了しましたフォーマットしたデータの削除を完了しましたフォーマットしたデータの削除を完了しましたフォーマットしたデータの削除を完了しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは成功メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00182: OCIデータベース・アクセスのエラーが発生しましたデータベース・アクセスのエラーが発生しましたデータベース・アクセスのエラーが発生しましたデータベース・アクセスのエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Trace CLIデータベース・アクセスの間にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EPC_ERROR.LOGファイルで詳細を調べてから、処理を継続してください。

EPC-00220: 項目が見つかりません項目が見つかりません項目が見つかりません項目が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .CDFおよび .DATといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00224: レポート・ファイルへの書込みでエラーが発生しましたレポート・ファイルへの書込みでエラーが発生しましたレポート・ファイルへの書込みでエラーが発生しましたレポート・ファイルへの書込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceがレポート・ファイルへのデータの書込みができませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  十分なディスク領域があるかどうか、ファイルの保護が正しいかどうかを確
認してください。

EPC-00225: time() エラーですエラーですエラーですエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceレポータがシステムから時間の取得に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00226: localtime() エラーですエラーですエラーですエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceレポータがシステムからローカル時間の取得に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00227: 最初最初最初最初のののの fac_regidを検査しようとしてシーク・エラーが発生しましたを検査しようとしてシーク・エラーが発生しましたを検査しようとしてシーク・エラーが発生しましたを検査しようとしてシーク・エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  最初の製品登録 IDを捜している間に Oracle Traceレポータでシーク・エラーが
発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00228: 一致する機能が見つかりません一致する機能が見つかりません一致する機能が見つかりません一致する機能が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceレポータが指定された製品の検索に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .CDFおよび .DATといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00229: eveレコードの前レコードの前レコードの前レコードの前にににに eveiteレコードがありますレコードがありますレコードがありますレコードがあります。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceレポータはイベント・レコードの前の項目レコードを検索しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .CDFおよび .DATといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00230: イベント・レコードがありませんイベント・レコードがありませんイベント・レコードがありませんイベント・レコードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceレポータがイベント・レコードの検索に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .CDFおよび .DATといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00233: %sをををを%sに割当て中にエラーが発生しましたに割当て中にエラーが発生しましたに割当て中にエラーが発生しましたに割当て中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  メモリー割当てエラーが発生しました。 
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーションでのメモリーの使用状況を確認してください。 それらに問
題がない場合、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00234: メモリーメモリーメモリーメモリーをををを callocできませんできませんできませんできません。。。。
原原原原因因因因 :  メモリー割当てエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーションでのメモリーの使用状況を確認してください。 それらに問
題がない場合、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00235: ファイルファイルファイルファイル filename.dat が見つかりませんが見つかりませんが見つかりませんが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルが見つかりません。削除されて、もう存在していない可能性が
あります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00236: ファイルファイルファイルファイル filename.cdf が見つかりませんが見つかりませんが見つかりませんが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション定義ファイルが見つかりません。削除されて、もう存在していない
可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00237: cdfファイル内に不明なレコードがありますファイル内に不明なレコードがありますファイル内に不明なレコードがありますファイル内に不明なレコードがあります。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .CDFおよび .DATといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00238: .cdfファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .CDFおよび .DATといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00240: 挿入フィールド内の位置調整が無効です挿入フィールド内の位置調整が無効です挿入フィールド内の位置調整が無効です挿入フィールド内の位置調整が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .CDFおよび .DATといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00241: 挿入フィールド内の整合性にエラーがあります挿入フィールド内の整合性にエラーがあります挿入フィールド内の整合性にエラーがあります挿入フィールド内の整合性にエラーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .CDFおよび .DATといっしょにバグ・レポートを送信してください。
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EPC-00242: ファイルファイルファイルファイル filenameがオープンできませんがオープンできませんがオープンできませんがオープンできません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されたファイルがオープンされませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの保護が正しいことを確認してください。

EPC-00243: ファイルファイルファイルファイル filenameを作成できませんを作成できませんを作成できませんを作成できません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されたファイルが作成されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの保護が正しいことを確認してください。

EPC-00245: filenameでマップ・エラーが発生しましたでマップ・エラーが発生しましたでマップ・エラーが発生しましたでマップ・エラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00246: eventflagの更新中にエラーが発生しましたの更新中にエラーが発生しましたの更新中にエラーが発生しましたの更新中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00247: .fdfファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00248: cdfファイル内に不明なレコードがありますファイル内に不明なレコードがありますファイル内に不明なレコードがありますファイル内に不明なレコードがあります。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .CDFファイルといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00251: 追加シーク操作に失敗しました追加シーク操作に失敗しました追加シーク操作に失敗しました追加シーク操作に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00252: 追加読込みに失敗しました追加読込みに失敗しました追加読込みに失敗しました追加読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  FDF追加操作中にファイルの読込みでエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクションをアクティブにするに指定した FDFに対して、 保護が正しいか
どうかを確認してください。
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EPC-00253: 追加書込みに失敗しました追加書込みに失敗しました追加書込みに失敗しました追加書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  FDF追加操作中にファイルの書込みでエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクションをアクティブにするに指定した FDFに対して、 保護が正しいか
どうかを確認してください。 問題がない場合、十分な ディスク領域があることを確認し
てください。

EPC-00257: 読込みエラーです読込みエラーです読込みエラーです読込みエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルを読み込もうとしているときに Oracle Traceにエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの保護が正しく、問題が繰り返し発生する場合、 これは Trace内部
エラーです。 オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00258: filename内の書込みエラー内の書込みエラー内の書込みエラー内の書込みエラー。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルを読み込もうとしているときに Oracle Traceにエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの保護が正しく、問題が繰り返し発生する場合、 これは Trace内部
エラーです。 オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00259: filenameでシーク・エラーが発生しましたでシーク・エラーが発生しましたでシーク・エラーが発生しましたでシーク・エラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイルを読み込もうとしているときに Oracle Traceにエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの保護が正しく、問題が繰り返し発生する場合、 これは Trace内部
エラーです。 オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00260: ファイルの拡張でエラーが発生しましたファイルの拡張でエラーが発生しましたファイルの拡張でエラーが発生しましたファイルの拡張でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceは、ファイルを拡張できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  十分なディスク領域があるかどうか、ファイルの保護が正しいかどうかを確
認してください。

EPC-00261: filename内のマップ読込みエラー内のマップ読込みエラー内のマップ読込みエラー内のマップ読込みエラー。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00262: filename内のマップ書込みエラー内のマップ書込みエラー内のマップ書込みエラー内のマップ書込みエラー。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00263: マップのロック・エラーですマップのロック・エラーですマップのロック・エラーですマップのロック・エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00264: 間違ったファイル・ポインタです間違ったファイル・ポインタです間違ったファイル・ポインタです間違ったファイル・ポインタです。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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EPC-00266:  コレクショコレクショコレクショコレクションンンン name内内内内ののののmutexのロック解除でエラーが発生しましたのロック解除でエラーが発生しましたのロック解除でエラーが発生しましたのロック解除でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00267: フラッシュ・エラーの数フラッシュ・エラーの数フラッシュ・エラーの数フラッシュ・エラーの数値値値値 :number, コレクシコレクシコレクシコレクシ ョンョンョンョン nameに発生しましたに発生しましたに発生しましたに発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00268: ロックの取得でエラーが発生しましたロックの取得でエラーが発生しましたロックの取得でエラーが発生しましたロックの取得でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00269: ロックのテストでエラーが発生しましたロックのテストでエラーが発生しましたロックのテストでエラーが発生しましたロックのテストでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00270: name内のファイルのマップ解除でエラーが発生しました内のファイルのマップ解除でエラーが発生しました内のファイルのマップ解除でエラーが発生しました内のファイルのマップ解除でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00271: ファイルファイルファイルファイル filenameの更新でエラーが発生しまの更新でエラーが発生しまの更新でエラーが発生しまの更新でエラーが発生しま したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00281: filename内の論理エラー内の論理エラー内の論理エラー内の論理エラー。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00282: name内内内内のののの COLファイルのアクセスでエラーが発ファイルのアクセスでエラーが発ファイルのアクセスでエラーが発ファイルのアクセスでエラーが発生生生生しましたしましたしましたしました。。。。
原原原原因因因因 :  収集する .datファイルに保護問題がある 可能性があります。 保護が正しい場合、
このエラーは Oracle Trace内部エラ ーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00283: コレクショコレクショコレクショコレクションンンン nameの開始での開始での開始での開始でエエエエラーが発生しましたラーが発生しましたラーが発生しましたラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  CDFまたは FDFファイルに保護問題がある可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その他のエラー・メッセージがこのメッセージといっしょに示されます。 こ
れらメッセージに示された処置を行ってください。

EPC-00284: FDFファイル内でエラーが発生ファイル内でエラーが発生ファイル内でエラーが発生ファイル内でエラーが発生ししししましたましたましたました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FDFファイルといっしょにバグ・レポートを送信してください。

EPC-00285: FDFファイル内のエラー。ファイルファイル内のエラー。ファイルファイル内のエラー。ファイルファイル内のエラー。ファイルがががが空です空です空です空です。。。。
原原原原因因因因 :  FDFファイルが不正な方法で編集されている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のノードから他の FDFのコピーを取得してください。

EPC-00286:  コレクション名コレクション名コレクション名コレクション名でででで fdf、、、、cdfファイルを追加中にエファイルを追加中にエファイルを追加中にエファイルを追加中にエララララーが発生しましたーが発生しましたーが発生しましたーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  レビューに使用可能な FDFおよび CDFファイルを用意して、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00287: fdf処理で予期しないレコードが検出されました処理で予期しないレコードが検出されました処理で予期しないレコードが検出されました処理で予期しないレコードが検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  レビューに使用可能な FDFファイルを用意して、オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。

EPC-00290: gethostnameコールが失敗しましたコールが失敗しましたコールが失敗しましたコールが失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00291: プロセス・レコード用の空き領域が見つかりませんプロセス・レコード用の空き領域が見つかりませんプロセス・レコード用の空き領域が見つかりませんプロセス・レコード用の空き領域が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00296: unameシステム・コールに失敗しましたシステム・コールに失敗しましたシステム・コールに失敗しましたシステム・コールに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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EPC-00297:  データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル filenameへの書込みでエラーが発生しましたへの書込みでエラーが発生しましたへの書込みでエラーが発生しましたへの書込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルの保護に問題があるか、データ・ファイル が満杯です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要であれば、保護問題を訂正してください。 それでもエラーが発生する場
合は、Oracle Traceの内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。

EPC-00298: name内内内内ののののmutexのロックでコールがエラーが発生しましたのロックでコールがエラーが発生しましたのロックでコールがエラーが発生しましたのロックでコールがエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00299: オフセッオフセッオフセッオフセットトトト numberがアクティブなコレクションンと一致していませんがアクティブなコレクションンと一致していませんがアクティブなコレクションンと一致していませんがアクティブなコレクションンと一致していません。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00300: コレクショコレクショコレクショコレクションンンン nameがアクテがアクテがアクテがアクティィィィブなコレクションと一致していませんブなコレクションと一致していませんブなコレクションと一致していませんブなコレクションと一致していません。。。。
原原原原因因因因 :  コレクションは存在していないので停止できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00301:  コレクショコレクショコレクショコレクションンンン nameは見つかりましたが、アクティブでありませんは見つかりましたが、アクティブでありませんは見つかりましたが、アクティブでありませんは見つかりましたが、アクティブでありません。。。。
原原原原因因因因 :  コレクションはすでに停止されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00305: 空きコレクション・エントリの検索でエラーが発生しました空きコレクション・エントリの検索でエラーが発生しました空きコレクション・エントリの検索でエラーが発生しました空きコレクション・エントリの検索でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00306:  ファイファイファイファイルルルル filenameから報告するデータがありませんから報告するデータがありませんから報告するデータがありませんから報告するデータがありません。。。。
原原原原因因因因 :  これは、Oracle Trace Reporterエラーです。.DATファイルに保護問題があるか、
データを収集する処理が実行されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .DATファイルの保護を確認してください。 それ以外は、何もする必要はあり
ません。

EPC-00307: Oracle Commit中にエラーが発生しました中にエラーが発生しました中にエラーが発生しました中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00308: Oracle文の実行でエラーが発生しました文の実行でエラーが発生しました文の実行でエラーが発生しました文の実行でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00309: filenameの解析でエラーが発生しましたの解析でエラーが発生しましたの解析でエラーが発生しましたの解析でエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  レビューに使用可能な .CDFおよび .DATファイルを用意して、オラクル社
カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00310: ファイルのオープンでエラーが発生しましたファイルのオープンでエラーが発生しましたファイルのオープンでエラーが発生しましたファイルのオープンでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  メッセージ・ファイルに保護問題がある可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージ・ファイルの保護が正しいことを確認してください。 そうでなけ
れば、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00311: EPC_PROプロセス・ファイルの作成でエラーが発生しましたプロセス・ファイルの作成でエラーが発生しましたプロセス・ファイルの作成でエラーが発生しましたプロセス・ファイルの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これはインストレーション・エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00313: EPC_COLコレクション・ファイルの作成でエラーが発生しましたコレクション・ファイルの作成でエラーが発生しましたコレクション・ファイルの作成でエラーが発生しましたコレクション・ファイルの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これはインストレーション・エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00314: dcf本体の読込みでエラーが発生しました本体の読込みでエラーが発生しました本体の読込みでエラーが発生しました本体の読込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  レビューに使用可能な CDFおよび .DATファイルを用意して、オラクル社
カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00315: 開始ハンドル・レコートの作成でエラーが発生しました開始ハンドル・レコートの作成でエラーが発生しました開始ハンドル・レコートの作成でエラーが発生しました開始ハンドル・レコートの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Reporterメモリーに問題がある可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  レビューに使用可能な .CDFおよび .DATファイルを用意して、オラクル社
カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00316: プロセス・レコードの検索でエラーが発生しましたプロセス・レコードの検索でエラーが発生しましたプロセス・レコードの検索でエラーが発生しましたプロセス・レコードの検索でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  レビューに使用可能な CDFおよび .DATファイルを用意して、オラクル社
カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00318: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル filenameの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ディスク領域に問題がある可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  十分なディスク領域があることを確認してください。 それでもエラーが発生
する場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00319:  コレクションの開始に必要なユーザー情報がありませんコレクションの開始に必要なユーザー情報がありませんコレクションの開始に必要なユーザー情報がありませんコレクションの開始に必要なユーザー情報がありません。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00322: プロセス・レポート・ファイルの作成でエラーが発生しましたプロセス・レポート・ファイルの作成でエラーが発生しましたプロセス・レポート・ファイルの作成でエラーが発生しましたプロセス・レポート・ファイルの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは、プロセス・レポートが作成されないことを示します。 ディスク領域また
はプロテクトの問題の可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  十分なディスク領域があるかどうか、ファイルの保護が正し いかどうかを確
認してください。 そうでなければ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。

EPC-00323: 機能登録レコードと一致するプロセス・レコードが見つかりません機能登録レコードと一致するプロセス・レコードが見つかりません機能登録レコードと一致するプロセス・レコードが見つかりません機能登録レコードと一致するプロセス・レコードが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  レビューに使用可能な CDFおよび .DATファイルを用意して、オラクル社
カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00330: 探索ディレクトリ引数が無効です探索ディレクトリ引数が無効です探索ディレクトリ引数が無効です探索ディレクトリ引数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00331:  機能定義ディレクトリ・ファイルのオープンでエラーが発生しました機能定義ディレクトリ・ファイルのオープンでエラーが発生しました機能定義ディレクトリ・ファイルのオープンでエラーが発生しました機能定義ディレクトリ・ファイルのオープンでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  otrace/admin/fdfdir.datファイルの指定のに保護問題がある可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの保護が正しく、問題が繰り返し発生する場合には、 オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00332:  機機機機能能能能 infoレコード用のメモリーの割当てでエラーが発生しましたレコード用のメモリーの割当てでエラーが発生しましたレコード用のメモリーの割当てでエラーが発生しましたレコード用のメモリーの割当てでエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00334: 機機機機能能能能 infoポインタのリスト用のメモリーの割当てでエラーが発生しましたポインタのリスト用のメモリーの割当てでエラーが発生しましたポインタのリスト用のメモリーの割当てでエラーが発生しましたポインタのリスト用のメモリーの割当てでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00335: fdfレコード用のメモリーの割当てでエラーが発生しましたレコード用のメモリーの割当てでエラーが発生しましたレコード用のメモリーの割当てでエラーが発生しましたレコード用のメモリーの割当てでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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サーバー・メッセージ : EPC-00000～ EPC-00400
EPC-00337: 使用方使用方使用方使用方法法法法 : command [-w[wid] -l[len] -P -p[pid] -h] input_file [output_dir]
原原原原因因因因 :  Oracle Trace Reportコマンドが不正に使用されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいパラメータを正しい順序で指定して、コマンドを再送信してくださ
い。

EPC-00338: 未使用プロセス・レコードの削除でエラーが発生しました未使用プロセス・レコードの削除でエラーが発生しました未使用プロセス・レコードの削除でエラーが発生しました未使用プロセス・レコードの削除でエラーが発生しました : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト number.
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00339: 未使用コレクションの削除でエラーが発生しまし未使用コレクションの削除でエラーが発生しまし未使用コレクションの削除でエラーが発生しまし未使用コレクションの削除でエラーが発生しましたたたた : オフセッオフセッオフセッオフセットトトト number
原原原原因因因因 :  これは Oracle Trace 内部エラーです。 このエラーは、通常発生しないエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPC-00342: データベースで、収データベースで、収データベースで、収データベースで、収集集集集 :idが見つかりません。が見つかりません。が見つかりません。が見つかりません。(-fを使用して再実行してくださを使用して再実行してくださを使用して再実行してくださを使用して再実行してくださ
い。い。い。い。) 
原原原原因因因因 :  Oracle Formatterはデータ・ファイルの指定されたコレクション IDを検索でき
ませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  -f パラメータを指定して Reporter を再実行し、データ・ファイル全体を
フォーマットしてください。

EPC-00344: フォーマットする新規データはありませんフォーマットする新規データはありませんフォーマットする新規データはありませんフォーマットする新規データはありません。。。。 終了します終了します終了します終了します。。。。
原原原原因因因因 :  新しいデータを含むデータ・ファイル形式を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00349: Oracle7のデータベース・コレクションの起動でエラのデータベース・コレクションの起動でエラのデータベース・コレクションの起動でエラのデータベース・コレクションの起動でエラ ーが発生しましたーが発生しましたーが発生しましたーが発生しました。。。。 サーサーサーサー
バー・システムバー・システムバー・システムバー・システムのののの EPC_ERROR.LOGを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してください。。。。
原原原原因因因因 :  このエラーには、いくつかの原因が考えられます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  特定のエラー番号について EPC_ERROR.LOGを参照してください。
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ユーザー・インタフェース・メッセージ : EPCW-00000～ EPCW-00999
EPC-00350: collection_id: idのフォーマットを途中終了していますのフォーマットを途中終了していますのフォーマットを途中終了していますのフォーマットを途中終了しています。。。。 データベースから削除データベースから削除データベースから削除データベースから削除
して、再フォーマットしてくださいして、再フォーマットしてくださいして、再フォーマットしてくださいして、再フォーマットしてください。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージには、いくつかの原因が考えられます。 ユーザーがフォーマット
操作を取り消した場合、このメッセージはエラー・メッセージではなく、単なる情報
メッセージの場合である場合あります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  -f パラメータを指定して、フォーマッタを再実行し、異常終了する前に
フォーマットしたデータを再フォーマットしてください。

EPC-00351: ユーザーによってフォーマットが停止されましたユーザーによってフォーマットが停止されましたユーザーによってフォーマットが停止されましたユーザーによってフォーマットが停止されました。。。。 
原原原原因因因因 :  Oracle Trace Format操作は停止されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EPC-00352: このファイルは存在しています。別の名前を選択してくださいこのファイルは存在しています。別の名前を選択してくださいこのファイルは存在しています。別の名前を選択してくださいこのファイルは存在しています。別の名前を選択してください。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたファイル名はすでに存在しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新しいファイル名を指定してください。

ユーザー・インタフェース・メッセージ : EPCW-00000～ EPCW-
00999

これらのメッセージは、Oracle Trace Managerによって生成される重大なエラー・メッセー
ジです。

EPCW-00001: データベース・エラーですデータベース・エラーですデータベース・エラーですデータベース・エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  データベースへのアクセス中に問題が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ自身にある追加情報を参照してください。

EPCW-00002: コレクションの開始でエラーが発生しましたコレクションの開始でエラーが発生しましたコレクションの開始でエラーが発生しましたコレクションの開始でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Enterprise Managerにジョブを送ろうとしている間に問題が発生します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPCW-00003: コレクション入力ファイルの作成でエラーが発生しまコレクション入力ファイルの作成でエラーが発生しまコレクション入力ファイルの作成でエラーが発生しまコレクション入力ファイルの作成でエラーが発生しま したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  コレクションの入力ファイルを作成 /書込みしている間に問題が発生します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPCW-00004: コレクションスクリプト・ファイルのオープンでエコレクションスクリプト・ファイルのオープンでエコレクションスクリプト・ファイルのオープンでエコレクションスクリプト・ファイルのオープンでエ ラーが発生しましたラーが発生しましたラーが発生しましたラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceジョブ tclファイルを検索しようとしている間に問題が発生します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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ユーザー・インタフェース・メッセージ : EPCW-00000～ EPCW-00999
EPCW-00005: Oracle Enterprise Manager 検索キャッシュのアクセスでエラーが発生しまし検索キャッシュのアクセスでエラーが発生しまし検索キャッシュのアクセスでエラーが発生しまし検索キャッシュのアクセスでエラーが発生しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Enterprise Manager検索キャッシュへのアクセス中に問題が発生しまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerが実行されており、Oracle Trace のバージョンと
の互換性があるバージョンであることを確認してください。

EPCW-00006: 状態変更通知のため状態変更通知のため状態変更通知のため状態変更通知のためのののの Oracle Traceの登録でエラーの登録でエラーの登録でエラーの登録でエラー が発生しましたが発生しましたが発生しましたが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceのアクティブ・オブジェクトを登録しようとしているときに問題が
発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Trace登録入力が正しいことを確認してください。

EPCW-00007: 警告警告警告警告 - Oracle Enterprise Managerには不明な宛先データベースですには不明な宛先データベースですには不明な宛先データベースですには不明な宛先データベースです。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが指定したデータベースは、Oracle Enterprise Manager 検索キャッシュ
にありませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 これは警告メッセージです。

EPCW-00008: データベースを渡さなければなりませんデータベースを渡さなければなりませんデータベースを渡さなければなりませんデータベースを渡さなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーから要求されたデータベース名が渡されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース名を入力してください。

EPCW-00009: ユーザー名を渡さなければなりませんユーザー名を渡さなければなりませんユーザー名を渡さなければなりませんユーザー名を渡さなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーから要求されたユーザー名が渡されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー名を入力してください。

EPCW-00010: パスワードを渡さなければなりませんパスワードを渡さなければなりませんパスワードを渡さなければなりませんパスワードを渡さなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーから要求されたパスワードが渡されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パスワードを入力してください。

EPCW-00011: Oracle Traceの初期化でエラーが発生しましたの初期化でエラーが発生しましたの初期化でエラーが発生しましたの初期化でエラーが発生しました -Oracle Enterprise Managerはははは
実行されていません実行されていません実行されていません実行されていません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Enterprise Managerは実行されていなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerを起動して、Oracle Traceを再起動してくださ
い。
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EPCW-00012:  Oracle Trace Repositoryへの接続でエラーが発生しましたへの接続でエラーが発生しましたへの接続でエラーが発生しましたへの接続でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Trace Repositoryへの接続でエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  特定の Oracle Traceに問題があるかどうかを判断してください。 問題がある
場合、新規に作成されたリポジトリへの接続を試みてくださ い。 新規のリポジトリでま
だ問題がある場合、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPCW-00013: Oracle Enterprise Manager 検索の実行エラー検索の実行エラー検索の実行エラー検索の実行エラー
原原原原因因因因 :  Oracle Enterprise Manager の検索中に問題が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Manager 検索が正しく機能しているかどうかを確認してく
ださい。 正しく機能している場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。

EPCW-00014: Oracle Enterprise Managerコンソールでの交信でエラーが発生しましたコンソールでの交信でエラーが発生しましたコンソールでの交信でエラーが発生しましたコンソールでの交信でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  OLE経由のOracle Enterprise Managerで交信している間に問題が発生しました。 
あるいは、間違った Oracle Enterprise Managerコンソー ルがロードされていました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerと Oracle Traceのバージョンが合致しているかど
うかを確認してください。 一致している場合には、オラクル社カスタマー・サポートに
連絡してください。

EPCW-00015: OLEの初期化に失敗しましたの初期化に失敗しましたの初期化に失敗しましたの初期化に失敗しました。。。。 OLEライブラリが正しいバージョンであるかライブラリが正しいバージョンであるかライブラリが正しいバージョンであるかライブラリが正しいバージョンであるか
どうかを確認してくださいどうかを確認してくださいどうかを確認してくださいどうかを確認してください。。。。
原原原原因因因因 :  OLE DLLのバージョンが間違っています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  製品を再インストールしてください。

EPCW-00016: Oracle Enterprise Manager 検索キャッシュでの更新でエラーが発生しました検索キャッシュでの更新でエラーが発生しました検索キャッシュでの更新でエラーが発生しました検索キャッシュでの更新でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceの検索中に問題が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Manager/Oracle Traceの両バージョンに は互換性があり
ません。

EPCW-00017: 進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう
かかかか ?
原原原原因因因因 :  Oracle Traceの検索停止を促します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

EPCW-00018: コレクションコレクションコレクションコレクション %sの起動に失敗しましたの起動に失敗しましたの起動に失敗しましたの起動に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  コレクションの起動に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクションの開始を再試行してください。
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EPCW-00019: コレクションコレクションコレクションコレクション %sの停止に失敗しましたの停止に失敗しましたの停止に失敗しましたの停止に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  コレクションの停止中に問題が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクションの停止を再試行してください。

EPCW-00020: ナビゲータ・データの表示でエラーが発生しましたナビゲータ・データの表示でエラーが発生しましたナビゲータ・データの表示でエラーが発生しましたナビゲータ・データの表示でエラーが発生しました 。。。。
原原原原因因因因 :  ナビゲータに情報を表示している間に問題が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スクリーンをリフレッシュするか、Oracle Traceマネージャを再起動してく
ださい。

EPCW-00021: Oracle Enterprise Manager が実行されていません。製品ファイルの編集しかが実行されていません。製品ファイルの編集しかが実行されていません。製品ファイルの編集しかが実行されていません。製品ファイルの編集しか
使用可能でありません使用可能でありません使用可能でありません使用可能でありません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Enterprise Manager は実行されていませんが、ユーザーがコマンド行で管
理モードを指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 ユーザーが使用できるのは、製品作成 /編集だけです。

EPCW-00022:  Oracle Traceのリソーのリソーのリソーのリソースススス DLLをロードすることができませんをロードすることができませんをロードすることができませんをロードすることができません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceは言語特定のリソース DLLが検索できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいインストレーションと仮定すると、これは内部の問題です。 オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPCW-00023: ナビゲータ・データの表示でエラーが発生しましたナビゲータ・データの表示でエラーが発生しましたナビゲータ・データの表示でエラーが発生しましたナビゲータ・データの表示でエラーが発生しました 。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Enterprise Manager 検索エラー

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは内部の問題です。 オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。

EPCW-00024: 最最最最低低低低 1つのイベント設定を指定しなければなりませんつのイベント設定を指定しなければなりませんつのイベント設定を指定しなければなりませんつのイベント設定を指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション・ウィザードで、最低 1つのイベント設定が指定されていなければ
なりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクション・ウィザードで、最低 1つのイベント設定を指定してくださ
い。

EPCW-00025: 期限が指定されていなければなりません期限が指定されていなければなりません期限が指定されていなければなりません期限が指定されていなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション・ウィザードで、期限が指定されていなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクション・ウィザードで期限を指定してください。

EPCW-00026: Oracle Trace ノードが見つかりませんノードが見つかりませんノードが見つかりませんノードが見つかりません。。。。 Oracle Trace 検索を実行します検索を実行します検索を実行します検索を実行しますかかかか ?
原原原原因因因因 :  ノードが見つからないと、製品起動時に検索を実行するようにユーザーにプロン
プトが出されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  検索を実行して、このメッセージが再度発行されないように してください。
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EPCW-00027: Oracle Traceはすでに実行していますはすでに実行していますはすでに実行していますはすでに実行しています。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントでは、1つだけ Oracle Traceのインスタンスを実行できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアントでこれ以上 Oracle Traceのインスタンスを実行しないようにし
てください。

EPCW-00028: コレクションコレクションコレクションコレクション %sのフォーマットに失敗しましたのフォーマットに失敗しましたのフォーマットに失敗しましたのフォーマットに失敗しました。。。。 
原原原原因因因因 :  自動フォーマット中にコレクション・ジョブを失敗したか、 スタンドアロン・
フォーマットのジョブを失敗したかのいずれかです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  フォーマットを再試行してください。 それでも失敗する場合は、オラクル社
カスタマー・サポートに連絡してください。

EPCW-00029: 進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう
かかかか ?
原原原原因因因因 :  ユーザーがコレクション・ファイルの削除を終了させようとしている。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なボタンを押してください。

EPCW-00030: 進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう
かかかか ?
原原原原因因因因 :  ユーザーがコレクションの形式ファイルの削除を終了させようとしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なボタンを押してください。

EPCW-00031: Oracle Enterprise Managerのバージョン取得中にエのバージョン取得中にエのバージョン取得中にエのバージョン取得中にエ ラーが発生しましたラーが発生しましたラーが発生しましたラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Enterprise Managerから現行のバージョンを取出しているときに問題が発
生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは内部の問題です。 オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。

EPCW-00032: リポジトリからリポジトリからリポジトリからリポジトリから Oracle Trace バージョンが読み込めませんバージョンが読み込めませんバージョンが読み込めませんバージョンが読み込めません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Trace Managerから現行のバージョンを読み込もうとしているときに問題
が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは内部の問題です。 オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。

EPCW-00033: Oracle Trace がががが Oracle Enterprise Manager と互換性がありませんと互換性がありませんと互換性がありませんと互換性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Trace と Oracle Enterprise Manager のデータベースのバージョンに互換性
がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Traceリポジトリをアップグレードしてください。
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EPCW-00034: このバージョンのこのバージョンのこのバージョンのこのバージョンの Oracle Trace は、使用しているは、使用しているは、使用しているは、使用している Oracle Trace と互換性があと互換性があと互換性があと互換性があ
りませんりませんりませんりません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Trace バージョンがリポジトリと同期が取れていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは内部の問題です。 オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。

EPCW-00035: リポジトリにデータが挿入できませんリポジトリにデータが挿入できませんリポジトリにデータが挿入できませんリポジトリにデータが挿入できません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Trace Manager が、 Oracle Trace リポジトリにデータを挿入できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・ボックスからテキストを保存してオラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。

EPCW-00036: リポジトリのデータの更新でエラーが発生しましたリポジトリのデータの更新でエラーが発生しましたリポジトリのデータの更新でエラーが発生しましたリポジトリのデータの更新でエラーが発生しました 。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceマネージャは、Oracle Traceリポジトリへのデータは更新できませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・ボックスからテキストを保存してオラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。

EPCW-00037: リポジトリからのデータ削除でエラーが発生しましリポジトリからのデータ削除でエラーが発生しましリポジトリからのデータ削除でエラーが発生しましリポジトリからのデータ削除でエラーが発生しまし たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceマネージャは、Oracle Traceリポジトリからデータを削除できませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・ボックスからテキストを保存してオラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。

EPCW-00038: リポジトリからのデータ選択でエラーが発生しましリポジトリからのデータ選択でエラーが発生しましリポジトリからのデータ選択でエラーが発生しましリポジトリからのデータ選択でエラーが発生しまし たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceマネージャは、Oracle Traceリポジトリからデータを選択できませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・ボックスからテキストを保存してオラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。

EPCW-00039: コレクション名コレクション名コレクション名コレクション名はははは 16文字を超えることはできません文字を超えることはできません文字を超えることはできません文字を超えることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション名は 16文字を超えることはできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクション名が 16文字を超えないように変更してください。

EPCW-00040: コレクション名は一意でなければなりませんコレクション名は一意でなければなりませんコレクション名は一意でなければなりませんコレクション名は一意でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション名は一意でなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクションが一意になるように変更してください。
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EPCW-00041:  アウトプット・ファイル名アウトプット・ファイル名アウトプット・ファイル名アウトプット・ファイル名はははは 8文字を超えることはできません文字を超えることはできません文字を超えることはできません文字を超えることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション出力ファイル名は 8文字を超えないようにしなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクション出力ファイル名が 8文字を超えないように変更してください。

EPCW-00042: 出力ファイル名が無効か欠落しています出力ファイル名が無効か欠落しています出力ファイル名が無効か欠落しています出力ファイル名が無効か欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  コレクション出力ファイル名を指定してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクション出力ファイル名を変更してください。

EPCW-00043: 進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう進行ウィンドウをクローズして状態メッセージを破棄してもよろしいでしょう
かかかか ?
原原原原因因因因 :  ユーザーがコレクションの削除を終了させようとしている。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アクションを終了させるか継続させてください。

EPCW-00044: 出力ファイル名が無効か欠落しています出力ファイル名が無効か欠落しています出力ファイル名が無効か欠落しています出力ファイル名が無効か欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  有効なコレクション名が必須です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なコレクション名を継続して入力してください。

EPCW-00045:  説明説明説明説明はははは 2000文字を超えることはできません文字を超えることはできません文字を超えることはできません文字を超えることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが説明フィールドへ 2000文字を超えた入力しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  説明テキストを切捨ててください。

EPCW-00046: エラーのため、コレクションが削除できませんエラーのため、コレクションが削除できませんエラーのため、コレクションが削除できませんエラーのため、コレクションが削除できません。。。。 %sをををを Oracle Trace リポジトリポジトリポジトリポジト
リから削除できませんリから削除できませんリから削除できませんリから削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  失敗したコレクションの削除中にジョブの 1つを送りました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーはリポジトリから削除されるコレクション・オブジェクトを指示で
きます。

EPCW-00047: リポジトリの妥当性チェック中にエラーが発生しまリポジトリの妥当性チェック中にエラーが発生しまリポジトリの妥当性チェック中にエラーが発生しまリポジトリの妥当性チェック中にエラーが発生しま したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  リポジトリを更新することが必要か、リポジトリ・スクリプト が不正かのいずれ
かです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リポジトリを更新するか、スクリプトが不正な場合はオラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。

EPCW-00048: スケジュール情報の取得中にエラーが発生しましたスケジュール情報の取得中にエラーが発生しましたスケジュール情報の取得中にエラーが発生しましたスケジュール情報の取得中にエラーが発生しました 。前のスケジュールに戻。前のスケジュールに戻。前のスケジュールに戻。前のスケジュールに戻
しますしますしますします。。。。
原原原原因因因因 :  おそらくスケジュール制御の内部問題があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EPCW-00049: 名前にエラーがあります。名前には特殊なシンボルは使用できません名前にエラーがあります。名前には特殊なシンボルは使用できません名前にエラーがあります。名前には特殊なシンボルは使用できません名前にエラーがあります。名前には特殊なシンボルは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  名前に英数字でない文字が使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前には英数字の文字だけを使用してください。
                                                                    Oracle Traceメッセージ 3-35



ユーザー・インタフェース・メッセージ : EPCW-01000～ EPCW-01999
EPCW-00050: ノードノードノードノード %sの設定およびノードの子を非活動にする間の設定およびノードの子を非活動にする間の設定およびノードの子を非活動にする間の設定およびノードの子を非活動にする間 にエラーが発生しましにエラーが発生しましにエラーが発生しましにエラーが発生しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  ノードおよびそのすべての子 (そのノード上のインストレーションおよび製品 )
の設定中にエラーが発生したため、検索時に非アクティブ にできませんでした。 データ
ベースのアップデート時にデータベース・エラーが発生した可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・エラーのメッセージで詳しい情報が提供され ます。 この情報
を使用して処置を決めるか、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

ユーザー・インタフェース・メッセージ : EPCW-01000～ EPCW-
01999

これらのメッセージは、Oracle Trace Managerによって生成される重大でないエラー・メッ
セージです。

EPCW-01000:  選択された項選択された項選択された項選択された項目目目目%sはすでに追加されていますはすでに追加されていますはすでに追加されていますはすでに追加されています。。。。
原原原原因因因因 :  すでにその項目を含むイベントへ項目を追加しようとしまし た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  イベントへの項目の追加は行わないでください。

EPCW-01001: イベント番号が一意ではありませんイベント番号が一意ではありませんイベント番号が一意ではありませんイベント番号が一意ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが製品中の一意ではないイベント番号のイベントを追加または変更しよ
うとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  異なるイベント番号を選択してください。

EPCW-01002: 項目番号が一意ではありません項目番号が一意ではありません項目番号が一意ではありません項目番号が一意ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが製品中の一意ではない項目番号の項目を追加または変更しようとして
いました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  異なる番号を選択してください。

EPCW-01003: 製品定義ファイルの作成でエラーが発生しました製品定義ファイルの作成でエラーが発生しました製品定義ファイルの作成でエラーが発生しました製品定義ファイルの作成でエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  製品作成または編集中の .fdfファイルの書込み中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パス名が正しいことを確認してください。
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ユーザー・インタフェース・メッセージ : EPCW-01000～ EPCW-01999
EPCW-01004: 製品から設定されたこのイベントを完全に削除するには、ファイ製品から設定されたこのイベントを完全に削除するには、ファイ製品から設定されたこのイベントを完全に削除するには、ファイ製品から設定されたこのイベントを完全に削除するには、ファイルルルル%sを削除を削除を削除を削除
してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが設定されたイベントを削除したため、対応する .fdf ファイルが自動的
に削除されないことを示す警告が出されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .fdfファイルを手動で削除してください。

EPCW-01005:  製品定義ファイ製品定義ファイ製品定義ファイ製品定義ファイルルルル%sの読込みでエラーが発生しましたの読込みでエラーが発生しましたの読込みでエラーが発生しましたの読込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  製品作成または編集中の .fdfファイルの読込み中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  おそらく不正な .fdfファイルなので、他の .fdfファイルを読 込んでみてくだ
さい。

EPCW-01006:  FONT FACE="TIMES">%s ファイファイファイファイルルルル%sがファイがファイがファイがファイルルルル%sの製の製の製の製品品品品%sと一致しと一致しと一致しと一致し
ていませんていませんていませんていません。。。。
原原原原因因因因 :  複数の .fdf ファイルが読み込まれましたが、このようなイベントが発生しまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  製品編集時に同時に読み込まれた .fdf ファイルが同じ製品かどうかを確認し
てください。

EPCW-01007:  項目番号項目番号項目番号項目番号 %iは異なったファイは異なったファイは異なったファイは異なったファイルルルル%sで異なった定義がされていますで異なった定義がされていますで異なった定義がされていますで異なった定義がされています。。。。 
原原原原因因因因 :  同じ製品の 2つの異なる .fdf ファイルの項目定義が一致していません 。製品の 
.fdf ファイルがすべて同期が取れている場合には、これらはすべて一致していなければ
なりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  それぞれの .fdf ファイルを読んで、エラーのある項目の違 いを調べてくださ
い。 エラーのある項目を含んでいるファイルを訂正してから、すべての製品ファイルを
読み込んでください。

EPCW-01008:  イベント番イベント番イベント番イベント番号号号号%iは異なったファイは異なったファイは異なったファイは異なったファイルルルル%sで異なった定義がされていますで異なった定義がされていますで異なった定義がされていますで異なった定義がされています。。。。 
原原原原因因因因 :  同じ製品の 2つの異なる .fdf ファイルのイベント定義が一致していません 。 製品
の .fdf ファイルがすべて同期が取れている場合には、これらはすべて一致していなけれ
ばなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  それぞれの .fdf ファイルを読んで、エラーのあるイベント の違いを調べてく
ださい。 エラーのあるイベントを含んでいるファイルを訂正してか ら、すべての製品
ファイルを読み込んでください。

EPCW-01009:  %sフィールドを書き込んでください。書き込みが要求されていますフィールドを書き込んでください。書き込みが要求されていますフィールドを書き込んでください。書き込みが要求されていますフィールドを書き込んでください。書き込みが要求されています。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザーがすべての必要な情報を与えずにダイアログ・ボックスを終了させよう
としていました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ダイアログ・ボックスを終了させようとする前に指定された フィールドを埋
めてください。

EPCW-01010: 項目番号が有効ではありません項目番号が有効ではありません項目番号が有効ではありません項目番号が有効ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された項目番号が、ユーザー定義の項目に許可された範囲内にありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  異なる項目番号を選択してください。
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ユーザー・インタフェース・メッセージ : EPCW-01000～ EPCW-01999
EPCW-01011: 項目名が一意ではありません項目名が一意ではありません項目名が一意ではありません項目名が一意ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  一意でない項目名を持つ項目を追加しようとしました。項目名は製品内で一意で
なければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  異なる項目名を使用してください。

EPCW-01012: イベント名が一意ではありませんイベント名が一意ではありませんイベント名が一意ではありませんイベント名が一意ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  一意でないイベント名を持つイベントを追加しようとしました。イベント名は製
品内で一意でなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  異なるイベント名を使用してください。

EPCW-01013:  イベント・セット名設定が一意ではありませんイベント・セット名設定が一意ではありませんイベント・セット名設定が一意ではありませんイベント・セット名設定が一意ではありません。。。。
原原原原因因因因 :   一意でないイベント・セットを追加しようとしました。イベント・セット名は製
品内で一意でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  異なるイベント・セット名を設定してください。

EPCW-01014: イベントは項目を含んでいませんイベントは項目を含んでいませんイベントは項目を含んでいませんイベントは項目を含んでいません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが項目を含んでいないイベントを作成または編集しようとしていまし
た。イベントには、少なくとも 1つの項目が必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  イベントへ項目を追加してください。

EPCW-01015: イベント設定はイベントを含んでいませんイベント設定はイベントを含んでいませんイベント設定はイベントを含んでいませんイベント設定はイベントを含んでいません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーがイベントを含んでいないイベント設定を作成ま たは編集しようとして
いました。  イベント・セットには、少なくとも 1つのイベントが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  イベント設定にイベントを追加してください。

EPCW-01017  イベント・セット・ファイイベント・セット・ファイイベント・セット・ファイイベント・セット・ファイルルルル%sは、すでにイベント・セッは、すでにイベント・セッは、すでにイベント・セッは、すでにイベント・セットトトト%sに存在してに存在してに存在してに存在して
いますいますいますいます。。。。
原原原原因因因因 :   イベント・セット・ファイルはすでに存在しています。  Oracle Traceでは、 イベ
ント・セット・ファイルの上書きはできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  イベント・セット・ファイル・パスを変更して新しいファイルにイベント・
セットを保存するか、既存のイベント・セット・ファイルを削除してください。

EPCW-01018  サービスに接続できませんサービスに接続できませんサービスに接続できませんサービスに接続できません。。。。 ユーザー名およびパスワードが正しいこと確認しユーザー名およびパスワードが正しいこと確認しユーザー名およびパスワードが正しいこと確認しユーザー名およびパスワードが正しいこと確認し
てくださいてくださいてくださいてください。。。。 
原原原原因因因因 :   与えられたユーザー名とパスワードでサーバーに接続できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー名とパスワードがサーバーに対して正しいことを確認し、やり直し
てください。 
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ユーザー・インタフェース・メッセージ : EPCW-01000～ EPCW-01999
EPCW-01019  製製製製品品品品%sの製品定義ファイルの読込みに失敗しました。要求されたすべてのイの製品定義ファイルの読込みに失敗しました。要求されたすべてのイの製品定義ファイルの読込みに失敗しました。要求されたすべてのイの製品定義ファイルの読込みに失敗しました。要求されたすべてのイ
ベント・セットが見つかりませんでしたベント・セットが見つかりませんでしたベント・セットが見つかりませんでしたベント・セットが見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  製品作成または編集中の .fdfファイルの読込み中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  編集されているファイルの 1つが、ALLクラスを含むことを確認してくださ
い。

EPCW-01020  製製製製品品品品%sファイルファイルファイルファイル %sにファイにファイにファイにファイルルルル%sのののの ALL Eventセットにはないイベルトがセットにはないイベルトがセットにはないイベルトがセットにはないイベルトが
含まれています含まれています含まれています含まれています。。。。
原原原原因因因因 :   複数の .fdfファイルが読み込まれ、1つのファイルが ALLクラスから失われた
イベントを参照しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALLクラスを含む .fdfファイルが、読み込まれている .fdfファイルと一致し
ていることを確認してください。
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ユーザー・インタフェース・メッセージ : EPCW-01000～ EPCW-01999
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                                                            エクスポート・メ
4

エクスポート・メッセージ

この章では、エクスポート・ユーティリティで出力されるメッセージを記載します。 このユー
ティリティの詳細は、『Oracle8 Server ユーティリティ』を参照してください。

この章に記載されているメッセージは、接頭辞 EXP（エクスポートを意味する）が付いた形
で表示されます。

エクスポート・メッセージ :00000～ 00199
EXP-00000: エラーが発生したためエクスポートを終了しますエラーが発生したためエクスポートを終了しますエラーが発生したためエクスポートを終了しますエラーが発生したためエクスポートを終了します。。。。

原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティで Oracleエラーを検出しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている付随する Oracle
メッセージを調べ、適切な処置を行ってください。

EXP-00001: デデデデーーーータタタタ・・・・フフフフィィィィーーーールルルルドドドドのののの切切切切詰詰詰詰めめめめががががあああありりりりままままししししたたたた (列列列列長長長長ささささ =num、、、、ババババッッッッフフフファァァァ・・・・ササササイイイイズズズズ
=num、、、、取取取取出出出出しししし =num )。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポートは、データ・バッファ内の列に収められませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表示されたサイズ・パラメータと付随するメッセージを記録し、オラクル社
カスタマー・サポートにエクスポートの内部エラーとして報告してく ださい。 （表の一
部はすでにエクスポートされています。 次の表からエクスポートが続行されます。） 

EXP-00002: エクスポート・ファイルへ書き込み中にエラーが発生しましたエクスポート・ファイルへ書き込み中にエラーが発生しましたエクスポート・ファイルへ書き込み中にエラーが発生しましたエクスポート・ファイルへ書き込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティは、おそらく装置エラーのために、エクスポー
ト・ファイルに書き出せませんでした。 通常、このメッセージの次にオペレーティン
グ・システムからのデバイス・メッセージが続きます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な処置を行ってデバイスを復元してください。 

EXP-00003: セセセセググググメメメメンンンントトトトにににに対対対対すすすするるるる領領領領域域域域定定定定義義義義ががががあああありりりりまままませせせせんんんん (name、、、、num )。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティは、クラスタまたは索引、表について領域定義を
見つけられませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  付随するメッセージを記録し、オラクル社カスタマー・サポートにエクス
ポートの内部エラーとして報告してください。 
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エクスポート・メッセージ :00000～ 00199
EXP-00004: ユーザー名またはパスワードが無効ですユーザー名またはパスワードが無効ですユーザー名またはパスワードが無効ですユーザー名またはパスワードが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なユーザー名またはパスワードが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なユーザー名 /パスワードを指定して再試行します。 

EXP-00004: ユーザー名またはパスワードが無効ですユーザー名またはパスワードが無効ですユーザー名またはパスワードが無効ですユーザー名またはパスワードが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なユーザー名またはパスワードが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なユーザー名 /パスワードを指定して再試行します。 

EXP-00005: ログオンに失敗しましたログオンに失敗しましたログオンに失敗しましたログオンに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  無効なユーザー名またはパスワードで繰り返しログオンしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーティリティを停止した後、有効なユーザー名 /パスワードを指定してか
ら再起動し、再試行します。 

EXP-00006: 矛盾した内部エラーです矛盾した内部エラーです矛盾した内部エラーです矛盾した内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティのデータ構造が壊れました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  付随するメッセージを記録し、オラクル社カスタマー・サポートにエクス
ポートの内部エラーとして報告してください。 

EXP-00007: デデデディィィィククククシシシショョョョナナナナリリリリににににはははは name.name にににに対対対対すすすするるるる列列列列ががががあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポートは、データ・ディクショナリからうまく列の情報を収集できません
でした。 表が削除されている恐れがあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポート処理を再度実施して、このエラーが再発する場合には、エクス
ポートの内部エラーとしてオラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EXP-00008: Oracleエエエエララララーーーー : num がががが発発発発生生生生ししししままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティは、参照できる Oracleエラーを検出しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている Oracleメッセージ
を調べ、適切な処置を行ってください。 

EXP-00009: name’s のののの表表表表 name ををををエエエエククククススススポポポポーーーートトトトすすすするるるる権権権権限限限限ががががあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  別のユーザーの表をエクスポートしようとしました。 別のユーザーの表をエクス
ポートできるのは、データベース管理者 (DBA)だけです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポートの実施をデータベース管理者に依頼してください。 

EXP-00010: name は有効なユーザー名ではありませんは有効なユーザー名ではありませんは有効なユーザー名ではありませんは有効なユーザー名ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なユーザー名が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーティリティを停止した後、有効なユーザー名を指定してから再起動し、
再試行します。
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エクスポート・メッセージ :00000～ 00199
EXP-00011: 名前名前名前名前 name  は存在しませんは存在しませんは存在しませんは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティは、指定された表を見つけられませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい表名を指定して再試行します。 

EXP-00012: numは有効なエクスポート・モードではありませんは有効なエクスポート・モードではありませんは有効なエクスポート・モードではありませんは有効なエクスポート・モードではありません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なエクスポート・モードが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なエクスポート・モードを指定して再試行してください。 

EXP-00013: 「「「「Y」」」」、、、、「「「「N」」」」、、、、RETURNで応答してくださで応答してくださで応答してくださで応答してくださいいいい (’.’で終了しまで終了しまで終了しまで終了しますすすす )。。。。 
原原原原因因因因 :  無効な応答が入力されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージ中に示された応答のいずれかを入力してください。 

EXP-00014: 表表表表 name のののの行行行行 num ででででエエエエララララーーーーがががが発発発発生生生生ししししままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティは、行を取り出している時に、Oracleエラーを検
出しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている付随する Oracle
メッセージを調べ、適切な処置を行ってください。 

EXP-00015: 表表表表 name のののの行行行行 num、、、、列列列列 name、、、、デデデデーーーータタタタ型型型型 num ででででエエエエララララーーーーがががが発発発発生生生生ししししままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  原因 : エクスポート・ユーティリティは、列を取り出している時ま たは書き出し
ている時に、Oracleエラーを検出しました。 前記の付随する Oracleメッセージを調べる
と、さらに情報が得ることができます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleエラーを修正して再試行してください。

EXP-00016: デフォルト監査オプションの読込み中デフォルト監査オプションの読込み中デフォルト監査オプションの読込み中デフォルト監査オプションの読込み中にににに Oracleエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  原因 : エクスポート・ユーティリティは、デフォルト監査オプション（更新用オ
プション、削除用オプションなど）を読み込んでいる時に、Oracleエラーを検出しまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている付随する Oracle
メッセージを調べ、適切な処置を行ってください。 

EXP-00018: デデデデーーーータタタタ型型型型 :num (列列列列 : name  表表表表 : name.name )ははははササササポポポポーーーートトトトさささされれれれてててていいいいまままませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポートは、参照されたデータ型をサポートしていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  条件に合うデータ型（CHAR、またはNUMBER、DATE、LONG、RAW）
を使用して、再試行してください。 

EXP-00019: パラメータ処理に失敗しましパラメータ処理に失敗しましパラメータ処理に失敗しましパラメータ処理に失敗しましたたたた (EXP HELP=Yを入力するとヘルプ表示を入力するとヘルプ表示を入力するとヘルプ表示を入力するとヘルプ表示））））。。。。
原原原原因因因因 :  無効なコマンド行パラメータが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オンライン・ヘルプ画面で有効なパラメータ値を調べて、実施し直してくだ
さい。 
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エクスポート・メッセージ :00000～ 00199
EXP-00020: ササササイイイイズズズズ : num ののののメメメメモモモモリリリリーーーーのののの割割割割当当当当ててててにににに失失失失敗敗敗敗ししししままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  原因 : エクスポート・ユーティリティは、必要なメモリーをうまく割り当てられ
ませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリーをとらないようにエクスポート・バッファ・サイズを削減するか、
またはエクスポート・ユーティリティ用に実行時のメモリー・サイズを増やします。 

EXP-00021: FULLデータベース・モードでのみ増分エクスポートは実行可能ですデータベース・モードでのみ増分エクスポートは実行可能ですデータベース・モードでのみ増分エクスポートは実行可能ですデータベース・モードでのみ増分エクスポートは実行可能です。。。。 
原原原原因因因因 :  増分エクスポートを実施するときに、USERモードまたは TABLEモードが指定
されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法 : FULLデータベース・モード (FULL=Y)を指定し、再試行してく
ださい。

EXP-00022: 増分エクスポートの実行増分エクスポートの実行増分エクスポートの実行増分エクスポートの実行はははは SYSまたまたまたまたはははは SYSTEMでなければなりませんでなければなりませんでなければなりませんでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  増分エクスポートの実施に必要な権限がありません。増分エクスポートを実施で
きるのは、SYSユーザーおよび SYSTEMユーザーだけです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  増分エクスポートの実施をデータベース管理者に依頼してください。 

EXP-00023: FULLデータベース・エクスポートの実行データベース・エクスポートの実行データベース・エクスポートの実行データベース・エクスポートの実行はははは DBAでなければなりませんでなければなりませんでなければなりませんでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  FULLデータベース・エクスポートの実施に必要な権限があ りません。 データ
ベース管理者 (DBA)だけが、FULLデータベース・エクスポートを実施できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  全データベース・エクスポートの実施をデータベース管理者に依頼してくだ
さい。 

EXP-00024: エクスポート・ビューがインストールされていないたエクスポート・ビューがインストールされていないたエクスポート・ビューがインストールされていないたエクスポート・ビューがインストールされていないためめめめ DBAに連絡してくださに連絡してくださに連絡してくださに連絡してくださ
いいいい。。。。
原原原原因因因因 :  必要なエクスポート・ビューがインストールされていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者 (DBA)に、必要なエクスポート・ビューをインストール
するよう依頼してください。 

EXP-00025: デデデディィィィククククシシシショョョョナナナナリリリリにににに制制制制約約約約 : name.num にににに対対対対すすすするるるる列列列列ががががあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティは、データ・ディクショナ リから照会された制約
に関する列の情報を、うまく収集できませんでした。 この制約は変更された可能性があ
ります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポート処理を再度実施して、このエラーが再発する場合には、エクス
ポートの内部エラーとしてオラクル社カスタマー・サポートへ報告してください。 

EXP-00026: 1つだけのパラメータ（つだけのパラメータ（つだけのパラメータ（つだけのパラメータ（TABLES、、、、OWNER、また、また、また、またはははは FULL）を指定できます）を指定できます）を指定できます）を指定できます。。。。
原原原原因因因因 :  競合するエクスポート・モードが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータを 1つだけ指定し、再試行してください。 
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エクスポート・メッセージ :00000～ 00199
EXP-00027: Oracleブロック・サイズの計算に失敗しましたブロック・サイズの計算に失敗しましたブロック・サイズの計算に失敗しましたブロック・サイズの計算に失敗しました。。。。 
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティは、Oracleブロック・サイズをうまく計算するこ
とができませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポートの内部エラーとしてオラクル社カスタマー・サポートに報告し
てください。 

EXP-00028: 書書書書出出出出しししし用用用用のののの name ををををオオオオーーーーププププンンンンででででききききまままませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティは、書出し用のエクスポー ト・ファイルをうまく
オープンできませんでした。 通常、このメッセージの次にオペレーティング・システム
からの装置メッセージが続きます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な処置を行ってデバイスを復元してください。 

EXP-00029: 増分エクスポートモードと一貫エクスポートモードの両方を指定できません増分エクスポートモードと一貫エクスポートモードの両方を指定できません増分エクスポートモードと一貫エクスポートモードの両方を指定できません増分エクスポートモードと一貫エクスポートモードの両方を指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  原因 : 一貫エクスポートと増分エクスポートの両方が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 一貫モードは打ち切られました。

EXP-00030: 読込み中に予期しな読込み中に予期しな読込み中に予期しな読込み中に予期しないいいい EOFが見つかりましたが見つかりましたが見つかりましたが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー入力の読込み中に EOFを検出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポートする入力をリダイレクトするときに、エラーがないかどうか
ファイルを確認してください。

EXP-00031: 配列サイズの範囲が無効です配列サイズの範囲が無効です配列サイズの範囲が無効です配列サイズの範囲が無効です。。。。 配列サイ配列サイ配列サイ配列サイズズズズ :numを使用してくださいを使用してくださいを使用してくださいを使用してください。。。。
原原原原因因因因 :  指定した配列サイズの値が有効な範囲に入っていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

EXP-00032: DBA以外は他のユーザー・オブジェクトをエクスポートできません以外は他のユーザー・オブジェクトをエクスポートできません以外は他のユーザー・オブジェクトをエクスポートできません以外は他のユーザー・オブジェクトをエクスポートできません。。。。
原原原原因因因因 :  データベース管理者 (DBA)だけが他のユーザーへエクスポートできます。 非デー
タベース管理者が（エクスポータはそのユーザーではないので）所有者 =ユーザーを指
定しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者にこの操作の実行を依頼してください。

EXP-00033: 環境キャラクタ・セットが見つかりません環境キャラクタ・セットが見つかりません環境キャラクタ・セットが見つかりません環境キャラクタ・セットが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  環境キャラクタ・セットはなくなったか、または不正確に指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  環境キャラクタ・セットが正確に指定され存在することを確かめてくださ
い。

EXP-00034: ROWID上にエラーが発生しました。ファイ上にエラーが発生しました。ファイ上にエラーが発生しました。ファイ上にエラーが発生しました。ファイルルルル #num、ブロッ、ブロッ、ブロッ、ブロックククク #num、スロッ、スロッ、スロッ、スロッ
トトトト #num
原原原原因因因因 :  エラーが発生した ROWIDを識別しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法 : これは情報メッセージです。 処置は必要ありません。
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エクスポート・メッセージ :00000～ 00199
EXP-00035:  QUERYパラメータは、表モードのエクスポートだけに有効ですパラメータは、表モードのエクスポートだけに有効ですパラメータは、表モードのエクスポートだけに有効ですパラメータは、表モードのエクスポートだけに有効です。。。。
原原原原因因因因 :   エクスポート・コマンド内で QUERYパラメータを指定しましたが、表モードエ
クスポートを実行していません。QUERYパラメータはユーザー・モード・エクスポー
ト、フル・エクスポート、 適正時点回復エクスポートでは使えません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   表に行のサブセットを選択する場合は、表を表モードエクスポートで別にエ
クスポートしなければなりません。エクスポートの間に実行したい表の名前と問合せを
指定する表モード・エクスポート・コマンドを発行してください。

EXP-00036: オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト name  がディクショナリ内に存在しませんがディクショナリ内に存在しませんがディクショナリ内に存在しませんがディクショナリ内に存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたオブジェクトがディクショナリ内にありません。オブジェクトはエク
スポート中に削除された可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクトは存在しないので、処置は必要ありません。

EXP-00037: データベースのバージョンと互換性のないビューをエクスポートしますデータベースのバージョンと互換性のないビューをエクスポートしますデータベースのバージョンと互換性のないビューをエクスポートしますデータベースのバージョンと互換性のないビューをエクスポートします。。。。 
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティは、データベース・バージョンより高いバージョ
ンになるので、互換性がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースと同じエクスポート・ユーティリティのバージョンを使用して
ください。

EXP-00038: CLU$のハッシュ・クラスのハッシュ・クラスのハッシュ・クラスのハッシュ・クラスタタタタ IDが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CLU$のファンクション IDは無効な数値です。CLU$は壊れています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EXP-00040: ダンプ・ファイルとログ・ファイルは異なっていなければなりませんダンプ・ファイルとログ・ファイルは異なっていなければなりませんダンプ・ファイルとログ・ファイルは異なっていなければなりませんダンプ・ファイルとログ・ファイルは異なっていなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ダンプ・ファイルとログ・ファイルは同一ファイルであってはなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ダンプ・ファイルとログ・ファイルに対して異なるファイル名を指定して、
操作を再試行してください。

EXP-00041: サーバサーバサーバサーバーーーー name でエクスポートが行われましたが、ユーザでエクスポートが行われましたが、ユーザでエクスポートが行われましたが、ユーザでエクスポートが行われましたが、ユーザーーーー name のキャラクのキャラクのキャラクのキャラク
タ・セッタ・セッタ・セッタ・セットトトト name が異なりますが異なりますが異なりますが異なります。。。。
原原原原因因因因 :  指定された NLS_LANG/NLS_NCHARパラメータは PROPS$に指定されたサー
バーの値と互換性がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NLS_LANG/NLS_NCHARのクライアント値をサーバーの値に変更し、操
作をやり直してください。

EXP-00042: PROPS$にににに NLS_CHARACTERSET/NLS_NCHAR_CHARACTERSETがありがありがありがあり
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  NLS_CHARACTERSET/NLS_NCHAR_CHARACTERSETの値が PROPS$表に
入力されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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エクスポート・メッセージ :00000～ 00199
EXP-00043: 列列列列 name がががが name (表表表表 name ) である行に、無効なデータ・ディクショナリ情報である行に、無効なデータ・ディクショナリ情報である行に、無効なデータ・ディクショナリ情報である行に、無効なデータ・ディクショナリ情報
が入っていますが入っていますが入っていますが入っています。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティはデータ・ディクショナリから無効なデータを検
索しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EXP-00044: 表領域の適正時点（表領域の適正時点（表領域の適正時点（表領域の適正時点（Point-in-Time）回復エクスポートを行うに）回復エクスポートを行うに）回復エクスポートを行うに）回復エクスポートを行うにはははは DBAでなけでなけでなけでなけ
ればなりませんればなりませんればなりませんればなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーには表領域の適正時点（Point-in-Time）回復エクスポートを実行する権
限がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者に表領域の適正時点（Point-in-Time）回復エクスポート
を依頼してください。

EXP-00045: 表領表領表領表領域域域域 SYSTEMは適正時点回復にエクスポートはできませんは適正時点回復にエクスポートはできませんは適正時点回復にエクスポートはできませんは適正時点回復にエクスポートはできません。。。。
原原原原因因因因 :  表領域 SYSTEMは回復セットの一部にできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EXP-00046: 表領表領表領表領域域域域 name が存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された表領域がディクショナリに存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EXP-00047: 適正時点（適正時点（適正時点（適正時点（Point-in-Time）回復セットで表領域名が見つかりません）回復セットで表領域名が見つかりません）回復セットで表領域名が見つかりません）回復セットで表領域名が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  適正時点（Point-in-Time）回復で表領域名が入力されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適正時点（Point-in-Time）回復オプション・セットに表領域名を入力してく
ださい。

EXP-00048: 表領域の適正時点（表領域の適正時点（表領域の適正時点（表領域の適正時点（Point-in-Time）回復オプションが設定されていません）回復オプションが設定されていません）回復オプションが設定されていません）回復オプションが設定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  適正時点（Point-in-Time）回復で表領域オプションが使用されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域オプションは必ず適正時点（Point-in-Time）回復オプション・セット
とともに使用してください。

EXP-00049: nameオプションは適正時点（オプションは適正時点（オプションは適正時点（オプションは適正時点（Point-in-Time）回復エクスポートでは使用できま）回復エクスポートでは使用できま）回復エクスポートでは使用できま）回復エクスポートでは使用できま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたオプションは適正時点（Point-in-Time）回復エクスポートでは使用で
きません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいオプションのリストは『Oracle８ Serverユーティリティ・ガイド』
を参照してください。

EXP-00050: パーティション・エクスポーパーティション・エクスポーパーティション・エクスポーパーティション・エクスポートトトト name は区分されていないは区分されていないは区分されていないは区分されていない表表表表 name では実行ででは実行ででは実行ででは実行で
きませんきませんきませんきません。。。。
原原原原因因因因 :  パーティション・エクスポートで指定された表はパーティション表ではありませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表モードを使用するか非パーティション表を指定してください。
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エクスポート・メッセージ :00000～ 00199
EXP-00051: name - 与えられたパーティション名与えられたパーティション名与えられたパーティション名与えられたパーティション名がががが name にありませんにありませんにありませんにありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたパーティション名がパーティション表にありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい表またはパーティション名を指定したかを確認してください。

EXP-00052: パーティショパーティショパーティショパーティションンンン name のののの行行行行 num でエラーが発生しましたでエラーが発生しましたでエラーが発生しましたでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティは、列を取り出している時に、参照できる Oracle
エラーを検出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている Oracleメッセージ
を調べ、適切な処置を行ってください。

EXP-00053: 表内部にネストされた表があるため、表内部にネストされた表があるため、表内部にネストされた表があるため、表内部にネストされた表があるため、表表表表 name上上上上でででで QUERYを実行することがでを実行することがでを実行することがでを実行することがで
きませんきませんきませんきません。。。。
原原原原因因因因 :  1つあるいは複数のネストされた表を内部に持つ表で QUERYを指定しました。
QUERYパラメータは内部にネストされた表で指定することはできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  QUERYパラメータを無視して、表全体をエクスポートしてください。

EXP-00054: 区分されたオブジェク区分されたオブジェク区分されたオブジェク区分されたオブジェクトトトト (name )の記憶領域定義が見つかりませんの記憶領域定義が見つかりませんの記憶領域定義が見つかりませんの記憶領域定義が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  パーティション表 /索引の記憶領域定義が見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージを控えて、エクスポート・ユーティリティの内部エラー
としてオラクル社カスタマー・サポートに報告してください。

EXP-00055: name.name にエクスポート禁止のマークがありますにエクスポート禁止のマークがありますにエクスポート禁止のマークがありますにエクスポート禁止のマークがあります。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクトは NOEXP$表でエクスポート不可とマークされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者に連絡してください。

EXP-00057: パラメータ・マネージャの初期化に失敗しましたパラメータ・マネージャの初期化に失敗しましたパラメータ・マネージャの初期化に失敗しましたパラメータ・マネージャの初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータ・マネージャの初期化に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージを控えて、エクスポートの内部バグとしてオラクル社カ
スタマー・サポートに報告してください。

EXP-00058: name プロファイルに対するパスワード検証ファンクションがありませんプロファイルに対するパスワード検証ファンクションがありませんプロファイルに対するパスワード検証ファンクションがありませんプロファイルに対するパスワード検証ファンクションがありません。。。。
原原原原因因因因 :  プロファイル用のファンクションが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロファイルが正しく作成されているかどうかを確認してください。

EXP-00059: オブジェクト型オブジェクト型オブジェクト型オブジェクト型のののの IDを文字に変更しているときに、エラーが発生しましたを文字に変更しているときに、エラーが発生しましたを文字に変更しているときに、エラーが発生しましたを文字に変更しているときに、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト型識別子が無効な長さであるため変換できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
4-8 Oracle8 エラー・メッセージ                             



エクスポート・メッセージ :00000～ 00199
EXP-00060: 1個のオブジェクト型に複数個のオブジェクト型に複数個のオブジェクト型に複数個のオブジェクト型に複数のののの TYPE BODYがありますがありますがありますがあります。。。。
原原原原因因因因 :  1個のオブジェクト型に対して複数の TYPE BODYが検索されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TYPE BODYを削除してください。削除できない場合は、オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。

EXP-00061: ネストした表の外側の表の名前が見つかりませんネストした表の外側の表の名前が見つかりませんネストした表の外側の表の名前が見つかりませんネストした表の外側の表の名前が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  内側のネストした表のビット・マップ索引または使用可能後アクションのエクス
ポート中に、NTAB$表を使用して外側の表の名前を見つけることができませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表が適切に定義されていることを検証してください。

EXP-00062: オブジェクト型のソース文が無効ですオブジェクト型のソース文が無効ですオブジェクト型のソース文が無効ですオブジェクト型のソース文が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト型の SOURCE$の文では TYPEが見つかりませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EXP-00063: 言語ハンドルの変更中にエラーが発生しました言語ハンドルの変更中にエラーが発生しました言語ハンドルの変更中にエラーが発生しました言語ハンドルの変更中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  言語ハンドルを変更できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EXP-00064: nameは内側のネストした表なので、エクスポートできませんは内側のネストした表なので、エクスポートできませんは内側のネストした表なので、エクスポートできませんは内側のネストした表なので、エクスポートできません。。。。
原原原原因因因因 :  内側のネストした表を、親表なしでエクスポートしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内側のネストした表の親をエクスポートしてください。

EXP-00065: ダンプ・ファイルダンプ・ファイルダンプ・ファイルダンプ・ファイルにににに LOBを書き込み中にエラーが発生しましたを書き込み中にエラーが発生しましたを書き込み中にエラーが発生しましたを書き込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  現行の LOBはダンプ・ファイルへ書き込めません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  書き込み失敗の原因を特定し、修正してください。

EXP-00066: オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト表表表表 name にオブジェクト識別子索引がありませんにオブジェクト識別子索引がありませんにオブジェクト識別子索引がありませんにオブジェクト識別子索引がありません。。。。
原原原原因因因因 :  すべてのオブジェクト表にはオブジェクト識別子索引がなければなりませんが、
指定された表はオブジェクト識別子列に索引がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  型表を作成し直して、操作を再試行してください。

EXP-00067: ダイレクト・パスではオブジェクトまたダイレクト・パスではオブジェクトまたダイレクト・パスではオブジェクトまたダイレクト・パスではオブジェクトまたはははは LOBデータを含データを含データを含データを含むむむむ name をエクスをエクスをエクスをエクス
ポートできませんポートできませんポートできませんポートできません。。。。
原原原原因因因因 :  ダイレクト・パスはエクスポートで LOBまたはファイル、オブジェクト・デー
タ型を含む表はエクスポートできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これらのデータ型を含む表のエクスポートには従来型パス・エクスポートを
使用してください。

EXP-00068: ビューに依存ビューが多すぎますビューに依存ビューが多すぎますビューに依存ビューが多すぎますビューに依存ビューが多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  200より多い依存ビューがあるビューをエクスポートしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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エクスポート・メッセージ :00000～ 00199
EXP-00070: 割り当てられていないメモリーを解放しようとしました割り当てられていないメモリーを解放しようとしました割り当てられていないメモリーを解放しようとしました割り当てられていないメモリーを解放しようとしました。。。。
原原原原因因因因 :  割り当てられていないメモリーを解放しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EXP-00071: QUERYパラメータがダイレクト・パス・エクスポートと互換性がありませんパラメータがダイレクト・パス・エクスポートと互換性がありませんパラメータがダイレクト・パス・エクスポートと互換性がありませんパラメータがダイレクト・パス・エクスポートと互換性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ダイレクト・パス・エクスポートの QUERYパラメータに値を指定しました。
QUERYパラメータはダイレクト・パス・エクスポートと共に使用することはできませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DIRECT=Nを持つエクスポート・コマンドを発行しなおすか、コマンド・
ラインから DIRECTパラメータを無視してください。

EXP-00072: エクスポート・ファイエクスポート・ファイエクスポート・ファイエクスポート・ファイルルルル name のクローズでエラーが発生しましたのクローズでエラーが発生しましたのクローズでエラーが発生しましたのクローズでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ファイルのクローズを試行中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

EXP-00073: ダンプ・ファイルが小さすぎますダンプ・ファイルが小さすぎますダンプ・ファイルが小さすぎますダンプ・ファイルが小さすぎます
原原原原因因因因 :  FILESIZEパラメータか VOLSIZEパラメータを指定しました。(プラットフォー
ムが VOLSIZEパラメータをサポートしている時 )。パラメータの値が小さすぎて、エ
クスポート・ファイルとデータについてのヘッダー情報を保持できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FILESIZEパラメータか VOLSIZEパラメータの値を増加してください。

EXP-00074: VOLSIZEの端数を切り捨てます。新しい値の端数を切り捨てます。新しい値の端数を切り捨てます。新しい値の端数を切り捨てます。新しい値はははは num ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  VOLSIZEパラメータは RECORDLENGTHの倍数でなければなりません。けれ
ども、VOLSIZEに指定された値はこの条件を満たしていません。VOLSIZEの値が端数
を切り捨てられ、ダンプ・ファイルに使われる RECORDLENGTHの倍数になりまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。VOLSIZEか RECORDLENGTHパラメータを変更
し、メッセージを消すことができます。このファイルをインポートする時は、このメッ
セージが報告する VOLSIZE値を指定しなければなりません。

EXP-00075: FILESIZEの端数を切り捨てます。新しい値の端数を切り捨てます。新しい値の端数を切り捨てます。新しい値の端数を切り捨てます。新しい値はははは num ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  FILESIZEパラメータは RECORDLENGTHの倍数でなければなりません。けれ
ども、FILESIZEに指定された値はこの条件を満たしていません。FILESIZEの値が端数
を切り捨てられ、ダンプ・ファイルに使われる RECORDLENGTHの倍数になりまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。FILESIZEか RECORDLENGTHパラメータを変更
し、メッセージを消すことができます。このファイルをインポートする時は、このメッ
セージが報告する FILESIZE値を指定しなければなりません。

EXP-00258: ファイファイファイファイルルルル name へのエクスポートを継続していますへのエクスポートを継続していますへのエクスポートを継続していますへのエクスポートを継続しています。。。。
4-10 Oracle8 エラー・メッセージ                             



                                                            Image Data Cartridgeメ
5

Image Data Cartridgeメッセージ

Image Data Cartridgeエラー・メッセージ : IMG-00001～ IMG-00715
IMG-00001: Image Data Cartridge環境を初期化できません環境を初期化できません環境を初期化できません環境を初期化できません。。。。

原原原原因因因因 :  イメージ処理の外部プロシージャの初期化プロセスに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

IMG-00502: スケール値が無効ですスケール値が無効ですスケール値が無効ですスケール値が無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  イメージ・プロセス機能用のパラメータ解析中に無効なスケール値が検索されま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい有効なスケール値を使って、誤りのある文を修正してください。 正し
い使用方法およびイメージ処理コマンド文字列についての構文を説明する Image 
Cartridge Documentationを参照してください。

 IMG-00505: CUT四角形の値が見つかりません四角形の値が見つかりません四角形の値が見つかりません四角形の値が見つかりません。。。。  
原原原原因因因因 :  指定している四角形に、不正な値を使っています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  左下および右上の頂点に、4つの整数値を正しく使用します。   

IMG-00506: CUT四角形の値が余分です四角形の値が余分です四角形の値が余分です四角形の値が余分です。。。。 
原原原原因因因因 :  指定している四角形に、不正な値を使っています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  左下および右上の頂点に、4つの整数値を正しく使用します。    

IMG-00510: アプリケーション特定のメッセージですアプリケーション特定のメッセージですアプリケーション特定のメッセージですアプリケーション特定のメッセージです。。。。
原原原原因因因因 :  イメージ・プロセス機能用のパラメータ解析中に構文エラーが検索されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい有効なパラメータ値を使って、誤りのある文を修正してください。 正
しい使用方法およびイメージ処理コマンド文字列についての構文を説明する Image 
Cartridge Documentationを参照してください。

IMG-00511: アプリケーション特定のメッセージですアプリケーション特定のメッセージですアプリケーション特定のメッセージですアプリケーション特定のメッセージです。。。。
原原原原因因因因 :  イメージ・データへのアクセス中にエラーが検索されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 
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Image Data Cartridgeエラー・メッセージ : IMG-00001～ IMG-00715
IMG-00531: イメージ処理コマンドが空またイメージ処理コマンドが空またイメージ処理コマンドが空またイメージ処理コマンドが空またはははは NULLですですですです。。。。 
原原原原因因因因 :  空または NULLのイメージ処理コマンドが、イメージ・プロセス機能をパスされ
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい使用方法およびイメージ処理コマンド文字列についての構文を説明す
る Image Cartridge Documentationを参照してください。

IMG-00599: 内部エラーが発生しました内部エラーが発生しました内部エラーが発生しました内部エラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  内部エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

IMG-00601: イメージのコピー中にメモリー不足になりましたイメージのコピー中にメモリー不足になりましたイメージのコピー中にメモリー不足になりましたイメージのコピー中にメモリー不足になりました。。。。
原原原原因因因因 :  イメージのコピー中に、オペレーティング・システムのプロセス・メモリーを使
い切っています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者またはオペレーティング・システム管理者に依頼して、
プロセスのメモリー割当てを増やしてください。 

IMG-00602: イメージ・データにアクセスできませんイメージ・データにアクセスできませんイメージ・データにアクセスできませんイメージ・データにアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  イメージ・ファイルの読込みまたは書込み中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。   

IMG-00603: ソース・イメージ・データにアクセスできませんソース・イメージ・データにアクセスできませんソース・イメージ・データにアクセスできませんソース・イメージ・データにアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  ソース・イメージの CONTENT属性が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  確実にソース・イメージの CONTENT属性をイメージ・データといっしょ
にします。 

IMG-00604: 宛先イメージ・データにアクセスできません宛先イメージ・データにアクセスできません宛先イメージ・データにアクセスできません宛先イメージ・データにアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  宛先イメージの CONTENT属性が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  確実に宛先イメージの CONTENT属性を、有効な LOBロケータといっしょ
にします。 

IMG-00606: イメージ・データにアクセスできませんイメージ・データにアクセスできませんイメージ・データにアクセスできませんイメージ・データにアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なイメージにアクセスしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  確実に CONTENT属性をイメージ・データといっしょにします。 

IMG-00607: 宛先イメージへの書込みができません宛先イメージへの書込みができません宛先イメージへの書込みができません宛先イメージへの書込みができません。。。。
原原原原因因因因 :  宛先イメージの CONTENT属性が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  確実に宛先イメージの CONTENT属性を初期化された BLOBロケータおよ
び十分な表領域といっしょにします。
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Image Data Cartridgeエラー・メッセージ : IMG-00001～ IMG-00715
IMG-00609: BFILEに格納されているイメージの読込みができませんに格納されているイメージの読込みができませんに格納されているイメージの読込みができませんに格納されているイメージの読込みができません。。。。
原原原原因因因因 :  BFILEに格納されているイメージを読み込むためにオープンできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  イメージ・ファイルの権限および読込み可能なイメージ・ファイルのディレ
クトリへのアクセスを確実にします。 

IMG-00701: 空のイメージのプロパティ設定ができません空のイメージのプロパティ設定ができません空のイメージのプロパティ設定ができません空のイメージのプロパティ設定ができません。。。。
原原原原因因因因 :  CONTENT属性にデータがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORDImgBまたは ORDImgF型の CONTENT属性へのイメージ・データの
移入方法に関する情報については、Image Cartridge Documentationを参照してくださ
い。

IMG-00702: イメージ処理環境の初期化ができませんイメージ処理環境の初期化ができませんイメージ処理環境の初期化ができませんイメージ処理環境の初期化ができません。。。。
原原原原因因因因 :  イメージ処理の外部プロシージャの初期化プロセスに失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。  

IMG-00703: イメージ・データの読込みができませんイメージ・データの読込みができませんイメージ・データの読込みができませんイメージ・データの読込みができません。。。。
原原原原因因因因 :  CONTENT属性にデータがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORDImgBまたは ORDImgF型の CONTENT属性へのイメージ・データの
移入方法に関する情報については、Image Cartridge Documentationを参照してくださ
い。

IMG-00704: イメージ・データの読込みができませんイメージ・データの読込みができませんイメージ・データの読込みができませんイメージ・データの読込みができません。。。。
原原原原因因因因 :  CONTENT属性にデータがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORDImgBまたは ORDImgF型の CONTENT属性へのイメージ・データの
移入方法に関する情報については、Image Cartridge Documentationを参照してくださ
い。

IMG-00705: サポートされていないか、または破損している入力形式ですサポートされていないか、または破損している入力形式ですサポートされていないか、または破損している入力形式ですサポートされていないか、または破損している入力形式です。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

IMG-00706: サポートされていないか、または破損している出力形式ですサポートされていないか、または破損している出力形式ですサポートされていないか、または破損している出力形式ですサポートされていないか、または破損している出力形式です。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

IMG-00707: イメージ・データにアクセスできませんイメージ・データにアクセスできませんイメージ・データにアクセスできませんイメージ・データにアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  イメージ・ファイルの読込みまたは書込み中にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に連絡してください。 

IMG-00710: 宛先イメージへの書込みができません宛先イメージへの書込みができません宛先イメージへの書込みができません宛先イメージへの書込みができません。。。。
原原原原因因因因 :  宛先イメージが無効です。 
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Image Data Cartridgeエラー・メッセージ : IMG-00001～ IMG-00715
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  確実に宛先イメージの CONTENT属性を初期化された BLOBロケータおよ
び十分な表領域といっしょにします。   

IMG-00711: 宛先イメージのプロパティを設定できません宛先イメージのプロパティを設定できません宛先イメージのプロパティを設定できません宛先イメージのプロパティを設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

IMG-00712: 宛先イメージへの書込みができません宛先イメージへの書込みができません宛先イメージへの書込みができません宛先イメージへの書込みができません。。。。
原原原原因因因因 :  宛先イメージが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  確実に宛先イメージの CONTENT属性を初期化された BLOBロケータおよ
び十分な表領域といっしょにします。   

IMG-00713: サポートされていない宛先イメージ・フォーマットですサポートされていない宛先イメージ・フォーマットですサポートされていない宛先イメージ・フォーマットですサポートされていない宛先イメージ・フォーマットです。。。。
原原原原因因因因 :  サポートされていない形式にイメージを変換する要求になっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サポートされている形式について、Oracle Image Cartridge Documentation
を参照してください。

IMG-00714: 内部エラーが発生しました内部エラーが発生しました内部エラーが発生しました内部エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

IMG-00715: BFILEに格納されているイメージをオープンできませんに格納されているイメージをオープンできませんに格納されているイメージをオープンできませんに格納されているイメージをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  BFILEに格納されているイメージを読み込むためにオープンできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  イメージ・ファイルの権限および読込み可能なイメージ・ファイルのディレ
クトリへのアクセスを確実にします。
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インポート・メッセージ

この章では、インポート・ユーティリティで出力されるメッセ ージを記載します。このユー
ティリティの詳細は、『Oracle8 Server ユーティリティ』を参照してください。

この章に記載されているメッセージは、接頭辞 IMPが付いた形で表示されます。

インポート・メッセージ :00000～ 00100
Trusted Oracleを使用している場合、その環境のエラー・メッセージ情報については Trusted 
Oracleドキュメンテーションを参照してください。

IMP-00000: エラーが発生したためインポートを終了しますエラーが発生したためインポートを終了しますエラーが発生したためインポートを終了しますエラーが発生したためインポートを終了します。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティは、Oracleエラーを検出しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている付随する Oracle
メッセージを調べ、適切な処置を行ってください。 

IMP-00001:  「「「「Y」」」」、、、、「「「「N」」」」、、、、RETURNでででで応応応応答答答答ししししててててくくくくだだだだささささいいいい (’.’でででで終終終終了了了了ししししまままますすすす )。。。。 
原原原原因因因因 :  無効な応答が入力されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージ中に示された応答のいずれかを入力してください。 

IMP-00002: 読読読読込込込込みみみみ用用用用のののの name  ををををオオオオーーーーププププンンンンすすすするるるるののののにににに失失失失敗敗敗敗ししししままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティは、読込み用のエクスポート・ ファイルのオープン
に失敗しました。 通常、このメッセージの次にオペレーティング・システムからのデバ
イス・メッセージが続きます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な処置を行ってデバイスを復元してください。 

IMP-00003: Oracleエエエエララララーーーー :num  がががが発発発発生生生生ししししままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティが、Oracleエラーを検出しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている Oracleメッセージ
を調べ、適切な処置を行ってください。
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
IMP-00004: ユーザー名またはパスワードが無効ですユーザー名またはパスワードが無効ですユーザー名またはパスワードが無効ですユーザー名またはパスワードが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なユーザー名またはパスワードが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なユーザー名 /パスワードを指定して再試行します。

IMP-00005: ログオンに失敗しましたログオンに失敗しましたログオンに失敗しましたログオンに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  無効なユーザー名またはパスワードで繰り返しログオンしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なユーザー名またはパスワードを指定して再試行してください。 

IMP-00006: ササササイイイイズズズズ :num ののののメメメメモモモモリリリリーーーーのののの割割割割当当当当ててててにににに失失失失敗敗敗敗ししししままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティは、必要なメモリーを割り当てられませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリーをとらないようにインポート・バッファ・サイズを削減するか、ま
たはインポート用の実行時のメモリー・サイズを増やします。 

IMP-00007: 別のユーザーのアカウントにインポートを行うにはデータベース管理者でなけれ別のユーザーのアカウントにインポートを行うにはデータベース管理者でなけれ別のユーザーのアカウントにインポートを行うにはデータベース管理者でなけれ別のユーザーのアカウントにインポートを行うにはデータベース管理者でなけれ
ばなりませんばなりませんばなりませんばなりません。。。。
原原原原因因因因 :  別のユーザーのアカウントにインポートするのに必要な権限 がありません。デー
タベース管理者だけが別のユーザー・アカウントにインポートできます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポートの実施をデータベース管理者に依頼してください。 

IMP-00008: エエエエククククススススポポポポーーーートトトト・・・・フフフファァァァイイイイルルルルでででで不不不不明明明明なななな文文文文がががが見見見見つつつつかかかかりりりりままままししししたたたた。。。。 
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティは、エクスポート・ファイルの文を認識できませ ん
でした。 エクスポート・ファイルが壊れたか、インポート内部エラーが発生した恐れが
あります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポート・ファイルが不正な場合、新規のエクスポート ・ファイルで再
試行してください。 そうでない場合には、インポート内部エラーとしてオラクル社カス
タマー・サポートへ報告し、エクスポート・ファイルを送付してください。 

IMP-00009: エクスポート・ファイルが異常終了しましたエクスポート・ファイルが異常終了しましたエクスポート・ファイルが異常終了しましたエクスポート・ファイルが異常終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  このエクスポート・ファイルは、異常終了したエクスポート・セッションで作成
された可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その場合には、エクスポートおよびインポートを実施し直します。 そうでな
い場合には、これをインポートのバグとして報告し、エラーの原因となったエクスポー
ト・ファイルをオラクル社カスタマー・サポートに提出してください。 

IMP-00010: 有効なエクスポート・ファイルではありません。ヘッダーは検証に失敗しまし有効なエクスポート・ファイルではありません。ヘッダーは検証に失敗しまし有効なエクスポート・ファイルではありません。ヘッダーは検証に失敗しまし有効なエクスポート・ファイルではありません。ヘッダーは検証に失敗しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ユーティリティによって生成されたファイルではないのか、また
はファイルが壊れたかのいずれかです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが実際にエクスポート・ユーティリティによって生成されたもので
ある場合は、このエラーをインポート・バグに報告し、このエクスポート・ファイルを
オラクル社カスタマー・サポートに提出してください。 
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
IMP-00011: フォーマットされた表データは現在サポートされていませんフォーマットされた表データは現在サポートされていませんフォーマットされた表データは現在サポートされていませんフォーマットされた表データは現在サポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  フォーマットされた表データを収録するエクスポート・ファ イルをインポート処
理しようとしています。 インポート・ユーティリティは、バイナリ表データを収録して
いるエクスポート・ファイルだけをサポートしています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バイナリ表データのみを収録するエクスポート・ファイルを 使用して、再試
行してください。 

IMP-00012: ヘヘヘヘッッッッダダダダーーーーででででののののエエエエククククススススポポポポーーーートトトト・・・・モモモモーーーードドドド num がががが無無無無効効効効でででですすすす。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ファイル・ヘッダーに指定したエクスポート・モードは無効で
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポート・ファイルが壊れているかどうか確認してくだ さい。 壊れてい
ない場合には、これをインポートのバグとして報告し、エクスポート・ファイルをオラ
クル社カスタマー・サポートに提出してください。 

IMP-00013: データベース管理者だけが別のデータベース管理者がエクスポートしたファイルデータベース管理者だけが別のデータベース管理者がエクスポートしたファイルデータベース管理者だけが別のデータベース管理者がエクスポートしたファイルデータベース管理者だけが別のデータベース管理者がエクスポートしたファイル
をインポートできますをインポートできますをインポートできますをインポートできます。。。。
原原原原因因因因 :  データベース管理者によって生成されたエクスポート・ファ イルをインポートす
るのに必要な権限がありません。 データベース管理者だけが、そうしたファイルをイン
ポートできます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポートの実施をデータベース管理者に依頼してください。 

IMP-00014: オプション名が必要ですが、データベース内に存在しませんオプション名が必要ですが、データベース内に存在しませんオプション名が必要ですが、データベース内に存在しませんオプション名が必要ですが、データベース内に存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  入力したコマンドには、オプションを指定する必要があります。オプションがイ
ンストールされていない、あるいはオプションを記述する行が表 V$OPTIONにありま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージで指定されたオプションと一緒に Oracleをインストールし直し
てください。

IMP-00015: オオオオブブブブジジジジェェェェククククトトトトががががすすすすででででにににに存存存存在在在在ししししてててていいいいるるるるたたたためめめめ次次次次のののの文文文文はははは失失失失敗敗敗敗ししししままままししししたたたた。。。。: str  
原原原原因因因因 :  すでにオブジェクトが存在しているため、インポート・ユーティリティはオブ
ジェクトを作成できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すでに表が存在しているため表が作成されない場合でも、このようなエラー
を無視して行をインポートするには、IGNORE=Yを指定します。

IMP-00016: 要要要要求求求求さささされれれれたたたたキキキキャャャャララララククククタタタタ・・・・セセセセッッッットトトトのののの変変変変換換換換 (numかかかからららら num)ははははササササポポポポーーーートトトトさささされれれれてててていいいいまままませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティは、エクスポート・ファイルの文字形式をマシン本
来の文字形式に変換できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポート・ファイルのキャラクタ・セットと突き合せるため、
NLS_LANG環境変数を設定することによって、ユーザーのキャラクタ・セットを変更
します。
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
IMP-00017: Oracleエエエエララララーーーー :numでででで次次次次のののの文文文文はははは失失失失敗敗敗敗ししししままままししししたたたた。。。。str 
原原原原因因因因 :  Oracleエラーが発生したために、インポート・ユーティリティはエクスポート・
ファイルの文をうまく実行できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている付随する Oracle
メッセージを調べ、適切な処置を行ってください。 

IMP-00018: 前前前前のののの表表表表のののの部部部部分分分分イイイインンンンポポポポーーーートトトト完完完完了了了了 :num行行行行イイイインンンンポポポポーーーートトトトさささされれれれままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleエラーのために、表が部分的にしかインポートされませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている付随する Oracle
メッセージを調べ、適切な処置を行ってください。 

IMP-00019: Oracleメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ :numののののたたたためめめめにににに行行行行がががが拒拒拒拒否否否否さささされれれれままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティは、ある行をインポートしようとした時に、参照番
号付きの Oracleエラーを検出しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている付随する Oracle
メッセージを調べ、適切な処置を行ってください。 

IMP-00020: LONG列列列列はははは列列列列ババババッッッッフフフファァァァ・・・・ササササイイイイズズズズ (num)にににに対対対対ししししてててて大大大大ききききすすすすぎぎぎぎまままますすすす。。。。
原原原原因因因因 :  列のバッファが小さすぎます。 これは通常、LONGデータをインポートするとき
に起こります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  たとえば、10,000バイトの挿入バッファ・サイズを 66,000バイ トかそれ以
上に増加してください。 このステップ・バイ・ステップ方式を使ってください。バッ
ファ・サイズが大きすぎても同じような問題が起きる可能性があるからです。 

IMP-00021: OSエエエエララララーーーーがががが発発発発生生生生ししししままままししししたたたた。。。。エエエエララララーーーー・・・・ココココーーーードドドドはははは dec: num, hex: 0xnumでででですすすす。。。。 
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システム・エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム特定 Oracleドキュメンテーショ ンで参照番号
付きメッセージを参照し、適切な処置を行ってください。 

IMP-00022: パラメータ処理に失敗しました（ヘルプ表示のたパラメータ処理に失敗しました（ヘルプ表示のたパラメータ処理に失敗しました（ヘルプ表示のたパラメータ処理に失敗しました（ヘルプ表示のためめめめ "IMP HELP=Y"を入力を入力を入力を入力））））。。。。
原原原原因因因因 :  無効なコマンド行パラメータが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オンライン・ヘルプ画面で有効なパラメータ値を調べて、実施し直してくだ
さい。 

IMP-00023: インポート・ビューがインストールされていません。データベース管理者に連絡インポート・ビューがインストールされていません。データベース管理者に連絡インポート・ビューがインストールされていません。データベース管理者に連絡インポート・ビューがインストールされていません。データベース管理者に連絡
してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
原原原原因因因因 :  必要なインポート・ビューがインストールされていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者に、必要なインポート・ビューをインストールするよう
に依頼してください。

IMP-00024: FULLインポート・モードインポート・モードインポート・モードインポート・モードでででで FROMUSERまたまたまたまたはははは TABLESパラメータは指定でパラメータは指定でパラメータは指定でパラメータは指定で
きませんきませんきませんきません。。。。
原原原原因因因因 :  インポート指定の FULL=Yと矛盾するパラメータが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FULL=Yを指定しないで、再試行してください。 
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
IMP-00025: DBAのエクスポート・ファイルに対してのエクスポート・ファイルに対してのエクスポート・ファイルに対してのエクスポート・ファイルに対してはははは FROMUSERをををを TOUSERと共に指と共に指と共に指と共に指
定してください定してください定してください定してください。。。。
原原原原因因因因 :  データベース管理者のエクスポート・ファイルをインポートする時に、TOUSER
パラメータを指定しただけで、FROMUSERパラメータを指定していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  どのユーザーのオブジェクトをインポートするかをインポート・ユーティリ
ティが認識できるように、FROMUSERパラメータを指定してください。 

IMP-00027: 以前の表の部分インポートのロールバックに失敗しました以前の表の部分インポートのロールバックに失敗しました以前の表の部分インポートのロールバックに失敗しました以前の表の部分インポートのロールバックに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティは、部分インポートをロールバックしようとしてい
る時に、Oracleエラーを検出しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている付随する Oracle
メッセージを調べ、適切な処置を行ってください。 次に Oracleにログオンして、部分イ
ンポートがコミットされなかったことを確認してください。

IMP-00028: 前前前前のののの表表表表のののの部部部部分分分分イイイインンンンポポポポーーーートトトトががががロロロローーーールルルルババババッッッッククククさささされれれれままままししししたたたた (num行行行行 )。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティは、表をインポートしようとしている時に、Oracle
エラーを検出しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されている付随する Oracle
メッセージを調べ、適切な処置を行ってください。 必要に応じて、表を再インポートし
てください。 

IMP-00029: 所所所所有有有有者者者者 name.nameでででではははは表表表表名名名名をををを修修修修飾飾飾飾ででででききききまままませせせせんんんん。。。。FROMUSERパパパパララララメメメメーーーータタタタをををを使使使使用用用用ししししてててて
くくくくだだだだささささいいいい。。。。 
原原原原因因因因 :  次の例に示されているように、表名が所有者名で修飾されま した。 これは許可さ
れていません。 

IMP SYSTEM/MANAGER TABLES=(SCOTT.EMP,SCOTT.DEPT) 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次の例に示されているように、FROMUSERパラメータを使用して表の所有
者を指定してください。 

IMP SYSTEM/MANAGER FROM USER=SCOTT TABLES=(EMP,DEPT)

IMP-00030: フフフファァァァイイイイルルルル nameのののの作作作作成成成成にににに失失失失敗敗敗敗ししししままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティは、指定した書込み可能なファイルの作成ができま
せんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名とファイル・システムを確認して、エラーの原因を探します。

IMP-00031: FULL=Y を指定するか、を指定するか、を指定するか、を指定するか、FROMUSER/TOUSERまたまたまたまたはははは TABLE 引数を指定して引数を指定して引数を指定して引数を指定して
くださいくださいくださいください。。。。
原原原原因因因因 :  データベース管理者はフル・インポートか部分インポートかを指定しませんでし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者は、フル・インポートでない場合は、FROMUSER/
TOUSERまたは TABLE引数を指定する必要があります。
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
IMP-00032: SQL文がバッファより長すぎます文がバッファより長すぎます文がバッファより長すぎます文がバッファより長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  バッファは、読み込まれる SQL文に対して小さすぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バッファを大きくして再実行してください。 また、インポート・データ・
ファイルが壊れる可能性もあります。 

IMP-00033: 警警警警告告告告 : 表表表表 nameががががエエエエククククススススポポポポーーーートトトト・・・・フフフファァァァイイイイルルルルににににあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  指定された表の名前がエクスポート・ファイルにありませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表の指定を修正してください。

IMP-00034: 警警警警告告告告 : FROMUSER:nameははははエエエエククククススススポポポポーーーートトトト・・・・フフフファァァァイイイイルルルルににににあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  指定された FROMUSER名がエクスポート・ファイルにありませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FROMUSER指定を訂正してください。

IMP-00036: 環境キャラクタ・セットが見つかりません環境キャラクタ・セットが見つかりません環境キャラクタ・セットが見つかりません環境キャラクタ・セットが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティが認識しない環境キャラクタ・セットが指定されま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行パラメータ CHARSET(リリース 6についてのみ )または環境変
数 NLS_LANGに指定されたキャラクタ・セットの綴りが正しいことを確認してくださ
い。

IMP-00037: キャラクタ・セット・マーカーが認識できませんキャラクタ・セット・マーカーが認識できませんキャラクタ・セット・マーカーが認識できませんキャラクタ・セット・マーカーが認識できません。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ファイルが壊れています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポート・ファイルの壊れていないバージョンを入手してください。 エ
クスポート・ファイルが壊れていない場合、インポート内部エラーとしてオラクル社カ
スタマー・サポートへ報告し 、エクスポート・ファイルを 送付してください。

IMP-00038: 環境キャラクタ・セットが見つかりません環境キャラクタ・セットが見つかりません環境キャラクタ・セットが見つかりません環境キャラクタ・セットが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

IMP-00039:  VOLSIZEがエクスポーがエクスポーがエクスポーがエクスポートトトト :numに使われる値と一致しませんに使われる値と一致しませんに使われる値と一致しませんに使われる値と一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  VOLSIZEに指定された値が、エクスポート・ファイルの作成中に指定された値
に一致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   指定した VOLSIZE値が正しいと思う時は、正しいファイルをインポート に
指定しているかどうかを確認してください。正しいファイルを指定していて、値が正し
いかどうかが不確実な場合は、インポート・コマンドを実行し直してください。その
時、VOLSIZE=0に指定してください。
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
IMP-00040:  FILESIZEがエクスポーがエクスポーがエクスポーがエクスポートトトト :numに使われる値と一致しませんに使われる値と一致しませんに使われる値と一致しませんに使われる値と一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  FILESIZEに指定された値が、エクスポート・ファイル作成中に指定された値に
一致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   指定した FILESIZE値が正しいと思われる時は、正しいファイルをインポー
トに指定しているかどうかを確認してください。正しいファイルを指定していて、値が
正しいかどうかが不確実な場合は、インポート・コマンドを実行し直してください。そ
の時、FILESIZE=0に指定してください。

IMP-00041: 警警警警告告告告 : オブジェクト作成の際、コンパイル・エラーがオブジェクト作成の際、コンパイル・エラーがオブジェクト作成の際、コンパイル・エラーがオブジェクト作成の際、コンパイル・エラーが発発発発生しました生しました生しました生しました。。。。
原原原原因因因因 :  このエラーに従う SQL文のオブジェクトは、コンパイル・エラーを伴って作成
されました。 ビューに対してこのエラーが発生した場合は、ビューの実表が欠落してい
た可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは警告メッセージです。 そのオブジェクトは、使用前に再コンパイルす
る必要があります。

IMP-00042: CHARSETを使用しましたが、エクスポート・ファイルにはすでに特定のキャを使用しましたが、エクスポート・ファイルにはすでに特定のキャを使用しましたが、エクスポート・ファイルにはすでに特定のキャを使用しましたが、エクスポート・ファイルにはすでに特定のキャ
ラクタ・セットがありますラクタ・セットがありますラクタ・セットがありますラクタ・セットがあります。。。。
原原原原因因因因 :  特定の埋込みキャラクタ・セット IDを持つエクスポート・ファイルを処理する
際に、他の特定のキャラクタ・セットの使用の要請がありました。 エクスポート・ファ
イルの IDは、正確であり、使用する必要があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行から CHARSETキーワードを削除してください。

IMP-00043: エクスポート・ファイルのキャラクタ・セットは矛盾していますエクスポート・ファイルのキャラクタ・セットは矛盾していますエクスポート・ファイルのキャラクタ・セットは矛盾していますエクスポート・ファイルのキャラクタ・セットは矛盾しています。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ファイルのキャラクタ・セットおよび環境のキャラクタ・セット
（または CHARSETキーワードで指定されるキャラクタ・セ ット）は矛盾しています。 1
つのキャラクタ・セットは ASCIIベースのものであり、その他はすべて EBCDICベー
スのものだからです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CHARSETキーワードで正しいキャラクタ・セットを指定してください。

IMP-00044: 文のために十分なメモリーの割当てができません文のために十分なメモリーの割当てができません文のために十分なメモリーの割当てができません文のために十分なメモリーの割当てができません。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティは、指定された文を読み込んで実行するのに十分な
メモリーの割当てができませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・バッファ用の割当てを減らしてインスタンスを再起動し、イ
ンポート・コマンドを再実行してください。

IMP-00045:  エクスポート・ファイエクスポート・ファイエクスポート・ファイエクスポート・ファイルルルル numかかかからららら VOLSIZE値を使っています値を使っています値を使っています値を使っています。。。。
原原原原因因因因 :  IMPORTコマンド内で VOLSIZEパラメータが指定されていないか、VOLSIZE=0
を指定し、0以外の値の VOLSIZEでエクスポートが作成されました。インポートはエ
クスポート・ファイルで指定された値を使います。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
IMP-00046:  エクスポート・ファイエクスポート・ファイエクスポート・ファイエクスポート・ファイルルルル numかかかからららら FILESIZE値を使っています値を使っています値を使っています値を使っています。。。。
原原原原因因因因 :  IMPORTコマンド内で FILESIZEパラメータが指定されていないか、FILESIZE=0
を指定し、0以外の値の FILESIZEでエクスポート・ファイルが作成されました。イン
ポートはエクスポート・ファイルで指定された値を使います。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

IMP-00050: ダンプ・ファイルとログ・ファイルを同一のものにできませんダンプ・ファイルとログ・ファイルを同一のものにできませんダンプ・ファイルとログ・ファイルを同一のものにできませんダンプ・ファイルとログ・ファイルを同一のものにできません。。。。
原原原原因因因因 :  同一の名前がダンプ・ファイルとログ・ファイルに指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ダンプ・ファイルとログ・ファイルに対して異なる名前を指定して、操作を
再試行してください。

IMP-00051: ダンプ・ファイルをエクスポートしたダイレクト・パスには無効な列長が入ってダンプ・ファイルをエクスポートしたダイレクト・パスには無効な列長が入ってダンプ・ファイルをエクスポートしたダイレクト・パスには無効な列長が入ってダンプ・ファイルをエクスポートしたダイレクト・パスには無効な列長が入って
いますいますいますいます。。。。
原原原原因因因因 :  列のピースの処理中に無効な列長が見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポート・ファイルが壊れていないことを確認してください。またはイ
ンポート /エクスポート・ユーティリティの内部バグとしてオラクル社カスタマー・サ
ポートに報告し、エクスポート・ファイルを送付してください。

IMP-00052: 警警警警告告告告 : サーバーとの空きリスト通信にイベントを設定できサーバーとの空きリスト通信にイベントを設定できサーバーとの空きリスト通信にイベントを設定できサーバーとの空きリスト通信にイベントを設定できまままませんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  現行のセッションにイベントが設定できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポートが失敗した場合、インポートするユーザーに ALTER SESSION 
PRIVを付与し、操作を再試行してください。

IMP-00053: インポート・モードがエクスポート・ダンプ・ファイルと互換性がありませんインポート・モードがエクスポート・ダンプ・ファイルと互換性がありませんインポート・モードがエクスポート・ダンプ・ファイルと互換性がありませんインポート・モードがエクスポート・ダンプ・ファイルと互換性がありません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されたインポート・オプションは適正時点（Point-in-Time）回復のダンプ・
ファイルと互換性がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なダンプ・ファイルを生成するか適正時点（Point-in-Time）回復イン
ポート・モードを使用してください。

IMP-00054: 表領域の適正時点（表領域の適正時点（表領域の適正時点（表領域の適正時点（Point-in-Time）回復のインポートを行うにはデータベース）回復のインポートを行うにはデータベース）回復のインポートを行うにはデータベース）回復のインポートを行うにはデータベース
管理者でなければなりません管理者でなければなりません管理者でなければなりません管理者でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーには表領域の適正時点（Point-in-Time）回復インポートを実行する権限
がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域の適正時点（Point-in-Time）回復インポートの実施をデータベース管
理者に依頼してください。

IMP-00055: 警警警警告告告告 : パーティショパーティショパーティショパーティションンンン name.name がエクスポート・ファイルに見つかりませんがエクスポート・ファイルに見つかりませんがエクスポート・ファイルに見つかりませんがエクスポート・ファイルに見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  パーティション名がエクスポート・ファイルにありませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パーティション名が表に属していることを確認してください。
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
IMP-00057: 警警警警告告告告 : ダンプ・ファイルに表の全パーティション・デダンプ・ファイルに表の全パーティション・デダンプ・ファイルに表の全パーティション・デダンプ・ファイルに表の全パーティション・デーーーータが含まれない可能性がタが含まれない可能性がタが含まれない可能性がタが含まれない可能性が
ありますありますありますあります。。。。 
原原原原因因因因 :  この表インポートに使用されたダンプ・ファイルは、エクスポートされた表に属
する全データを含まない可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な全データがエクスポートされたことを確認するか、パーティション・
インポートを試行してください。

IMP-00059: パラメータ・マネージャの初期化に失敗しましたパラメータ・マネージャの初期化に失敗しましたパラメータ・マネージャの初期化に失敗しましたパラメータ・マネージャの初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータ・マネージャの初期化に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポート・ユーティリティの内部バグとしてオラクル社カスタマー・サ
ポートに報告してください。

IMP-00060: 警警警警告告告告 :オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト型型型型 name.name が存在しないか、または、異なる識別子をが存在しないか、または、異なる識別子をが存在しないか、または、異なる識別子をが存在しないか、または、異なる識別子を
持っているので、持っているので、持っているので、持っているので、表表表表 name.nameをスキップしますをスキップしますをスキップしますをスキップします。。。。
原原原原因因因因 :  表が必要とするオブジェクト型が目標システムに存在していないか、存在してい
ても異なるオブジェクト識別子を持っています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  目標システムに有効な識別子を持つオブジェクト型を作成してください。

IMP-00061: 警警警警告告告告 : オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト型型型型 name.name は、異なる識別子ですでに存在しますは、異なる識別子ですでに存在しますは、異なる識別子ですでに存在しますは、異なる識別子ですでに存在します。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト型はすでに目標システムに存在しますが異なる識別子を持つため作
成できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  目標システムからこのオブジェクト型を削除して操作を再試行してくださ
い。 

IMP-00062: 警警警警告告告告 : オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト型型型型 name.name のダンプ・ファイルの識別子が無効ですのダンプ・ファイルの識別子が無効ですのダンプ・ファイルの識別子が無効ですのダンプ・ファイルの識別子が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト型の識別子を表す文字列がオブジェクト識別子に変換できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーです。

IMP-00063: 警警警警告告告告 :オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト型型型型 name.nameが作成できないか、または、異なる識別子をが作成できないか、または、異なる識別子をが作成できないか、または、異なる識別子をが作成できないか、または、異なる識別子を
持っているので、持っているので、持っているので、持っているので、表表表表 name.nameをスキップしますをスキップしますをスキップしますをスキップします。。。。
原原原原因因因因 :  表で使用しているオブジェクト型の作成中にエラーが生じました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポート・ログを確認してオブジェクト 型が作成できない理由を判断して
ください。 オブジェクト型が異なるオブジェクト識別子ですでに存在している場合、こ
のオブジェクト型を削除してインポートを再試行してください。

IMP-00064: エクスポートにより、エクスポートにより、エクスポートにより、エクスポートにより、LOBの定義が切捨てられましたの定義が切捨てられましたの定義が切捨てられましたの定義が切捨てられました。。。。
原原原原因因因因 :  ダンプ・ファイルの作成でエクスポート・ユーティリティが LOBの全内容を書
き込むことができませんでした。 そのためインポート・ユーティリティは LOBの内容を
再構成できません。 現行の表のインポートの残りはスキップされます。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクスポートしたデータベースで無効な行を削除し、操 作を再試行してくだ
さい。

IMP-00065:  オブジェクト内オブジェクト内オブジェクト内オブジェクト内のののの lobsをインポートで再作成できませんをインポートで再作成できませんをインポートで再作成できませんをインポートで再作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  インポートしたオブジェクト内の LOBの再作成でエラーが生じました。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポート・ユーティリティの内部エラーとしてオラクル社カスタマー・サ
ポートに報告してください。
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
IMP-00066: PROPS$にににに NLS_CHARACTERSETがありまがありまがありまがありませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  PROPS$には NLS_CHARACTERSETの値がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポート・ユーティリティの内部エラーとしてオラクル社カスタマー・サ
ポートに報告してください。

IMP-00067: サーバー・キャラクタ・セットのハンドルを変換できサーバー・キャラクタ・セットのハンドルを変換できサーバー・キャラクタ・セットのハンドルを変換できサーバー・キャラクタ・セットのハンドルを変換でき ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。 
原原原原因因因因 :  内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポート・ユーティリティの内部エラーとしてオラクル社カスタマー・サ
ポートに報告してください。

IMP-00068: 環境各国文字キャラクタ・セットが検索できません環境各国文字キャラクタ・セットが検索できません環境各国文字キャラクタ・セットが検索できません環境各国文字キャラクタ・セットが検索できません。。。。
原原原原因因因因 :  インポート・ユーティリティが認識しない環境各国文字キャ ラクタ・セットが指
定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  環境変数 NLS_GCHNRで指定された各国文字キャラクタ・セットの綴りが 
正しいことを確認してください。

IMP-00069: 環境各国文字キャラクタ・セットのハンドルに変換できません環境各国文字キャラクタ・セットのハンドルに変換できません環境各国文字キャラクタ・セットのハンドルに変換できません環境各国文字キャラクタ・セットのハンドルに変換できません。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポート・ユーティリティの内部エラーとしてオラクル社カスタマー・サ
ポートに報告してください。

IMP-00070: ダンプ・ファイル内ダンプ・ファイル内ダンプ・ファイル内ダンプ・ファイル内のののの LOBの定義がデータベースと矛盾していますの定義がデータベースと矛盾していますの定義がデータベースと矛盾していますの定義がデータベースと矛盾しています。。。。
原原原原因因因因 :  ダンプ・ファイルの 1行当たりの LOBの数が、挿入先の表の 1行当たりの LOB
の数と異なります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポートする表をエクスポートした表の属性レイアウトと一致するように
修正してください。

IMP-00071: インポートした表と既存の表のオブジェクト識別子が一致しませんインポートした表と既存の表のオブジェクト識別子が一致しませんインポートした表と既存の表のオブジェクト識別子が一致しませんインポートした表と既存の表のオブジェクト識別子が一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  エクスポートしたオブジェクト表で使用されているオブジェクト識別子と異なる
オブジェクト識別子で再作成された表にデータをインポ ートしようとしました。 この状
況では、ダンプ・ファイルに含まれているこの表に対する REFも無効となります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポートの前に問題のオブジェクト表を削除してください。

IMP-00072: 警警警警告告告告 : オブジェクト表のオブジェクト識別子が無効ですオブジェクト表のオブジェクト識別子が無効ですオブジェクト表のオブジェクト識別子が無効ですオブジェクト表のオブジェクト識別子が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  表のオブジェクト識別子を表す文字列が内部オブジェクト識別子に変換できませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポート・ユーティリティの内部エラーとしてオラクル社カスタマー・サ
ポートに報告してください。
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
IMP-00073: FILEロケーロケーロケーロケータタタタ name.name はははは name.name に切捨てですに切捨てですに切捨てですに切捨てです。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・サーバーのキャラクタ・セットからインポート・サーバーのキャ
ラクタ・セットへの変換で、ファイルの属性または列に対して指定されたディレクトリ
と名前の文字列が FILE記述子内で許可されて いる最大文字列長を超えています。 文字
列はサポートされている最大長に切り捨てられます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディレクトリの別名と外部ファイル名を、指定された FILE列または属性の
切り捨てられた名前と一致するように改名してください。

IMP-00074: ALL_CONSTRAINTS.BADによる制約フラグによる制約フラグによる制約フラグによる制約フラグはははは 2000年にはブレークします年にはブレークします年にはブレークします年にはブレークします。。。。 
原原原原因因因因 :  制約がデータベースに存在し、年を完全に指定せずに日付値を指定しています。  
こうした制約は西暦 2000年にブレークします。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALL_CONSTRAINTSに問合せ、不正とマークされた制約を修正してくださ
い。

IMP-00075: 警警警警告告告告 : ネストされた表に行の一部または重複する行がネストされた表に行の一部または重複する行がネストされた表に行の一部または重複する行がネストされた表に行の一部または重複する行が含含含含まれている可能性がありまれている可能性がありまれている可能性がありまれている可能性があり
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  データの外部または外部のネストされた表への挿入中にエラ ーが発生しました。  
エラーが外部表で発生した場合、行はまだ内部表に挿入されたままです。エラーが外部
表で発生した場合、データはまだ外部表および 内部表に挿入されたままです。 この結果、
重複した内部表または部分的論理行が発生する可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表のデータを調べてください。  不正な行または表全体を削除し、インポート
を再実行してください。

IMP-00076: PROPS$にににに NLS_NCHAR_CHARACTERSETがありませんがありませんがありませんがありません。。。。
原原原原因因因因 :  PROPS$に NLS_NCHAR_CHARACTERSETの値がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

IMP-00077: サーバーの各国文字セットのハンドルに変換できませんサーバーの各国文字セットのハンドルに変換できませんサーバーの各国文字セットのハンドルに変換できませんサーバーの各国文字セットのハンドルに変換できません。。。。
原原原原因因因因 :  原因 : 内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

IMP-00078: FILEロケータをサーバーのキャラクタ・セットにあロケータをサーバーのキャラクタ・セットにあロケータをサーバーのキャラクタ・セットにあロケータをサーバーのキャラクタ・セットにあるるるる name.nameに変換できまに変換できまに変換できまに変換できま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  (1) 現行のエクスポート・ファイルは Oracle8.0の Beta-2を使用して生成されまし
た。(2)表の列内に ADTの属性として表示されるファイルがありました。(3)エクス
ポート・サーバーのデータベースのキャラクタ・セットはインポート・サーバーのデー
タベースのキャラクタ・セットとは違います。(4) ファイルのファイル名または別名が
インポート・サーバーのキ ャラクタ・セットに変換された時、サイズが大きくなりまし
た。

これらの条件にすべて当てはまる時、文字列を変換すると列のデータが破損する可能性
があります。  インポートは変換を進めずに、文字列を古いキャラクタ・セットでファイ
ルに残します。
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インポート・メッセージ :00000～ 00100
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポートの完了後、ディレクトリの別名と外部ファイル名を、ターゲッ
ト・データベースの本名と一致するように改名してください。

IMP-00079: 警警警警告告告告 : この表にある各国文字キャラクタ・セット・データこの表にある各国文字キャラクタ・セット・データこの表にある各国文字キャラクタ・セット・データこの表にある各国文字キャラクタ・セット・データはははは不適切な場合があり不適切な場合があり不適切な場合があり不適切な場合があり
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  8.0.2 エクスポートでの問題のため、NCHARおよび NVARCHAR2列の各国文字
セットがエクスポート・サーバーのデータベースにあると不正に仮定され、エクスポー
ト・クライアントのデータベース・キャラクタ・セ ットに変換されました。  この変換が
正しいのは、エクスポート・サーバーのデータベース・キャラクタ・セットがエクス
ポート・サーバーの各国文字キャラクタ・セットと同じで、エクスポート・クライアン
トのデータベース・キャラクタ・セットがエクスポート・クライアントの各国文字キャ
ラクタ ・セットと同じ場合です。  これ以外の組合わせはすべて不正です。  このエクス
ポート・ダンプ・ファイルは 8.0.2 エクスポートにより生成されたので、サー バー・
キャラクタ・セットはその基準に合致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各国文字キャラクタ・データを調べてください。 不正な場合、正しいデー タ
でデータを更新してください。

IMP-00080: LONG列また列また列また列またはははは LONGコマンドの文字変換中にエラーが発生しましたコマンドの文字変換中にエラーが発生しましたコマンドの文字変換中にエラーが発生しましたコマンドの文字変換中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  LONG列または LONGコマンドでのデータの個別文字変換中に、致命的な変換
エラーが発生しました。  文字の切捨てが発生したか、または無効なキャラクタ・セッ
ト・ハンドルが 使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  違うキャラクタ・セットでインポートを再試行してください。

IMP-00081: 割り当てられていないメモリーを解放しようとしました割り当てられていないメモリーを解放しようとしました割り当てられていないメモリーを解放しようとしました割り当てられていないメモリーを解放しようとしました。。。。
原原原原因因因因 :  割り当てられていないメモリーを解放しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

IMP-00082: 文字列フォーマットから内部へ文字列フォーマットから内部へ文字列フォーマットから内部へ文字列フォーマットから内部へのののの ROWID変換中にエラーが発生しました変換中にエラーが発生しました変換中にエラーが発生しました変換中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :   ROWIDをダンプ・ファイルから内部フォーマットに変更しているときに、エ
ラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポート・ユーティリティの内部エラーとしてオラクル社カスタマー・サ
ポートに報告してください。

IMP-00083: ダンプ・ファイルが増分エクスポートを含んでいませんダンプ・ファイルが増分エクスポートを含んでいませんダンプ・ファイルが増分エクスポートを含んでいませんダンプ・ファイルが増分エクスポートを含んでいません。。。。
原原原原因因因因 :  インクリメントインポートが要求され、インポート・コマンドに指定されたダン
プ・ファイルがユーザーか、表エクスポートのどちらかです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   コマンド・インポート・コマンドを再発行してください。その時、インクリ
メント・エクスポートを含んだダンプ・ファイル名を指定し てください。
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IMP-00084: インクリメント・インポートをユーザーか、表インポートと混合しようとしましインクリメント・インポートをユーザーか、表インポートと混合しようとしましインクリメント・インポートをユーザーか、表インポートと混合しようとしましインクリメント・インポートをユーザーか、表インポートと混合しようとしまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  インクリメント・インポートが FROMUSERあるいは TOUSER、TABLE修飾子
と一緒に要求されました。インクリメント・インポートは、別の修飾子がいっしょに指
定されていると実行できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  実行するのはインクリメント・インポートか、フル・インポートか、ユー
ザー・インポートか、表インポートかを決定し、適切な修飾子といっしょにインポー
ト・コマンドをインポート・コマンドを作成し直してください。

IMP-00085:  予期しないファイル順序番号が見つかりました。予期しないファイル順序番号が見つかりました。予期しないファイル順序番号が見つかりました。予期しないファイル順序番号が見つかりました。%uが予期されたのに、が予期されたのに、が予期されたのに、が予期されたのに、%uがががが
見つかりました見つかりました見つかりました見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート・ファイル内のヘッダーが、複数のエクスポート・ファイル複数エ
クスポート・ファイルが書かれている順番を追跡するために使われている順序番号を含
んでいます。最初のエクスポート・ファイルは 1番の順序番号、2番目のファイルは 2
番というように割り当てられています。このメッセージは、予期されない番号がファイ
ル・ヘッダーに見つかった時に表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポート・コマンドを実行し直します。その時、Exportがファイルを書い
た順番でファイルを指定してください。

IMP-00086:  ファイル・ヘッダーが一致していませんファイル・ヘッダーが一致していませんファイル・ヘッダーが一致していませんファイル・ヘッダーが一致していません。。。。
原原原原因因因因 :   複数ファイル・エクスポートで、2番目以降のファイルを確認する間に、Import
が最初のファイルの値に一致しないヘッダー・フィールドを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Exportが作成したファイル名をチェックし、そのファイルを正しくインポー
ト操作に指定したかどうかを確認します。

IMP-00215:  エクスポート・ファイル・セットに次のファイル名を入力してくださいエクスポート・ファイル・セットに次のファイル名を入力してくださいエクスポート・ファイル・セットに次のファイル名を入力してくださいエクスポート・ファイル・セットに次のファイル名を入力してください。。。。
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ジ : NMP-00001～ NMP-00011

NMP-00001: 値が大きす値が大きす値が大きす値が大きすぎぎぎぎますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  SNMPプログラム・インタフェースが受け取った値が、そのプロセスにとって大
きすぎます。  このエラーは通常、問題の原因のより詳細な値を記述するエラーの下に表
示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。  詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をや り直してください。  それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NMP-00002: SNMP変数の名前が無効です変数の名前が無効です変数の名前が無効です変数の名前が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  要求する変数名の 1つまたは複数が存在していないため、 SNMP要求は処理され
ません。  このエラーは通常ユーザーには表示されませんが、通常標準の "soft"エラー条
件の一部であるトレース・ファイルでは表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは、管理サーバーがバージョンの非互換等から制御プログラムに
よって要求される操作をサポートしていないことを示します。  詳細は、トレースをオン
にして、失敗した操作をや り直してください。  エラーが持続し、トレース・ファイルで
認識されたように、"soft "エラー条件の一部として発生しない場合、オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。 

NMP-00003: SNMP変数値が無効です変数値が無効です変数値が無効です変数値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SNMPプログラム・インタフェースはサポートされていないデ ータ型の変数値
を受け取りました。  標準 SNMPネットワーク・モニターが、SNMPから TNSへとゲー
トウェイを経由して Oracleサービスに要求を送信した場合、エラーが発生して、サー
ビスは要求を理解できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。  詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をや り直してください。  エラーが持続する、あるいは Oracle制御プログラム
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が要求を Oracleサービスに送信するときに発生する場合、オラクル社カスタマー・サ
ポートに連絡してください。 

NMP-00004: SNMP変数は読込み専用です変数は読込み専用です変数は読込み専用です変数は読込み専用です。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・サーバー上の変数値および読取り専用の変数を 変更しようとしていま
す。  このエラーは通常、より詳細な問題を記述するエラーの下に表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  読取り専用の変数は変更しないようにしてください。 

NMP-00005: 一一一一般般般般 SNMPエラーですエラーですエラーですエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  他の特定された状況には該当しない SNMPのエラーが発生しました。  標準
SNMPネットワーク・モニターが、SNMPから TNSへとゲートウェイを経由して
Oracleサービスに要求を送信した場合、エラーが発生して、サービスは要求を理解でき
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。  詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。  エラーが持続する、あるいは Oracle制御プログラム
が要求を Oracleサービスに送信するときに発生する場合、オラクル社カスタマー・サ
ポートに連絡してください。 

NMP-00006: SNMPコンテキストが初期化されていませんコンテキストが初期化されていませんコンテキストが初期化されていませんコンテキストが初期化されていません。。。。
原原原原因因因因 :  内部機能が初期化できない SNMPハンドルを使おうとしてます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。  詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。  それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NMP-00007: I/O障害が発生しました障害が発生しました障害が発生しました障害が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  SNMPプログラム・インタフェースが SNMP要求の送信または受 信を試行しま
したが、ある種のネットワーク障害のため、不可能でした。 このエラーは通常、より詳
細な問題を記述するエラーの下に表示されます。  通常この問題は、制御プログラムが
サービスとの交信を試行し、サービスが予期せず終了したり、または制御プログラムと
サービス間のネットワーク・パスが割込まれた時です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  質問中のマネジメント・プラットフォームが、正しいバージョン番号で
SNMP要求を確実に送信するようにしてください。  エラーが持続する、あるいは Oracle
制御プログラムが要求を Oracleサービスに送信するときに発生する場合、オラクル社
カスタマー・サポートに連絡してください。 

NMP-00008: SNMPメッセージのバージョンが無効です。バージョンメッセージのバージョンが無効です。バージョンメッセージのバージョンが無効です。バージョンメッセージのバージョンが無効です。バージョン 0が必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  SNMPプログラム・インタフェースは間違ったバージョン番号のプロトコル要求
を受信しました。  標準 SNMPネットワーク・モニターが、 SNMPから TNSへとゲート
ウェイを経由して Oracleサービスに無効な形式の要求を送信した場合、エラーが発生
します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  質問中のマネジメント・プラットフォームが、正しいバージョン番号で
SNMP要求を確実に送信するようにしてください。  エラーが持続する、あるいは Oracle
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制御プログラムが要求を Oracleサービスに送信するときに発生する場合、オラクル社
カスタマー・サポートに連絡してください。 

NMP-00009: SNMP初期化が失敗しました初期化が失敗しました初期化が失敗しました初期化が失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  SNMPプログラム・インタフェースが初期化されないのは、エラー・メッセー
ジ・ファイルが検索できない、またはパラメータ表に奇形な snmp.コミュニティ・パラ
メータ値があるからです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL*Netが正しくインストールされ、すべてのメッセージ・ファイルが正し
い位置にあるかを確認します。  パラメータ表のロード・エラー用にトレースおよび参照
をオンにします。 

NMP-00010 : メモリーが足りませんメモリーが足りませんメモリーが足りませんメモリーが足りません。。。。
原原原原因因因因 :  プログラム・インタフェースのメモリーが足りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリーを追加するか、または実行するプロセスを減らしてください。 

NMP-00011: 内内内内部部部部 SNMPプログラム・インタフェース・エラーですプログラム・インタフェース・エラーですプログラム・インタフェース・エラーですプログラム・インタフェース・エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  SNMPプログラム・インタフェース内で内部エラーが発生しました。このエラー
は通常、より詳細な問題を記述するエラーの下に表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。  詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をや り直してください。  それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 
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エージェント構成およびスタートアップ・メッセージ : NMS-
00000～ NMS-00050

NMS-00001: 警警警警告告告告 : serviceをををを SNMPママママスター・エージェントに接続できませんスター・エージェントに接続できませんスター・エージェントに接続できませんスター・エージェントに接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたサービスは SNMPマスター・エージェントに交信できませんでした。 
Oracleがこのプラットフォームをサポートしているマスター・エージェントがインス
トールされていないか、または起動されていませ ん。 このプラットフォームに特定の
メッセージが続いて表示されます。 これは警告なので、エージェントはコンソールと交
信できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleドキュメンテーションを参照して使用するプラットフォームを探して
ください。その上で、正しい SNMPマスター・エージェントがインストール /起動済
みであることを確認してください。

NMS-00002: Service がメモリーの割当てに失敗しましたがメモリーの割当てに失敗しましたがメモリーの割当てに失敗しましたがメモリーの割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたサービスは snmp.ora パラメータをすべて保持するために十分なメモ
リーを割当てることができませんでした。パラメータが大きすぎる場合もありますが、
システム・エラーの可能性もあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム構成を確認し、可能ならば、実行しているプロセス数を削減してく
ださい。 問題が解決されない場合、この問題をオラクル社カスタマー・サポートに報告
してください。

NMS-00003: Serviceを検索できないか、形式が正しくありませんを検索できないか、形式が正しくありませんを検索できないか、形式が正しくありませんを検索できないか、形式が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  snmp.oraファイルを指定されたサービスでオープンまたは読込みができません
でした。このファイルの位置はプラットフォームにより異なりますが、通常別の
SQL*Netパラメータ・ファイルと同じディレクトリにあります。 問題が固有パラメータ
にトレースできる場合、詳細なエラー・メッセージが続いて表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ドキュメンテーションを参照して使用するプラットフォームを探し、その上
で正しい位置にファイルを作成してプログラムを再起動してください。
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エージェント・ロギング・メッセージ : NMS-00051～ NMS-00075
NMS-00005: snmp.oraに、に、に、に、snmp.visibleservicesパラメータがないか、または空ですパラメータがないか、または空ですパラメータがないか、または空ですパラメータがないか、または空です。。。。
原原原原因因因因 :  snmp.oraファイルに構成された snmp.visibleservicesパラメ ータがないか、
snmp.oraファイルが空です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  snmp.oraファイルを編集または作成して、再試行してください。

NMS-00006: 要求パラメー要求パラメー要求パラメー要求パラメータタタタ :parameter snmp.oraにありませんにありませんにありませんにありません。。。。
原原原原因因因因 :  snmp.oraファイルには示されたパラメータがありません。こ のパラメータが要
求されました。 これが通常発生するのは、snmp.visibleservicesで言及されたサービスの
1つが、前に示したように、1つかそれ以上のパラメータを指定するように要求したた
めです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  snmp.oraファイルを編集または作成して、再試行してください。

NMS-00007: Serviceがメモリーの割当てに失敗しましたがメモリーの割当てに失敗しましたがメモリーの割当てに失敗しましたがメモリーの割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたサービスはメモリーの割当てができませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム構成を確認し、可能ならば、実行しているプロセス数を削減してく
ださい。 問題が解決されない場合、この問題をオラクル社カスタマー・サポートに報告
してください。

NMS-00008:  環境変環境変環境変環境変数数数数 nameが設定されていませんが設定されていませんが設定されていませんが設定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  この環境変数は見つかりませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この環境変数をエージェントが使用できるようにしてください。

エージェント・ロギング・メッセージ : NMS-00051～ NMS-00075
これらのメッセージはエラーを示していません。

NMS-00051:  Nameがマスター・エージェントに正しく接続されましたがマスター・エージェントに正しく接続されましたがマスター・エージェントに正しく接続されましたがマスター・エージェントに正しく接続されました。。。。
原原原原因因因因 :  サブエージェントが問題なくマスター・エージェントに接続されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00052:  マスター・エージェントから正しく切り離されましたマスター・エージェントから正しく切り離されましたマスター・エージェントから正しく切り離されましたマスター・エージェントから正しく切り離されました。。。。
原原原原因因因因 :  サブエージェントがマスター・エージェントから正しくログ しました。 これは通
常シャットダウン・プロセスの一部です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00055: オプション・パオプション・パオプション・パオプション・パララララメーメーメーメータタタタ :parametersnmp.oraにありません。デフォルトを使用にありません。デフォルトを使用にありません。デフォルトを使用にありません。デフォルトを使用
しますしますしますします。。。。
原原原原因因因因 :  snmp.oraファイルには示されたパラメータ がありませんでしたが、これはオプ
ションです。 サービスはかわりにそのパラメータにデフォルト値を使用しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デフォルト以外の値が要求される場合、snmp.oraファイルを編集または作
成して、再試行してください。
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サブエージェント・ロギング・メッセージ： NMS-00250～ NMS-00275
データベース・サブエージェント : NMS-00200～ NMS-00250
NMS-00202: データベーデータベーデータベーデータベーススススへの接続に失敗しましたへの接続に失敗しましたへの接続に失敗しましたへの接続に失敗しました。。。。

原原原原因因因因 :  データベース・サブエージェントがデータベースに接続できませんでした。 詳細
なエラー・メッセージが続いて表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  『Oracle7 Server 』メッセージで詳細なエラー・メッセージを参照してくだ
さい。

NMS-00203: データベーデータベーデータベーデータベーススススから切断中にエラから切断中にエラから切断中にエラから切断中にエラーーーー error_numberが発生しましが発生しましが発生しましが発生しましたたたた :name。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・サブエージェントがデータベースに接続でき ず、指定されたエ
ラーの数値およびテキスト・メッセージを受け取りました。 詳細なエラー・メッセージ
が続いて表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  『Oracle7 Server 』メッセージで詳細なエラー・メッセージを参照してくだ
さい。

NMS-00204:  アドレアドレアドレアドレスススス TNS_addressでのリスニングに失敗しましたでのリスニングに失敗しましたでのリスニングに失敗しましたでのリスニングに失敗しました。。。。    
原原原原因因因因 :  おそらくデータベース・エージェントの別のインスタンスが使用しているので、
データベース・サブエージェントはこの TNSアドレスでリ スニングできませんでした。 
詳しい情報がある場合には、このエラーの下に表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・エージェントの別のインスタンスがすでに実行している場
合、そのまま実行を続けるか、または終了して再試行してください。 

NMS-00205: データベーデータベーデータベーデータベースススス : nameに、ユーザーに、ユーザーに、ユーザーに、ユーザー名名名名 /パスワーパスワーパスワーパスワードドドド : stringで接続できませんで接続できませんで接続できませんで接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  おそらくデータベース・エージェントの別のインスタンスが使用しているので、
データベース・サブエージェントはこの TNSアドレスでリ スニングできませんでした。 
詳しい情報がある場合には、このエラーの下に表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・エージェントの別のインスタンスがすでに実行している場
合、そのまま実行を続けるか、または終了して再試行してください。 

NMS-00206: データベーデータベーデータベーデータベースススス nameからのキャラクタ・セット取出しに失敗しましたからのキャラクタ・セット取出しに失敗しましたからのキャラクタ・セット取出しに失敗しましたからのキャラクタ・セット取出しに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  キャラクタ・セット情報が使用不可です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  nls_database_parameters表が存在するかどうかを確認してください。

サブエージェント・ロギング・メッセージ： NMS-00250～ NMS-
00275

これらのメッセージは情報のみを提供し、エラーを示しません。

NMS-00250: データベーデータベーデータベーデータベースススス・サブエージェントが開始しました・サブエージェントが開始しました・サブエージェントが開始しました・サブエージェントが開始しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・サブエージェントが正しく起動しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00251:  データベース・サブエージェントが停止プロセスを開始しましたデータベース・サブエージェントが停止プロセスを開始しましたデータベース・サブエージェントが停止プロセスを開始しましたデータベース・サブエージェントが停止プロセスを開始しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・サブエージェントが停止コマンドを受け取り、処理しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。
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エージェント操作メッセージ : NMS-00301～ NMS-00350
NMS-00252: データベース・データベース・データベース・データベース・ササササブエージェントが停止しましたブエージェントが停止しましたブエージェントが停止しましたブエージェントが停止しました。。。。
原原原原因因因因 :  停止プロセスが完了しました。 これは最後のメッセージ出力であるはずです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00253:  データベーデータベーデータベーデータベースススス nameに正しく接続されましたに正しく接続されましたに正しく接続されましたに正しく接続されました。。。。   
原原原原因因因因 :  サブエージェントがこのデータベースに正しくログオンしました。データベース
が停止して再起動した場合にも、このメッセージが表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00254:  データベーデータベーデータベーデータベースススス nameから正常に切断されましたから正常に切断されましたから正常に切断されましたから正常に切断されました。。。。
原原原原因因因因 :  サブエージェントがこのデータベースから正しくログオフしました。 これは通常
シャットダウン・プロセスの一部です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00255:  データベーデータベーデータベーデータベースススス nameが到達不能になりました。トが到達不能になりました。トが到達不能になりました。トが到達不能になりました。ト ラップが送られましたラップが送られましたラップが送られましたラップが送られました。。。。
原原原原因因因因 :  このデータベースがアクセス不可能になり、サブエージェントが SNMPトラッ
プを送信しました。 データベースが故意に停止された可能性もあるので、これは必ずし
も問題ではありません (サブエージェントはア クセス不可能の原因を判断できません )。 
トラップの宛先は通常エージェント構成の一部として設定されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  停止が故意でない場合、Oracle7 サーバー・メッセージを参照してください。 
トラップが管理ステーションで受け取られない場合、プラットフォーム SNMPドキュ
メンテーションを参照し、確実に管理ステーションのアドレスをマスター・エージェン
トに正しく構成してください。

エージェント操作メッセージ : NMS-00301～ NMS-00350
NMS-00302: ユーザー・キュユーザー・キュユーザー・キュユーザー・キューーーーを初期化できませんを初期化できませんを初期化できませんを初期化できません。。。。

原原原原因因因因 :  エージェントは、ユーザー・データを保持するファイルを初期化できませんでし
た。 次のメッセージが詳細を説明します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法が見つからなければ、エラーが発生した状況および表示されたすべ
てのエラー・メッセージを確認して、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。

NMS-00303:  イベント登録キューを初期化できませんイベント登録キューを初期化できませんイベント登録キューを初期化できませんイベント登録キューを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントは、イベント登録データを保持するファイルを初期化できませんで
した。 次のメッセージが詳細を説明します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法が見つからなければ、エラーが発生した状況および表示されたすべ
てのエラー・メッセージを確認して、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。
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エージェント操作メッセージ : NMS-00301～ NMS-00350
NMS-00304: ジョブ・キジョブ・キジョブ・キジョブ・キュュュューを初期化できませんーを初期化できませんーを初期化できませんーを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントは、ジョブ・データを保持するファイルを初期化できませんでし
た。 次のメッセージが詳細を説明します。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法が見つからなければ、エラーが発生した状況および表示されたすべ
てのエラー・メッセージを確認して、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。

NMS-00305:  イベント・オカレンス・キューを初期化できませんイベント・オカレンス・キューを初期化できませんイベント・オカレンス・キューを初期化できませんイベント・オカレンス・キューを初期化できません。。。。 
原原原原因因因因 :  エージェントは、イベント・オカレンス・データを保持するファイルを初期化で
きませんでした。 次のメッセージが詳細を説明します。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法が見つからなければ、エラーが発生した状況および表示されたすべ
てのエラー・メッセージを確認して、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。

NMS-00306: ジョブ・スジョブ・スジョブ・スジョブ・ステテテテータス・キューを初期化できませんータス・キューを初期化できませんータス・キューを初期化できませんータス・キューを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントは、ジョブ状態データを保持す るファイルを初期化できませんでし
た。 次のメッセージが詳細を説明します。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法が見つからなければ、エラーが発生した状況および表示されたすべ
てのエラー・メッセージを確認して、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。

NMS-00307: RPCレイヤーを初期化できませんレイヤーを初期化できませんレイヤーを初期化できませんレイヤーを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・プロシージャ・コールを初期化できませんでした。 次のメッセージが
詳細を説明します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法が見つからなければ、エラーが発生した状況および表示されたすべ
てのエラー・メッセージを確認して、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。

NMS-00308: アドレスのアドレスのアドレスのアドレスのリリリリスニングに失敗しました。別のエージェントが実行されている可スニングに失敗しました。別のエージェントが実行されている可スニングに失敗しました。別のエージェントが実行されている可スニングに失敗しました。別のエージェントが実行されている可
能性があります能性があります能性があります能性があります。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントの接続キャッシュを初期化できませんでした。 このメッセージが表
示されるのは、通常別のエージェントの実行中です。 一度に実行できるのはコピー 1つ
だけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のエージェントが実行している場合、それを終了してから要求されたエー
ジェントを実行してください。

NMS-00309: 内部アドレ内部アドレ内部アドレ内部アドレススススを初期化できませんを初期化できませんを初期化できませんを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  内部 RPCのエージェント・アドレスが初期化できませんでし た。 おそらくエー
ジェントの別のコピーが実行しているからです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エージェントの別のコピーが実行している場合、両方のエージェントを中断
し再試行してください。

NMS-00310: 予備のアド予備のアド予備のアド予備のアドレレレレスを初期化できませんスを初期化できませんスを初期化できませんスを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル転送 RPCのエージェント・アドレスが初期化できませんでした。 おそら
くエージェントの別のコピーが実行しているからです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エージェントの別のコピーが実行している場合、両方のエージェントを中断
し再試行してください。
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エージェント・ファイルの暗号化 : NMS-00351～ NMS-00360
NMS-00311: 言言言言語語語語 IDを初期化できませんを初期化できませんを初期化できませんを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントの言語 IDが初期化できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  言語 ID環境の変数がエージェントに正しくありません。

NMS-00312: ファイファイファイファイルルルル filenameのオープン中に、エラーが発のオープン中に、エラーが発のオープン中に、エラーが発のオープン中に、エラーが発 生しました生しました生しました生しました。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントがこのファイルをオープンできませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディレクトリが存在し、エージェントにそれに書込む必須許可があることを
確認してください。

NMS-00313: ディレクトディレクトディレクトディレクトリリリリ : nameにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントがこのディレクトリにアクセスできませんでした。もしくは、ディ
レクトリが存在していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディレクトリが存在し、エージェントにそれに書込む必須許可があることを
確認してください。

NMS-00314:  snmp.ora内内内内のののの dbsnmp.spawnaddressパラメータがありませんパラメータがありませんパラメータがありませんパラメータがありません。。。。
原原原原因因因因 :  dbsnmp.spawnaddressパラメータは 7.3.2.1から要求され、 後にリリースします。 
これは dbsnmp.アドレスとは異なるアドレスである必要があり、ファイル転送および
ソフトウェア・マネージャに使用されます。

原原原原因因因因 :  dbsnmp.spawnaddressパラメータを snmp.oraに追加してください。 

NMS-00315: Tclパッケージ索引の作成に失敗しましたパッケージ索引の作成に失敗しましたパッケージ索引の作成に失敗しましたパッケージ索引の作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  tclパッケージ索引を作成できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  $ORACLE_HOME/ネットワーク /エージェント /ライブラリ・デ ィレク
トリ内の共有ライブラリがすべて正しいことを確認してください。

NMS-00316: init.tclの初期化に失敗しましたの初期化に失敗しましたの初期化に失敗しましたの初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  tcl7.5 init.tclファイルを初期化できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  $ORACLE_HOME/ネットワーク /エージェント /tcl内に正しい init.tclの
バージョンがあることを確認してください。

エージェント・ファイルの暗号化 : NMS-00351～ NMS-00360
NMS-00351: 与えられた暗号与えられた暗号与えられた暗号与えられた暗号キキキキーは、ファイルの暗号化で使用したキーと違いますーは、ファイルの暗号化で使用したキーと違いますーは、ファイルの暗号化で使用したキーと違いますーは、ファイルの暗号化で使用したキーと違います。。。。

原原原原因因因因 :  キーが起動時に与えられた場合、最後に使用したキーには合致しません。 キーが
起動時に与えれらなかった場合、ファイルは非デフォル ト・キーで暗号化されたので、
キーを指定する必要があります。 どこにも隠されていないので、Oracleはキーを回復で
きません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キーを思い出せなければ、後で思い出した場合に備えて 、ファイルを保存し
てください。
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未要求イベント実行 : NMS-00361～ NMS-00370
NMS-00352: パスワードパスワードパスワードパスワード・・・・ファイルが見つからないか、または読み込めませんファイルが見つからないか、または読み込めませんファイルが見つからないか、または読み込めませんファイルが見つからないか、または読み込めません。。。。
原原原原因因因因 :  "password_file="引数がコマンド行にタイプされなかった場合に、このメッセー
ジが起動時に表示されますが、示されたファイルが見つ からない、読込めない、または
テキストの行を含んでいませんでした。 (安全上の理由により、パスワード・ファイルの
名前はエコーされません。)

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいファイル名を入力し、そのファイル名が確実に最低 6 文字以上のテキ
スト行を 1つ以上持つようにしてください。

NMS-00355: パスワードパスワードパスワードパスワードはははは少なくと少なくと少なくと少なくともももも 6文字以上に設定してくだ文字以上に設定してくだ文字以上に設定してくだ文字以上に設定してくだささささいいいい。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーがキーにタイプしましたが、短すぎます。 メッセージ 00352を参照して
ください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  6文字から 8文字で入力してください。

未要求イベント実行 : NMS-00361～ NMS-00370
NMS-00361:  oemeventが不十分な引数で起動されましたが不十分な引数で起動されましたが不十分な引数で起動されましたが不十分な引数で起動されました。。。。

原原原原因因因因 :  oemeventが少なすぎる引数でコールされました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  oemeventは次のように起動してください。

oemevent eventname object severity message [result...]

場所 :

eventnameは有効な Oracle Enterprise Managerのイベント名です。

objectはイベントが適用されるサービスまたはリソース名です。

severityは次のうち 1つです。&#190;アラート、警告、または消去。

messageはエラー・メッセージ・テキストで、Oracle Enterprise Managerのコンソール
に伝達されます。

resultは 0以上の文字列で、イベントの結果戻されます。

NMS-00362: イベント名イベント名イベント名イベント名がががが無効です無効です無効です無効です。。。。
原原原原因因因因 :  oemeventに渡された最初の引数が、有効なOracle Enterprise Managerのイベン
ト名ではありません。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な Oracle Enterprise Managerのイベント名で oemevent を起動してくだ
さい。

NMS-00363: セキュリテセキュリテセキュリテセキュリティィィィ・レベルが有効ではありません・レベルが有効ではありません・レベルが有効ではありません・レベルが有効ではありません。。。。 
原原原原因因因因 :  oemeventに渡された 3番目の引数が、有効な Oracle Enterprise Managerのイベ
ント名ではありません (アラート、警告、または消去です )。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な Oracle Enterprise Managerのセキュリティ・レベルで oemeventを起
動してください。
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ジョブおよびイベント : NMS-00600～ NMS-00799
NMS-00364: oemeventがコンタクト・エージェントに接続できませんがコンタクト・エージェントに接続できませんがコンタクト・エージェントに接続できませんがコンタクト・エージェントに接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  oemeventがエージェント Commプロセスで、接続を確立できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エージェント Commプロセスが実行しており、接続を受け入れ、 snmp.ora
ファイルのエージェント・アドレスが正しいことを確認してください。

NMS-00365: エージェントへエージェントへエージェントへエージェントへのののの ReportEvent RPCが失敗しましたが失敗しましたが失敗しましたが失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  oemeventが、ReportEvent RPCをエージェント Commプロセスに送信できませ
んでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エージェントが実行していることを確認してください。 oemeventの実行を再
試行してください。

ジョブおよびイベント : NMS-00600～ NMS-00799
ジョブまたは登録イベントの実行中は、これらのメッセージをコンソールに 送り返してもか
まいません。

NMS-00600: 引数が足りない引数が足りない引数が足りない引数が足りないかかかか、または正しくありません、または正しくありません、または正しくありません、または正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  事前定義済みのイベントまたはジョブが、必要な数以下の引数または誤った型の
引数で、起動されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ドキュメンテーションを確認し、再試行してください。 問題が解決できなけ
れば、エージェントとコンソールのインストールされたバージョンが確実に合致するよ
うにしてください。

エージェント・ロギング・メッセージ : NMS-00900～ NMS-00999
これらのメッセージはエージェント・ログ・ファイルでのみ表示され、必ず しもエラーを示
すわけではありません。

NMS-00900: イベンイベンイベンイベントトトト event_nameをををを user_name でででで service_nameに登録しましに登録しましに登録しましに登録しましたたたた ; 
id=event_id。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントがこのイベントをサービスのユーザーで登録しました。 イベント、
ユーザーおよびサービスの内部 ID番号がメッセージに表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00901: イベンイベンイベンイベントトトト event_nameが既存の登録と重複していが既存の登録と重複していが既存の登録と重複していが既存の登録と重複してい まままますすすす ;拒否されました拒否されました拒否されました拒否されました。。。。
原原原原因因因因 :  既存の登録と同一だったので、登録が拒否されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00902:  イベント登録、イベント登録、イベント登録、イベント登録、id event_idをキャンセルしますをキャンセルしますをキャンセルしますをキャンセルします。。。。 
原原原原因因因因 :  エージェントがイベント登録を取消します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00903: イベンイベンイベンイベントトトト : event_idのオカレンスが、のオカレンスが、のオカレンスが、のオカレンスが、user_nameに通知されましたに通知されましたに通知されましたに通知されました。。。。
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エージェント・ロギング・メッセージ : NMS-00900～ NMS-00999
原原原原因因因因 :  エージェントがイベントのオカレンス・レポートを通知し、 指定したユーザーに
登録されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00904: ジョジョジョジョブブブブ :job_numberが終了しましたが終了しましたが終了しましたが終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  このジョブ番号のスケジュールが終了しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00905: ジョジョジョジョブブブブ : job_numberを実行中ですを実行中ですを実行中ですを実行中です。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントがこのジョブ番号を実行しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00906: ジョジョジョジョブブブブ : job_numberを取り消しますを取り消しますを取り消しますを取り消します。。。。
原原原原因因因因 :  このジョブが、コンソールの要求で取り消されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00907: フィックスフィックスフィックスフィックスアアアアップ・ジョップ・ジョップ・ジョップ・ジョブブブブ job_numberがイベンがイベンがイベンがイベン トトトト event_idに実行していまに実行していまに実行していまに実行していま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  イベントが発生したので、このフィックスアップ・ジョブが 実行しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00908: 正常に停止正常に停止正常に停止正常に停止さささされましたれましたれましたれました。。。。
原原原原因因因因 :  dbsnmp_stopコマンドを lsnrctlから受け取りました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00909: Commプロセスが再起動しましたプロセスが再起動しましたプロセスが再起動しましたプロセスが再起動しました。。。。
原原原原因因因因 :  Workerプロセスが、タイムアウト周期で Commプロセスから応答を得なかった
ので、再起動しました。 これはエラーであるか不明です。 この問題が繰り返し発生する
場合は、コンソールとの通信に問題がある可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  トレースがオンならば、Commプロセスのトレース・ファイル を調べてく
ださい。 トレースがオンでなく、しかも問題が繰り返される場合 は、エージェントを停
止し、トレースをオンにして再起動してください。

NMS-00910: user_nameのジョのジョのジョのジョブブブブ job_numberをスケジューをスケジューをスケジューをスケジュールルルル schedule_numberでスケでスケでスケでスケ
ジュールしましジュールしましジュールしましジュールしましたたたた ; id=internal_id。。。。
原原原原因因因因 :  このジョブのスケジュール要求をコンソールから受け取り、ジョブをスケジュー
ルしました。内部 ID番号がメッセージに表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00911: ユーザーユーザーユーザーユーザー user_nameのジョのジョのジョのジョブブブブ job_numberを取消していますを取消していますを取消していますを取消しています。。。。
原原原原因因因因 :  このジョブ番号がコンソールに取消されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。
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エージェント・エラー・メッセージ : NMS-01000～ NMS-01099
NMS-00912: ジョジョジョジョブブブブ : job_numberのステータスが、ユーザのステータスが、ユーザのステータスが、ユーザのステータスが、ユーザーーーー : user_nameに通知されましたに通知されましたに通知されましたに通知されました。。。。
原原原原因因因因 :  完了したジョブ状態がコンソールに通知されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00913: ユーザユーザユーザユーザーーーー user_nameをアドレをアドレをアドレをアドレスススス address、言、言、言、言語語語語 nameで登録しましで登録しましで登録しましで登録しましたたたた ; 
id=user_id。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが指定されたパラメータで登録されました。 ユーザ ーの内部 IDもメッ
セージに表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00914: ジョジョジョジョブブブブ : job_numberが成功しましたが成功しましたが成功しましたが成功しました。。。。
原原原原因因因因 :  このジョブ番号が実行され、成功を通知しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00915: ジョジョジョジョブブブブ job_numberに失敗しましたに失敗しましたに失敗しましたに失敗しました、、、、 エラーエラーエラーエラー・・・・ コーコーコーコードドドド = error_code。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたジョブ IDに失敗し、エラー・コードが表示されま した。 完全な出力
がコンソールに戻されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

NMS-00916: user_nameに対しに対しに対しに対してててて addressからのファイル転送が要求されましたからのファイル転送が要求されましたからのファイル転送が要求されましたからのファイル転送が要求されました。。。。
原原原原因因因因 :  指定したファイルが指定したアドレスからフェッチされました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

エージェント・エラー・メッセージ : NMS-01000～ NMS-01099
これらのエラー・メッセージはコンソールに表示されることもあります。ソフトウェアの問
題を示す場合もあります。 特定のケースでは、ユーザーの処置で問題を消去できます。

NMS-01001: イベント・ファイベント・ファイベント・ファイベント・ファイイイイルルルル filenameが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたイベントをインプリメントする .tclファイルがエージェントに存在し
ないので、登録できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エージェントのインストレーションを確認し、必要な場合は 、正しいバー
ジョンを再インストールしてください。

NMS-01002: サービス名が無サービス名が無サービス名が無サービス名が無効効効効ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  イベント登録で、データベースまたはサービス名が指定され ましたが、エージェ
ントがモニターしません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コンソールの構成ファイル、およびエージェントの snmp.oraファイルを確
認してください。
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エージェント・エラー・メッセージ : NMS-01000～ NMS-01099
NMS-01003: ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・デデデデータが見つかりませんータが見つかりませんータが見つかりませんータが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントで登録されていないユーザーが、イベントに指定されました。 ユー
ザー登録ファイルが、意図せずに削除されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コンソールからログ・オフおよびログ・バックする と、問題が解決できる可
能性があります。

NMS-01004: ユーザー言ユーザー言ユーザー言ユーザー言語語語語が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  イベント登録で、ユーザーに登録された言語文字列が無効でした。 言語は、コン
ソール・マシンで NLS_LANG環境変数から抽出します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NLS_LANG環境変数の設定を確認してください。 必要ならば修正し、コン
ソールからログ・オフし、その後ログ・バックしてください。

NMS-01005:  イベント・スクリプイベント・スクリプイベント・スクリプイベント・スクリプトトトト filename評価に失敗しました評価に失敗しました評価に失敗しました評価に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたイベントの Tclスクリプトが評価に失敗しました。 Tclが検索した指定
されたエラーは、コンソールに戻されました。 不正な引数がイベントに指定されたか、
または事前定義済みのイベントを実行するエージェント許可を可能にする catsnmp.sql
スクリプトを実行していない可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コンソールに戻された結果を確認してください。 必要ならば 、Tclスクリプ
トを修正してください。

NMS-01006: ジョブ・フジョブ・フジョブ・フジョブ・ファァァァイイイイルルルル filenameが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたジョブをインプリメントする .tclファイルがエージェントに存在しな
いので、登録できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エージェントのインストレーションを確認し、必要な場合は、正しいバー
ジョンをインストールしてください。

NMS-01007: セグメントセグメントセグメントセグメントがががが存在しません存在しません存在しません存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたセグメントがデータベースで見つかりませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文、特にジョブまたはイベント・パラメータが正しいことを確認してく
ださい。

NMS-01008: パラメータパラメータパラメータパラメータがががが存在しません存在しません存在しません存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたパラメータが V$SYSSTAT表で見つかりませんでし た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文、特にジョブまたはイベント・パラメータが正しいことを確認してく
ださい。

NMS-01009: ユーザー定ユーザー定ユーザー定ユーザー定義義義義プログラムを実行できませんプログラムを実行できませんプログラムを実行できませんプログラムを実行できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたユーザー定義プログラムが、エージェントで実行できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー定義プログラムが存在し、エージェントがそれを実行できることを
確認してください。
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内部エージェント・エラー・メッセージ : NMS-01200～ NMS-01999
NMS-01010: svrmgr1またまたまたまたはははは sqldbaが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー定義プログラムが存在し、エージェントがそれを実行できることを確認
してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エージェントが svrmgr1または sqldbaを起動できることを確認してくださ
い。

NMS-01011: 日付書式が無効です日付書式が無効です日付書式が無効です日付書式が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  日付書式がmm/dd/yy書式ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付書式を修正してください。

NMS-01012: データベースデータベースデータベースデータベースははははNOARCHIVELOGモードですモードですモードですモードです。。。。
原原原原因因因因 :  データベースが NOARCHIVELOGモードです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・アーカイブ・ログ・モードを変更して、オンにしてくださ
い。

NMS-01013: sqlplusは存在しませんは存在しませんは存在しませんは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  実行する sqlplusが存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エージェントが svrmgrlまたは sqldbaを起動できることを確認してくださ
い。

内部エージェント・エラー・メッセージ : NMS-01200～ NMS-
01999

NMS-01200: NMSがユーザーがユーザーがユーザーがユーザー名名名名 user_nameの位置確認に失敗しまの位置確認に失敗しまの位置確認に失敗しまの位置確認に失敗しまししししたたたた。。。。 イベンイベンイベンイベントトトト event_id
のオカレンスを削除していますのオカレンスを削除していますのオカレンスを削除していますのオカレンスを削除しています。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルが sync外です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに報告してください。

NMS-01201: Tclインタプリタを作成できませんインタプリタを作成できませんインタプリタを作成できませんインタプリタを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  イベント登録で、エージェントが Tclインタプリタを作成してイベントを処理で
きませんでした。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに報告してください。

コンソールのエージェント・エラー : NMS-05000～ NMS-05999
NMS-05000: Hot Backupを開始できませんを開始できませんを開始できませんを開始できません。。。。

原原原原因因因因 :  SQL文の呼出しに失敗しました。 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。

NMS-05002: オフライン・バオフライン・バオフライン・バオフライン・バッッッックアップを行っていますクアップを行っていますクアップを行っていますクアップを行っています。。。。
原原原原因因因因 :  オフライン・バックアップが進行中です。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。
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コンソールのエージェント・エラー : NMS-05000～ NMS-05999
NMS-05003: 表領域がオ表領域がオ表領域がオ表領域がオフフフフラインになっていますラインになっていますラインになっていますラインになっています。。。。
原原原原因因因因 :  表領域がオフラインです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。

NMS-05004: Hot Backupを終了できませんを終了できませんを終了できませんを終了できません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文の呼出しに失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。

NMS-05005: Cold Backupを開始できませんを開始できませんを開始できませんを開始できません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文の呼出しに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。

NMS-05006: オフラインオフラインオフラインオフライン・・・・バックアップがまもなく行われますバックアップがまもなく行われますバックアップがまもなく行われますバックアップがまもなく行われます。。。。
原原原原因因因因 :  オフライン・バックアップがまもなく行われます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。

NMS-05007: Cold Backupを終了できませんを終了できませんを終了できませんを終了できません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文の呼出しに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。

NMS-05008: データベーデータベーデータベーデータベーススススが起動していませんが起動していませんが起動していませんが起動していません。。。。
原原原原因因因因 :  データベースが起動していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。

NMS-05009: ログオンでログオンでログオンでログオンでききききませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  ログオンできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。

NMS-05010: データベーデータベーデータベーデータベーススススが実行していますが実行していますが実行していますが実行しています - シャットダウンしてくださいシャットダウンしてくださいシャットダウンしてくださいシャットダウンしてください。。。。
原原原原因因因因 :  データベースが実行しており、シャットダウンする必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。

NMS-05011: データベースが実行されていませんデータベースが実行されていませんデータベースが実行されていませんデータベースが実行されていません - 起動してください起動してください起動してください起動してください。。。。
原原原原因因因因 :  データベースが実行しておらず、起動する必要があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  判断してください。
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コンソールのエージェント・エラー : NMS-05000～ NMS-05999
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Oracle Names Client メッセージ

Oracle Names Clientおよび Client/Server エラ ー・メッセージ : NNC-
00001～ NNC-00501

NNC-00001: 最大数の接続がすでにオープンされています最大数の接続がすでにオープンされています最大数の接続がすでにオープンされています最大数の接続がすでにオープンされています。。。。
原原原原因因因因 :  使用可能なすべてのネーム・サービスが要求を処理しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの実行中に問題が発生した場合、 
names.max_open_connectionsの値を増加させます。 クライアント・プログラムで問題
が発生した場合、トレースをオンにして失敗した操作を再実行します。 それでもエラー
が繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00002: ストリーストリーストリーストリームムムム : strのリスニングでエラーが発生しましたのリスニングでエラーが発生しましたのリスニングでエラーが発生しましたのリスニングでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サーバーが指定されたアドレスでリスニングすることを要求されました
が、失敗しました。おそらくアドレスが違っているか、イン ストールされていない
SQL*Netプロトコル・アダプタを使用したからです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アドレスが正しいフォームで指定され、システムにインストールされている
プロトコル・アダプタを使用していることを確認します。

NNC-00003: ストリーストリーストリーストリームムムム : strのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しましたのオープンでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サーバーまたはクライアント・プログラムで他のサ ーバーへの接続を
オープンしようとして失敗しました。サーバーが停止しているか、そのサーバーへの
ネットワーク経路が機能していないためと考えられます。 このエラーは通常、より詳細
な問題を記述するエラーの下に表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続先サーバーがアドレスを使用してリスニングするのと、2つの終点間で
のネットワークの接続性があることを確認します。 

NNC-00004: 接続が無効です接続が無効です接続が無効です接続が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サーバーまたはクライアント・プログラムから他のサーバーへの接続にエ
ラーがあります。サーバーが停止しているかそのサーバーへのネットワーク経路が機能し
ていないためと考えられます。 このエラーは通常、より詳細な問題を記述するエラーの下
に表示されます。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続先サーバーがアドレスを使用して実行およびリスニングするのと、2つ
の終点間でのネットワークの接続性があることを確認します。 

NNC-00005: ストリーム・サブシステムを初期化できませんストリーム・サブシステムを初期化できませんストリーム・サブシステムを初期化できませんストリーム・サブシステムを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サービス・ストリーム・サブシステムが起動できません。おそらく、
TNSエラー・メッセージ・ファイルが見つからないためだと考えられます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL*Netが正しくインストールされ、すべてのメッセージ・ファイルが正し
い位置にあるかを確認します。 

NNC-00050: メッセージ・フォーマット・エラーですメッセージ・フォーマット・エラーですメッセージ・フォーマット・エラーですメッセージ・フォーマット・エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サーバーまたはネーム・サーバーのプログラム・インタフェースから不
正なネーム・サーバーのメッセージが受信されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は詳細は、トレースをオンにして、
失敗した操作をや り直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00051: メッセージ内容エラーですメッセージ内容エラーですメッセージ内容エラーですメッセージ内容エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サーバーまたはネーム・サーバーのプログラム・インタフェースから不
正なネーム・サーバーのメッセージが受信されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をや り直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00052: クライアントとサーバー・プロトコルのバージョンに互換性がありませんクライアントとサーバー・プロトコルのバージョンに互換性がありませんクライアントとサーバー・プロトコルのバージョンに互換性がありませんクライアントとサーバー・プロトコルのバージョンに互換性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サーバーまたはネーム・サーバーのプログラム・インタフェースが、プ
ロトコルのバージョンに互換性がないネーム・サーバーのメッセージを受信しました。
このエラーは、さまざまなプロトコル・バージョンのクライアントとサーバーが通信を
試みている場合に発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアントおよびサーバーの古いソフトウェアを互換性のある新しいソフ
トウェアにアップグレードします。 

NNC-00053: メッセージの送受信中メッセージの送受信中メッセージの送受信中メッセージの送受信中にににに ASN.1エラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :   名前サーバーあるいは名前サーバー・プログラム・インタフェースがメッセージ
を送るか受け取ろうとしましたが、ASN.1エラーのために失敗しました。  

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をや り直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00400: メモリーを使い果たしましたメモリーを使い果たしましたメモリーを使い果たしましたメモリーを使い果たしました。。。。
原原原原因因因因 :  プログラム・インタフェースのメモリーが足りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリーを追加するか、または実行するプロセスを減らしてください。 
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NNC-00401: プログラム・インタフェース初期化に失敗しましたプログラム・インタフェース初期化に失敗しましたプログラム・インタフェース初期化に失敗しましたプログラム・インタフェース初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サーバーのプログラム・インタフェー スを初期化できません。おそらく
TNSまたはネーム・サーバーのエラー・メッセージのファイルが見つからないためであ
ると考えられます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL*Netが正しくインストールされ、すべてのメッセージ・ファイルが正し
い位置にあるかを確認します。 

NNC-00402: プログラム・インタフェース初期化解除に失敗しましたプログラム・インタフェース初期化解除に失敗しましたプログラム・インタフェース初期化解除に失敗しましたプログラム・インタフェース初期化解除に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部機能によるネーム・サーバーのプログラム・インタフェースの初期化解除中
に内部エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00403: プログラム・インタフェースが初期化されていませんプログラム・インタフェースが初期化されていませんプログラム・インタフェースが初期化されていませんプログラム・インタフェースが初期化されていません。。。。
原原原原因因因因 :  内部機能がまだ初期化されていないネーム・サービスのプログラム・インタ
フェースを初期化解除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をや り直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00404: 供給されたバッファ・サイ供給されたバッファ・サイ供給されたバッファ・サイ供給されたバッファ・サイズズズズ : strが最小が最小が最小が最小値値値値 : strより小さいですより小さいですより小さいですより小さいです。。。。
原原原原因因因因 :  呼出側からネーム・サーバー・プログラム・インタフェースに与えられたメモ
リー・バッファがインタフェースの要求より小さすぎます。 このエラーは通常、より詳
細な問題を記述するエラーの下に表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00405: ネットワーク障害が発生しましたネットワーク障害が発生しましたネットワーク障害が発生しましたネットワーク障害が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  クライアント・プログラムとネーム・サーバー間のネットワーク接続に障害が発
生しました。サーバーが停止しているか、 サーバーへのネットワーク経路が機能を停止
しているためと考えられます。このエラーは通常、より詳細な問題を記述するエラーの
下に表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバー管理者に連絡し、接続されているサーバーが実行されてい
て、使用しているアド レスをリスニングし、2つのエンド・ポイント間がネットワーク
接続されていることを確認します。 

NNC-00406: 名前名前名前名前 str は存在していませんは存在していませんは存在していませんは存在していません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが存在していないグローバル名に関連している情報を要求しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  存在するグローバル名を使用し失敗した操作を再試行してください。 
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NNC-00407: 名前要求の別名ループです名前要求の別名ループです名前要求の別名ループです名前要求の別名ループです。。。。
原原原原因因因因 :  グローバル名に関連する情報を取出そうとするときにネーム・サービスが 「別名
ループ」 を発見しました。 別名ループは 、別名 Xが、別の別名 Yを指すとき、その Yが
データを含むグローバル名を指さずに、Xを指し返している場合に起こります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  調査および固定された別名ループがあることをネーム・サーバーの管理者に
連絡し、修正してもらいます。 

NNC-00408: 名名名名前前前前 : strはありますが必要なデータがありませんはありますが必要なデータがありませんはありますが必要なデータがありませんはありますが必要なデータがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーがグローバル名に関連した情報を要求しました。 問題の名前は存在しま
したが、必要とされる情報の型が含まれていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要とされる名前を含む型で失敗した操作を再試行してください。 

NNC-00409: 一時ネーム・サービスは使用できません一時ネーム・サービスは使用できません一時ネーム・サービスは使用できません一時ネーム・サービスは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントの要求を処理可能なネーム・サーバーがないか、ネーム・サーバー
が一時的にクライアントの要求をハンドルできません 。 この状態は通常一時的なもの
で、プログラム・インタフェースがネーム・ サーバー要求を発行したが必要なサーバー
から適時に応答が返ってこなかった場合に発生します。 このような遅れは、一時的に
ネットワークやネーム・サーバーの負荷が大きい場合に発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  失敗した操作を再試行してください。 エラーが続く場合、クライアントおよ
び必要なネーム・サーバー間のネットワークが接続されていることを確認し、ネーム・
サーバーが実行されていることを確認してネーム・サーバーの管理者に連絡してくださ
い。 

NNC-00410: サーバー・アドレス・リストが無効ですサーバー・アドレス・リストが無効ですサーバー・アドレス・リストが無効ですサーバー・アドレス・リストが無効です。。。。
原原原原因因因因 :   SQLNET.ORA内の names.preferred_serversパラメータの形式が間違っていま
す。  

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アドレス・リストが正しい形式になっていることを確認してください。 

NNC-00411: デフォルトのドメイン名デフォルトのドメイン名デフォルトのドメイン名デフォルトのドメイン名 str が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SQLNET.ORAの names.default_domainパラメータが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータの値が有効なグローバル名であることを確認してください。 グ
ローバル名で使用できる文書を参照してください。 

NNC-00412: 無効な名前無効な名前無効な名前無効な名前 str ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  無効なグローバル名がネーム・サーバー・プログラム・インタフェースに処理す
るように与えられました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なドメイン名を与えます。 エラーの原因が内部機能による場合、オラク
ル社カスタマー・サポートに連絡してください。

NNC-00413: 一般障害が発生しました一般障害が発生しました一般障害が発生しました一般障害が発生しました。。。。
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原原原原因因因因 :  他の特定された状況には該当しないネーム・サーバー・プログラム・インタ
フェース・エラーが発生しました。このエラーの後に通常、より特定された低レベルの
情報が表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00414: name-valueにバインディングすにバインディングすにバインディングすにバインディングするるるる文字列文字列文字列文字列 strが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な name-valueにバインディングする文字列値がネーム・サーバーのプログ
ラム・インタ フェースに渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外で は、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用するときにエラーが発生する場合、文
字列引数をバインディングする有効な name-valueで、失敗し た操作を再試行してくだ
さい。または、トレースをオンにして失敗した操作を再実行してください。 それでもエ
ラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに問合せてください。 

NNC-00415: セクション識別子セクション識別子セクション識別子セクション識別子 str が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。 str からからからから str の間に設定してくださいの間に設定してくださいの間に設定してくださいの間に設定してください。。。。
原原原原因因因因 :   内部機能が、無効な引数でネーム・サーバーのプログラム・インタフェースを呼
び出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00416: ユーザー・コールバック・ファンクションがエラー番ユーザー・コールバック・ファンクションがエラー番ユーザー・コールバック・ファンクションがエラー番ユーザー・コールバック・ファンクションがエラー番号号号号 : str を返しましたを返しましたを返しましたを返しました。。。。
原原原原因因因因 :   内部機能が、無効な引数でネーム・サーバーのプログラム・インタフェースを呼
び出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をや り直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに問合せてください。 

NNC-00417: 名前名前名前名前 str はすでに存在しますはすでに存在しますはすでに存在しますはすでに存在します。。。。
原原原原因因因因 :  呼び出し側がすでに存在する名前を新しいグローバルな名前として作成しようと
しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外で は、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用するときにエラーが発生する場合、ま
だ存在していない名前で、失敗した操作を再試行 してください。別の方法として、ト
レースをオンにして、失敗した操作を再実行してください。それでもエラーが繰り返さ
れる場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡しください。 

NNC-00418: 子があるので、名子があるので、名子があるので、名子があるので、名前前前前 :strを変更できませんを変更できませんを変更できませんを変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  呼び出し側でグローバル名の削除または名前の変更を試みましたが、名前スペー
スでこの名前の下に子の名前があるので変更できません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外で は、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用するときにエラーが発生する場合、
リーフ・ノードの名前で、失敗した操作を再試行してください。または、トレースをオ
ンにして、失敗した操作を再実行してください。それでもエラーが繰り返される場合
は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00419: 認可サーバーに到達できません認可サーバーに到達できません認可サーバーに到達できません認可サーバーに到達できません。。。。
原原原原因因因因 :  操作を受け取ったサーバーが要求に指定された名前を所有せず、その名前を所有
するサーバーの位置が確認できないため、ネーム・サーバー要 求が処理できません。 こ
のエラーは通常一時的なもので、要求を受け取るサーバ ーと要求の最後の接続先サー
バー間の経路が切断されているか、または最後の接続先が停止しているために発生しま
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外では、通常ユー
ザーには表示されません。 エラーは通常一時的なものなので、 失敗した操作を再試行す
るとたいてい解決します。 失敗が持続する場合、失敗した操作を処理できるネーム・
サーバーがおそらく停止しているか、 またはアクセスできないかです。 ネーム・サー
バーの管理者に連絡し、サイトのネーム・サーバーが実行しており、正しく構成されて
いることを確認してください。 

NNC-00420: 操作できません操作できません操作できません操作できません。。。。
原原原原因因因因 :  操作を受け取ったサーバーがそれを処理することができないため、ネーム・サー
バー要求が処理できません。 問題が発生するのは、通常管 理者がなんらかの理由で特定
のサーバーで要求処理を使用禁止したためと考えられます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバー管理者に連絡し、要求の処理ができなくなっている理由を
調べます。 

NNC-00421: 無効な変無効な変無効な変無効な変更更更更 strを発見しました。を発見しました。を発見しました。を発見しました。str かかかか らららら strの間に設定してくださいの間に設定してくださいの間に設定してくださいの間に設定してください。。。。
原原原原因因因因 :   内部機能が、無効な引数でネーム・サーバーのプログラム・インタフェースを呼
び出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をや り直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに問合せてください。 

NNC-00422: データ型データ型データ型データ型名名名名 : strが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サーバーのプログラム・インタフェースへ無効なデ ータ型名を渡しまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外で は、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用中エラーが発生する場合、有効な型の
名前で、失敗した操作を再試行してくださ い。または、トレースをオンにして、失敗し
た操作を再実行してください。それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カス
タマー・サポートに問合せてください。 
9-6 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Oracle Names Clientおよび Client/Server エラ ー・メッセージ : NNC-00001～ NNC-00501
NNC-00423: データ項目構文コーデータ項目構文コーデータ項目構文コーデータ項目構文コードドドド :strが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サーバーのプログラム・インタフェースへ無効なデータ型コードを渡し
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外で は、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用中エラーが発生する場合、有効な型の
名前で、失敗した操作を再試行してくださ い。または、トレースをオンにして、失敗し
た操作を再実行してください。それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カス
タマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00424: アドレアドレアドレアドレスススス : strが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なアドレス値がネーム・サーバーのプログラム・インタ フェースに渡されま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外では、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用中エラーが発生する場合、有効なアド
レス引数で、失敗した操作を再試行してください。または、トレースをオンにして、失
敗した操作を再実行してください。れでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに問合せてください。 

NNC-00425: メタデータ違反ですメタデータ違反ですメタデータ違反ですメタデータ違反です。。。。
原原原原因因因因 :  呼び出し側が、ネーム・サーバー変更要求を発行しましたが 、データ型メタデー
タ制限に違反するので、その要求は処理されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外で は、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用中エラーが発生する場合、データ型の
ためのメタデータ制約を違反しない上で操 作してください。 典型的な制約違反の例に
は、新規データ項目をすでに別名情報を持つ名前に追加しようとする、または別名情報
をすでにその他のデータを持つ名前に追加しようとする、データ項目を間違った構文を
持つ他の項目で置換しようとするなどがあります。 制御プログラム外でエラーが発生す 
る場合、トレースをオンにして失敗した操作を再実行します。 それでもエラーが繰り返
される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに問合せてください。 

NNC-00426: データ型が無効ですデータ型が無効ですデータ型が無効ですデータ型が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  呼び出し側でデータ項目を作成しようとしましたが、そのデータ項目の型が存在
しないので作成できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外では、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用中エラーが発生する場合、現在のデー
タ型で、操作を再試行してください。または、トレースをオンにして、失敗した操作を
再実行してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・
サポートに問合せてください。 

NNC-00427: サーバーがこのバージョンのプロトコルをサポートしていませんサーバーがこのバージョンのプロトコルをサポートしていませんサーバーがこのバージョンのプロトコルをサポートしていませんサーバーがこのバージョンのプロトコルをサポートしていません。。。。
原原原原因因因因 :  ネーム・サーバーまたはネーム・サーバーのプログラム・インタフェースがプロ
トコルのバージョンに互換性がないネーム・サーバーのメッセージを受信しました。 こ
のエラーは、さまざまなプロトコル・バージョンのクライアントとサーバで通信を試み
ている場合に発生します。 
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Oracle Names Clientおよび Client/Server エラ ー・メッセージ : NNC-00001～ NNC-00501
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアントおよびサーバーの古いソフトウェアを互換性のある新しいソフ
トウェアにアップグレードします。 

NNC-00428: meta-detaデータ項目が無効ですデータ項目が無効ですデータ項目が無効ですデータ項目が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なmeta-dataデータ項目がネーム・サーバーのプログラム・インタフェース
に渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外で は、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用中エラーが発生する場合、有効な
meta-data引数で、失敗した操作を再試行してください。または、トレースをオンにし
て、失敗した操作を再実行してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラ
クル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00429: 8進数文字列リ進数文字列リ進数文字列リ進数文字列リテテテテララララルルルル : stringが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な 8進数文字列がネーム・サーバーのプログラム ・インタフェースに渡され
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外では、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用時にエラーが発生する場合、有効な 8
進数文字列引数で失敗した操作を再試行してください。または、トレースをオンにし
て、失敗した操作を再実行してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラ
クル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00430: データベースにアクセスできませんデータベースにアクセスできませんデータベースにアクセスできませんデータベースにアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  データベースが異なるネーム・サーバー間で一貫性のために使用されるとき、な
んらかの変更操作はキャッシュだけでなくデータベースも また変更します。 その時、そ
のデータベースが使用不可能な場合、このエラーが発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外で は、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用時にエラーが発生する場合、データ
ベースが使用可能なことを確認してから操作を再試行してください。 それでもエラーが
繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNC-00431: NSのアドレスが現行のアドレスのいずれとも一致しませんのアドレスが現行のアドレスのいずれとも一致しませんのアドレスが現行のアドレスのいずれとも一致しませんのアドレスが現行のアドレスのいずれとも一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  ドメインを代表として送るとき、ネーム・サーバーのアドレ スはクライアントに
よって渡されます。 ネーム・サーバーがすでに存在する場 合、対応付けられたアドレス
はすでにあります。 そして、クライアントによって渡されたアドレスをすでにあるアド
レスのひとつと合致させます。 合致しない場合、エラーが発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーの制御プログラムを使用している時以外で は、通常ユー
ザーには表示されません。 制御プログラムを使用している時にエラーが発生する場合、
ネーム・サーバーの既存のアドレスの 1 つを渡すか新しいネーム・サーバーにドメイン
を代表として送るかのどちらかにします。 

NNC-00500: 警警警警告告告告 : nameパラメータパラメータパラメータパラメータ値値値値は無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。 nameに設定しますに設定しますに設定しますに設定します。。。。
原原原原因因因因 :  指定したパラメータ値が無効です。
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Oracle Names Clientおよび Client/Server エラ ー・メッセージ : NNC-00001～ NNC-00501
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータ値が正しい形式かを確認します。 ブール・パラメ ータ値に対する
有効な値は TRUEおよび FALSE、YESE、NOE、ONE、OFFです。 

NNC-00501: 警警警警告告告告 : name パラメータ値はパラメータ値はパラメータ値はパラメータ値は num からからからから numの間です。の間です。の間です。の間です。numに設定してくださに設定してくださに設定してくださに設定してくださ
いいいい。。。。
原原原原因因因因 :  指定したパラメータ値が無効または有効な範囲境界値を超 えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・テキストで指定されているパラメータ値が有効な最小値から最大値
の間の数値であることを確認してください。 
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Oracle Names Clientおよび Client/Server エラ ー・メッセージ : NNC-00001～ NNC-00501
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Native Naming 一般エラー・メッセージ : NNF-00001～ NNF-00999
NNF-00001: TNSアドレスではありませんアドレスではありませんアドレスではありませんアドレスではありません。。。。

原原原原因因因因 :  アドレスの読込み中に、ネーム・サービスがアドレスではないレコードを戻しま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NNF-00002: ファンクション・コールに渡された値が無効ですファンクション・コールに渡された値が無効ですファンクション・コールに渡された値が無効ですファンクション・コールに渡された値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  インタフェース関数に無効な値が渡されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NNF-00003: 指定アダプ指定アダプ指定アダプ指定アダプタタタタ strは存在していませんは存在していませんは存在していませんは存在していません。。。。
原原原原因因因因 :  要求されたネーム・サービス・アダプタは、現行のアダプタ表にありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  要求されたアダプタの綴りを確認してください。 このプラットフォームでア
ダプタが実行されているかどうか、アダプタがコンパイルされたアダプタ表が実行可能
ファイルにリンクされているかどうかを調べてください。 

NNF-00004: strではこの操作はサポートされていませんではこの操作はサポートされていませんではこの操作はサポートされていませんではこの操作はサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  要求された操作は、このアダプタではサポートされていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  読込み専用のネーム・サービスに対する書込みなど、実行する操作が制限さ
れていないかどうかを確認してください。 詳細は、トレースをオンにして、失敗した操
作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。 

NNF-00005: 機能がインプリメントされていません機能がインプリメントされていません機能がインプリメントされていません機能がインプリメントされていません。。。。
原原原原因因因因 :  この操作は、このバージョンではサポートされていません。 
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DCE CDSアダプタ・エラー・メッセージ : NNF-01000～ NNF-01999
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーが本稼動リリースで発生している場合には、オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。 それでない場合には、リリース・ノートでこのリ
リースに制限がないかどうかを調べてください。

NNF-00540: 名名名名前前前前 strの挿入が失敗しましたの挿入が失敗しましたの挿入が失敗しましたの挿入が失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ネイティブ・サービスに名前が挿入できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前がネイティブ名前領域にないかどうか、その名前領域に適切なアクセス
権限が設定されているかどうかを調べてください。 

DCE CDSアダプタ・エラー・メッセージ : NNF-01000～ NNF-
01999

NNF-01001: ds_initialize: 作業領域の初期化に失敗しました作業領域の初期化に失敗しました作業領域の初期化に失敗しました作業領域の初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  セットアップ時に DCE作業領域を ds_initialize() で初期化しようとしましたが、
失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプラットフォームに ds_initialize()コールを正常に行うために必要な条
件があるかどうか (たとえば、メモリーが十分かどうか )を調べてください。このプロ
グラムを別の作業領域のユーザーが使用していないかどうかを確認してください。 詳細
は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰
り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNF-01002: DCEが構成ファイルをオープンできませんが構成ファイルをオープンできませんが構成ファイルをオープンできませんが構成ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  DCE構成ファイルにアクセスできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプラットフォームに DCE構成ファイルがあるかどうか 、アクセス可能
かどうかを確認してください。 Unixの場合、構成ファイルは dce_cf.dbです。 
dce_cf_get_cell_name()に対するコールが正しく行われているかどうかを確認してくだ
さい。 

NNF-01003: DCEがセル名を見つけられませんがセル名を見つけられませんがセル名を見つけられませんがセル名を見つけられません。。。。
原原原原因因因因 :  DCE構成ファイル内にセル名がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマシンに DCEセルが構成されているかどうかを確認 してください。 
DCE構成ファイルが壊れていないかどうかを確認してください。 Unixの場合、構成
ファイルは dce_cf.dbです。 dce_cf_get_cell_name()に対するコールが正しく行われてい
るかどうかを確認してください。 

NNF-01004: DCEが未定義のエラが未定義のエラが未定義のエラが未定義のエラーーーー strを戻しましたを戻しましたを戻しましたを戻しました。。。。
原原原原因因因因 :  このインプリメントのリストに、この DCEコールの状態値でない値があること
が報告されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプラットフォームの DCEリリースが、この Oracleアプリケーションで
サポートされていないリリースかどうかを調べてください。 それでもエラーが繰り返さ
れる場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 
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DCE CDSアダプタ・エラー・メッセージ : NNF-01000～ NNF-01999
NNF-01005: 内内内内部部部部 XOMクラス違反ですクラス違反ですクラス違反ですクラス違反です。。。。
原原原原因因因因 :  DCE XOMが、DCE文書のクラス定義と矛盾する状態を戻しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。 

NNF-01006: 属属属属性性性性 strは使用できませんは使用できませんは使用できませんは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  DCE属性に変換できない属性が挿入コールで使用されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別の属性を使用するか、変換を DCEに挿入してください。 

NNF-01007: DCE LONG文字文字文字文字列列列列はサポートされていませんはサポートされていませんはサポートされていませんはサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  問合せで XOM OM_S_LONG_STRINGがあるオブジェクトが戻されました。 現
行のインプリメントでは、このようなオブジェクトはサポートされません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 それ
でもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

NNF-01008: XDS属性の構属性の構属性の構属性の構文文文文 strはははは Oracle名前構名前構名前構名前構文文文文 strに対して無効ですに対して無効ですに対して無効ですに対して無効です。。。。
原原原原因因因因 :  XDS オブジェクトに指定した構文が、Oracle名前構文と異なります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 それ
でもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

NNF-01009: 未知未知未知未知のののの DCEクラスですクラスですクラスですクラスです。。。。
原原原原因因因因 :  未知の XDSクラスが見つかったため、DCE XDSエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 ト
レースをオンにすると、失敗した XDS/XOMルーチンの 詳細とエラー・コードが示さ
れます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01010: DCE問題コー問題コー問題コー問題コードドドド numがががが XDSクラクラクラクラスススス strと一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  未知の XDSクラスが見つかったため、DCE XDSエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、どの XDS/XOMルーチンが失敗したかの詳細とエラーコー
ドは何かが示されます。この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探し
てください。

NNF-01011: DCEががががOSエラーを報告しましたエラーを報告しましたエラーを報告しましたエラーを報告しました。。。。
原原原原因因因因 :  DCE XDSがオペレーティング・システム・エラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、どの XDS/XOMルーチンが失敗したかの詳細とエラー・
コードは何かが示されます。この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを
探してください。
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NNF-01012: DCEの全体セキュリティが失敗しましたの全体セキュリティが失敗しましたの全体セキュリティが失敗しましたの全体セキュリティが失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがセキュリティ・エラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、どの XDS/XOMルーチンが失敗したかの詳細とエラー・
コードは何かが示されます。この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを
探してください。

NNF-01100: DS_C_COMMUNICATIONS_ERROR
原原原原因因因因 :  CDE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01101: DS_C_LIBRARY_ERROR 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01102: DS_C_NAME_ERROR (一致一致一致一致 str) 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01103: DS_C_SECURITY_ERROR 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01104: DS_C_SERVICE_ERROR 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01105: DS_C_SYSTEM_ERROR 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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DCE CDSアダプタ・エラー・メッセージ : NNF-01000～ NNF-01999
NNF-01106: DS_C_UPDATE_ERROR 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01107: DS_C_ATTRIBUTE_PROBLEM 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01108: DS_C_ABANDON_FAILED 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01109: DS_C_ATTRIBUTE_ERROR (オブジェクト名オブジェクト名オブジェクト名オブジェクト名 str) 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01110: 未知のクラスです未知のクラスです未知のクラスです未知のクラスです。。。。
原原原原因因因因 :  未知の XDSクラスが見つかったため、DCE XDSエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01501: ADMIN_LIMIT_EXCEEDED 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01502: AFFECTS_MULTIPLE_DSAS 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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NNF-01503: ALIAS_DEREFERENCING_PROBLEM 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01504: ALIAS_PROBLEM 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01505: ATTRIBUTE_OR_VALUE_EXISTS 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01506: BAD_ARGUMENT 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01507: BAD_CLASS 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01508: BAD_CONTEXT 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01509: BAD_NAME 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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NNF-01510: BAD_SESSION 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01511: BAD_WORKSPACE 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01512: BUSY 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01513: CANNOT_ABANDON 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01514: CHAINING_REQUIRED 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01515: COMMUNICATIONS_PROBLEM 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01516: CONSTRAINT_VIOLATION
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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NNF-01517: DIT_ERROR 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01518: ENTRY_EXISTS
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01519: INAPPROP_AUTHENTICATION
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01520: INAPPROP_MATCHING 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01521: INSUFFICIENT_ACCESS_RIGHTS 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01522: INVALID_ATTRIBUTE_SYNTAX 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01523: INVALID_ATTRIBUTE_VALUE 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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NNF-01524: INVALID_CREDENTIALS 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01525: INVALID_REF 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01526: INVALID_SIGNATURE 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01527: LOOP_DETECTED 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01528: MISCELLANEOUS 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01529: MISSING_TYPE
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01530: MIXED_SYNCHRONOUS
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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NNF-01531: NAMING_VIOLATION 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01532: NO_INFO 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01533: NO_SUCH_ATTRIBUTE_OR_VALUE 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01534: NO_SUCH_OBJECT 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01535: NO_SUCH_OPERATION 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01536: NOT_ALLOWED_ON_NON_LEAF
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01537: NOT_ALLOWED_ON_RDN 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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NNF-01538: NOT_SUPPORTED 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01539: OBJECT_CLASS_MOD_PROHIB 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01540: OBJECT_CLASS_VIOLATION 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01541: OUT_OF_SCOPE 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01542: PROTECTION_REQUIRED 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01543: TIME_LIMIT_EXCEEDED 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01544: TOO_LATE
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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NNF-01545: TOO_MANY_OPERATIONS 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01546: TOO_MANY_SESSIONS 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01547: UNABLE_TO_PROCEED 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01548: UNAVAILABLE 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01549: UNAVAILABLE_CRIT_EXT 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01550: UNDEFINED_ATTRIBUTE_TYPE 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01551: UNWILLING_TO_PERFORM 
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
10-12 Oracle8 エラー・メッセージ                              



DCE CDSアダプタ・エラー・メッセージ : NNF-01000～ NNF-01999
NNF-01590: DSエラー・オブジェクトの操作中エラー・オブジェクトの操作中エラー・オブジェクトの操作中エラー・オブジェクトの操作中にににに XOMエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  DCE XDSルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01600: xomコールが正常に実行されましたコールが正常に実行されましたコールが正常に実行されましたコールが正常に実行されました。。。。
NNF-01601: ENCODING_INVALID 

原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01602: FUNCTION_DECLINED 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報から DCEドキュメンテーション内のエラーを探してください。

NNF-01603: FUNCTION_INTERRUPTED 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01604: MEMORY_INSUFFICIENT 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01605: NETWORK_ERROR 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01606: NO_SUCH_CLASS 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01607: NO_SUCH_EXCLUSION 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01608: NO_SUCH_MODIFICATION 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01609: NO_SUCH_OBJECT 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01610: NO_SUCH_RULES 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01611: NO_SUCH_SYNTAX 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01612: NO_SUCH_TYPE 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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NNF-01613: NO_SUCH_WORKSPACE 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01614: NOT_AN_ENCODING 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01615: NOT_CONCRETE 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01616: NOT_PRESENT 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01617: NOT_PRIVATE 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01618: NOT_THE_SERVICES 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01619: PERMANENT_ERROR 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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DCE CDSアダプタ・エラー・メッセージ : NNF-01000～ NNF-01999
NNF-01620: POINTER_INVALID 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01621: SYSTEM_ERROR 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01622: TEMPORARY_ERROR 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01623: TOO_MANY_VALUES 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01624: VALUES_NOT_ADJACENT 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01625: WRONG_VALUE_LENGTH 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01626: WRONG_VALUE_MAKEUP 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。
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NISアダプタ・エラー・メッセージ : NNF-02000～ NNF-02999
NNF-01627: WRONG_VALUE_NUMBER 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01628: WRONG_VALUE_POSITION 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01629: WRONG_VALUE_SYNTAX 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01630: WRONG_VALUE_TYPE 
原原原原因因因因 :  DCE XDS/XOMルーチンがエラーを見つけました。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 
トレースをオンにすると、上記のエラー・コードで失敗した XDS/XOMルーチンが示
されます。 この情報を使って DCEドキュメンテーションでエラーを探してください。

NNF-01901: 名前パラメータ名前パラメータ名前パラメータ名前パラメータ str が見つかりませんが見つかりませんが見つかりませんが見つかりません。。。。 名前の参照が解決できません名前の参照が解決できません名前の参照が解決できません名前の参照が解決できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された TNS別名が CDSにありません。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  "dceload" を使用して名前を挿入して、操作を再度実行してください。 それで
もエラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。

NISアダプタ・エラー・メッセージ : NNF-02000～ NNF-02999
NNF-02001: NISクライアント・エラー文字クライアント・エラー文字クライアント・エラー文字クライアント・エラー文字列列列列 : str 

原原原原因因因因 :  NIS (YP) ファンクションに対する呼出しが失敗しました。 このメッセージには、
戻された NISエラー・コードのテキストが表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、別のエラーの一部として戻される場合にだけ表示されます。 それで
もエラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

NNF-02002: NIS値がアダプタ・スキー値がアダプタ・スキー値がアダプタ・スキー値がアダプタ・スキーママママ :str に従っていませんに従っていませんに従っていませんに従っていません。。。。
原原原原因因因因 :  NISアダプタに使用されるマップの値は、内部フォーマット 規則の特定のセット
に準拠していなければなりません。 戻された値は、これらの規則に準拠していませんで
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、ユーザー独自のマップを作成しようとしなければ、表示されませ
ん。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡し
てください。 
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BIND/DNSエラー・メッセージ : NNF-03000～ NNF-03999
NNF-02003: 未知未知未知未知のののの NISエラー・コーエラー・コーエラー・コーエラー・コードドドド : str 
原原原原因因因因 :  NIS (YP) から戻されたエラー・コードが、このプログラムが予期したリストにあ
りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプラットフォームの YPファンクションで生成されたエラーかどうかを
確認してください。 オラクル社カスタマー・サポートにエラーを連絡してください。

NNF-02004: NISマップマップマップマップ str が存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  要求された属性が存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性が未使用の場合には処置は必要ありません。 そうでなければ、属性を追
加し、NIS(YP)マップを再ロードしてください。 

NNF-02005: NISキキキキーーーー strはマッはマッはマッはマッププププ str内に存在していません内に存在していません内に存在していません内に存在していません。。。。
原原原原因因因因 :  要求された名前が見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前が未使用の場合には処置は必要ありません。 そうでなければ、名前を追
加し、NIS(YP)マップを再ロードしてください。 

BIND/DNSエラー・メッセージ : NNF-03000～ NNF-03999
NNF-03002: 未知未知未知未知のののの BINDエラー・コーエラー・コーエラー・コーエラー・コードドドド :str 

原原原原因因因因 :  BIND(DNS)問合せ応答のリターン・コードが、RFC 1035にリストされている値
に準拠していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプラットフォームの BINDファンクションで生成されたエラーかどうか
を確認してください。 オラクル社カスタマー・サポートにエラーを連絡してください。

NNF-03003: サーバーの応答を解析中に形式エラーが発生しましたサーバーの応答を解析中に形式エラーが発生しましたサーバーの応答を解析中に形式エラーが発生しましたサーバーの応答を解析中に形式エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  BIND(DNS)API から戻された問合せ応答パケットが、RFC 1035にリストされて
いる形式に準拠していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプラットフォームの BINDファンクションで生成されたエラーかどうか
を確認してください。 オラクル社カスタマー・サポートにエラーを連絡してください。

NNF-03004: DNSクラスが一致しません。クラスが一致しません。クラスが一致しません。クラスが一致しません。(str) 
原原原原因因因因 :  問合せ応答パケットの戻したクラスが、インタフェースの予期したクラスと異
なっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプラットフォームの BINDファンクションで生成されたエラーかどうか
を確認してください。 オラクル社カスタマー・サポートにエラーを連絡してください。

ネイティブ名前変換ツール・メッセージ : NNF-04000～ NNF-
04999

NNF-04000: ファイルが正しく変換されましたファイルが正しく変換されましたファイルが正しく変換されましたファイルが正しく変換されました。。。。
原原原原因因因因 :  要求された変換が実行されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常の条件です。処置は必要ありません。 
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ネイティブ名前変換ツール・メッセージ : NNF-04000～ NNF-04999
NNF-04001: 入力ファイルの変換中にエラーが発生しました入力ファイルの変換中にエラーが発生しました入力ファイルの変換中にエラーが発生しました入力ファイルの変換中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  変換プログラムで変換できない行が入力ファイルにありました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力ファイルの構文が正しいかどうかを確認してください。

NNF-04002: 出力ファイルがすでに存在しています出力ファイルがすでに存在しています出力ファイルがすでに存在しています出力ファイルがすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  現行ディレクトリに古い出力ファイルが存在しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  既存のファイルを削除して、変換ツールを再起動してください。 

NNF-04003: 入力ファイル内のエントリが長すぎます入力ファイル内のエントリが長すぎます入力ファイル内のエントリが長すぎます入力ファイル内のエントリが長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  makedbmプログラムでは、マップファイルのエントリは、 1017文字までです。 
したがって、変換ツールは、1017文字より長い TNSアドレスを処理できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題のあるエントリの長さを短くしてください。

NNF-04004: 入力ファイルに無効な文字列があります入力ファイルに無効な文字列があります入力ファイルに無効な文字列があります入力ファイルに無効な文字列があります。。。。
原原原原因因因因 :  入力ファイルに無効な行があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力ファイルの構文が正しいかどうかを確認してください。

NNF-04005: 入力ファイルがオープンできません入力ファイルがオープンできません入力ファイルがオープンできません入力ファイルがオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  この入力ファイルは見つかりませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい入力ファイルを使用して、変換ツールを再起動してください。 

NNF-04006: 出力ファイルを作成できません出力ファイルを作成できません出力ファイルを作成できません出力ファイルを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  現行の作業ディレクトリに出力ファイルが作成できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行ディレクトリの権限を変更して、変換ツールを再起動してください。 

NNF-04007: 入力ファイルの読込み中にエラーが発生しました入力ファイルの読込み中にエラーが発生しました入力ファイルの読込み中にエラーが発生しました入力ファイルの読込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  入力ファイルの読込み中に問題が発生しました。 入力ファイルに予期しないファ
イルの終わりが見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが壊れていないかどうか、入力ファイルの構文が正しいかどうかを
確認してください。

NNF-04008: 出力ファイルへの書込み中にエラーが発生しました出力ファイルへの書込み中にエラーが発生しました出力ファイルへの書込み中にエラーが発生しました出力ファイルへの書込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  出力ファイルへの書込み中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用可能なディスク領域を確認してください。 それでもエラーが繰り返され
る場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNF-04009: 使用方使用方使用方使用方法法法法 : tns2nis filename 
原原原原因因因因 :  変換ツールが正しく起動されていません。 filenameは TNSNAMES.ORAまたは
NATIVE.ORAのいずれかでなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいパラメータを指定して、変換ツールを再起動してください。 
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ネイティブ名前変換ツール・メッセージ : NNF-04000～ NNF-04999
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Oracle Names 制御メッセージ

Oracle Names 制御ユーティリティ・エラー・メ ッセージ : NNL-
00001～ NNL-01073

NNL-00001: 要求引数要求引数要求引数要求引数 command が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが無効な要求コマンド引数を入力しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な引数を指定してください。 

NNL-00002: 要求引要求引要求引要求引数数数数 command はこの操作で使用できませんはこの操作で使用できませんはこの操作で使用できませんはこの操作で使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが特定の要求コマンドでは有効でない要求コマンド引数を指定しまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な引数を指定してください。 

NNL-00003: メモリーが足りませんメモリーが足りませんメモリーが足りませんメモリーが足りません。。。。
原原原原因因因因 :  プログラムのメモリーが足りません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  マシンの使用可能なメモリー量を確認し、この実行に十分なメモリーがある
ことを確実にしてください。 必要であれば、実行するプログラム数を少なくして、メモ
リーを解放して、再試行してください。 

NNL-00004: コマンド引コマンド引コマンド引コマンド引数数数数 commandが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが無効なコマンド引数を入力しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な引数を指定してください。 

NNL-00005: サーバーが設定されていませんサーバーが設定されていませんサーバーが設定されていませんサーバーが設定されていません。。。。 まず、まず、まず、まず、SET SERVERコマンドを使用してサーコマンドを使用してサーコマンドを使用してサーコマンドを使用してサー
バーを設定してださいバーを設定してださいバーを設定してださいバーを設定してださい。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが、デフォルト管理の Oracle Names Serverを最初に設定する必要があ
るコマンドを発行しようとしました 。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SET SERVERコマンドを使用してデフォルト・サーバーを設定 し、コマンド
を再発行してください。 あるいは、コマンドが許可すれば、特定のサーバー名で再発行
してください。そうすれば制御プログラムがデフォルトを使用する必要はありません。 
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Oracle Names 制御ユーティリティ・エラー・メ ッセージ : NNL-00001～ NNL-01073
NNL-00006: タイムアウトが発生しました。サーバーが応答しませんタイムアウトが発生しました。サーバーが応答しませんタイムアウトが発生しました。サーバーが応答しませんタイムアウトが発生しました。サーバーが応答しません。。。。
原原原原因因因因 :  制御プログラムは Oracle Names Serverに要求を発行しまし たが、適時に応答が
ありませんでした。 制御プログラムとサーバー間のネットワーク接続が不正であるか、
サーバーのロードが非常に重いか、または制御プログラムとサーバー間に重大なネット
ワークの遅れがある可能性があります。 後者は特にWANリンクに当てはまります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドを再発行してください。失敗し続ける場合、管理されているサー
バーが正しく稼動しており、サーバーと制御プログラム間のネットワーク接続が正しく
作動していることを調べてください。 

NNL-00007: サーバーの応答でエラーが発生しましたサーバーの応答でエラーが発生しましたサーバーの応答でエラーが発生しましたサーバーの応答でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  制御プログラムは Oracle Names Serverに要求を発行しましたが、 サーバーがエ
ラーで応答しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 それ
でもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

NNL-00008: サーバーが要求を認識しませんサーバーが要求を認識しませんサーバーが要求を認識しませんサーバーが要求を認識しません。。。。
原原原原因因因因 :  制御プログラムは Oracle Names Serverに要求を発行しましたが、 サーバーが要
求を認識できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サーバーおよび制御プログラムが異なるバージョンの場合、 交信できません。 
バージョンの互換性の制約についてドキュメンテーション を確認してください。 サー
バーが制御プログラムと互換性がある場合には、トレースをオンにして詳細を表示し、
失敗した操作をや り直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNL-00009: サーバー・パスワードの暗号化に失敗しましたサーバー・パスワードの暗号化に失敗しましたサーバー・パスワードの暗号化に失敗しましたサーバー・パスワードの暗号化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  制御プログラムが SET PASSWORDコマンドまたは namesctl.server_password構
成ファイルで指定されたサーバー・パスワードの暗合化を試行し失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNL-00010: サーバサーバサーバサーバーーーー serverのアドレス取得中にエラーが発生しましたのアドレス取得中にエラーが発生しましたのアドレス取得中にエラーが発生しましたのアドレス取得中にエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  制御プログラムがサーバー名を対応するアドレスに変換しよ うとしましたが、失
敗しました。 このエラーの原因は多数考えられます。制御プログラムの SQLNET.ORA
ファイルはシステムの特定の正しい位置に存在し、制御プログラムで読込み可能である
必要があります。 ファイルは有効なネーム・サーバー・アドレスを持つ
names.preferred_serversエントリを含む必要があ ります。 ユーザーが SET SERVERコ
マンドで管理されたサーバーを変更した場 合、新規サーバーが稼動している必要があ
り、アドレスを解決できるか、またはアドレスを解決 できる別のサーバーに要求を転送
できる必要があります。 あるいは、有効なネーム・サーバー名を持つ TNSNAMES.ORA
ファイルがシステムに特定の正しい位置に存在する必要があります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、トレースをオンにして、失敗した操作をやり直してください。 それ
でもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

NNL-00011: serverという名前のサーバーはありませんという名前のサーバーはありませんという名前のサーバーはありませんという名前のサーバーはありません。。。。
原原原原因因因因 :  原因 : ユーザーが SET SERVER要求を発行しましたが、現行の管理されている 
Oracle Names Serverはその名前をアドレスに変換できませんでした。 あるいは、ユー
ザーが制御プログラム要求を特定のサーバーに発行しましたが、 サーバーの名前はアド
レスに変換できませんでした。 両方の問題は通常サーバーのタイプミスによって引き起
こされます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なサーバー名を指定して、要求を再発行してください。 

NNL-00012: argument は無効ですは無効ですは無効ですは無効です (値値値値 : value)。。。。
原原原原因因因因 :  最初の引数はデータ型で、２番目は値です。 ユーザーは指定された型に対して無
効なデータ値を受け渡しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいデータを使って、失敗した操作をやり直してください。 

NNL-00013: 実行されませんでした。入力されたパスワードに対する許可はありません実行されませんでした。入力されたパスワードに対する許可はありません実行されませんでした。入力されたパスワードに対する許可はありません実行されませんでした。入力されたパスワードに対する許可はありません。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザーは Oracle Names Serverに要求を発行しましたが、受け取ったパスワー
ドが正しくありませんでした。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御プログラムによってサーバーに送られるパスワードがそのサーバーに対
して正しいことを確認してください。 SET PASSWORD制御プログラムのコマンドで新
しいパスワードを設定できます。 

NNL-00014: データ型データ型データ型データ型 data type が不明ですが不明ですが不明ですが不明です。。。。
原原原原因因因因 :  不明なデータ型を含むネーム・サーバー要求が発行されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サーバーには型情報がないにもかかわらず、失敗した要求に 反応してそれを
自動的にフェッチした可能性があります。 失敗した要求を再発行してください。その間
サーバーが適切なデータ型情報をフェッチした場合、エラーは消滅します。 エラーが持
続する場合、データ型が無効である可能性があります。 

NNL-00015: 型型型型 datatype にににに name 構文がありますが、テキスト表現がありません構文がありますが、テキスト表現がありません構文がありますが、テキスト表現がありません構文がありますが、テキスト表現がありません。。。。
原原原原因因因因 :  すべてのデータ型構文がテキストとして表現されるわけではありません。 この
メッセージは、ユーザーが非テキスト表示で型にネーム・サーバー要求を発行したこと
を示しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  テキスト表現の構文を持つデータ型で操作を再発行してください。 

NNL-00016: サーバーを起動できません。プログラムのディレクトリ名を取得中にエラーがサーバーを起動できません。プログラムのディレクトリ名を取得中にエラーがサーバーを起動できません。プログラムのディレクトリ名を取得中にエラーがサーバーを起動できません。プログラムのディレクトリ名を取得中にエラーが
発生しました発生しました発生しました発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが起動要求を発行しましたが、サーバー実行モジュールが常駐するディ
レクトリ名を検索できなかったので、制御プログラムはサーバーを起動できませんでし
た。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNL-00017: サーバーを起動できません。プログラムサーバーを起動できません。プログラムサーバーを起動できません。プログラムサーバーを起動できません。プログラム program_name がありませんがありませんがありませんがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが起動要求を発行しましたが、サーバー実行モジュールを検索できな
かったので、制御プログラムはサーバーを起動できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システムの Oracle実行モジュールディレクトリにサーバー実行モジュール
のコピーが存在することを確認してください。 

NNL-00018: 警警警警告告告告 : デフォルト・ネーム・サーバーにコンタクトできませんデフォルト・ネーム・サーバーにコンタクトできませんデフォルト・ネーム・サーバーにコンタクトできませんデフォルト・ネーム・サーバーにコンタクトできません。。。。 
原原原原因因因因 :  起動中に、制御プログラムがそのデフォルト・ネーム・サーバーに交 信できませ
んでした。 このエラーの原因はいくつか考えられます。制御プログラムの
SQLNET.ORAファイルはシステムの特定の正しい位置に存在し、制御プログラムで読
込み可能である必要があります。 ファイルは有効なネーム・サーバー・アドレスを持つ
names.preferred_serversエントリを含む必要があ ります。 preferred-serverリストの最
初のサーバーが稼動しており、制御プログラムとそのサーバー間にネットワーク接続性
がある必要あります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  以上の条件を満たしていることを確認してください。 それでも制御プログラ
ムがそのデフォルト・サーバーに交信できない場合、トレー スをオンにして制御プログ
ラムを再起動してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。 

NNL-00019: 警警警警告告告告 : サーバーが要求を変更したか、無視しましたサーバーが要求を変更したか、無視しましたサーバーが要求を変更したか、無視しましたサーバーが要求を変更したか、無視しました。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザーは Oracle Names Serverに要求を発行しましたが、 要求がなんらかの形
で変化しました。 通常はユーザーがある無効な引数を指定し、サーバーが要求を無視し
たか、または無効な引数を適切なデフォルトと置換しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御プログラムを使用して、変更する値の現行の状態を確認してください。 
サーバーのログ・ファイルが問題の確かな原因についての情報を含んでいる可能性もあ
ります。 操作を正しい引数で再発行してください。 

NNL-00020: 警警警警告告告告 : TNSNAMES.ORAファイルが存在せず、ファイルが存在せず、ファイルが存在せず、ファイルが存在せず、SQLNET.ORAには優先ネーには優先ネーには優先ネーには優先ネー
ム・サーバーが指定されていませんム・サーバーが指定されていませんム・サーバーが指定されていませんム・サーバーが指定されていません。。。。 
原原原原因因因因 :  制御プログラムが TNSNAMES.ORAファイルを検索できず、デ フォルト・ネー
ム・サーバーを SQLNET.ORAで検索できませんでした。 制御プログラムはこの状態で
も操作しますが、デフォルト・サーバーを設定するまでは名前を解決できません。さら
に、サーバーの設定には未加工の TNSアドレスを使用する必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御プログラムの SQLNET.ORAファイルはシステムの特定の正しい位置に
存在し、制御プログラムで読込み可能である必要があります。ファイルは有効なネー
ム・サーバー・アドレスを持つ names.preferred_serversエントリを含む必要があ りま
す。 preferred-serverリストの最初のサーバーが稼動しており、制御プログラムとその
サーバー間にネットワーク接続性がある必要あります。 あるいは、有効なネーム・サー
バー情報を持つ TNSNAMES.ORAファイルがシステムに特定の正しい位置に存在する
必要があります。 
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NNL-00022: numかかかからららら num へトレース・レベルを変更中にエラーが発生し、レベル変更は無へトレース・レベルを変更中にエラーが発生し、レベル変更は無へトレース・レベルを変更中にエラーが発生し、レベル変更は無へトレース・レベルを変更中にエラーが発生し、レベル変更は無
視されました視されました視されました視されました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが制御プログラムのローカル・トレース・レベルを変更しようとしまし
たが、レベルの変更中に、プログラムがエラーを表示しました。 通常問題は、(トレー
ス・レベルを OFFから別のものに変更して )トレースが初めて可能になり、トレース・
ファイルが制御プログラムで書込み不可能になることです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法 : トレース・ファイルが書込み可能であることを調べてください。 
ドキュメンテーションを参照すれば、トレース・ファイル名がわかります。 

NNL-00023: SETコマンドに引数がありませんコマンドに引数がありませんコマンドに引数がありませんコマンドに引数がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが引数なしで SETコマンドを発行しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な引数を SETコマンドに指定してください。 

NNL-00024: 警警警警告告告告 : SQLNET.ORAに優先ネーム・サーバーがありませんに優先ネーム・サーバーがありませんに優先ネーム・サーバーがありませんに優先ネーム・サーバーがありません。。。。 
原原原原因因因因 :  制御プログラムが SQLNET.ORAで優先ネーム・サーバーを検索できず、そのた
めデフォルト・サーバーに接続できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQLNET.ORAファイルに有効な names.preferred_serversエントリがあるこ
とを確認してください。<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//
EN">
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Oracle Names Server エラー・メッセージ : NNO-00050～ NNO-00712
NNO-00050: 構成データに重大なエラーがあります。サーバーが稼働しません構成データに重大なエラーがあります。サーバーが稼働しません構成データに重大なエラーがあります。サーバーが稼働しません構成データに重大なエラーがあります。サーバーが稼働しません。。。。 

原原原原因因因因 :  サーバーの構成のデータに問題があるため、サーバーが起動できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルの前のエラー・メッセージに、シャットダウ ンした正確な問
題が記述されています。 この問題は、ネットワーク上に複数の管理領域があり、委任ポ
イントが正確でない場合に頻繁に起こります。 Oracle Names のマニュアルで領域委任に
関するセクションを参照して、その指示に従ってください。 

NNO-00051: ドメイン・カウントドメイン・カウントドメイン・カウントドメイン・カウント num が最大値が最大値が最大値が最大値 num を超えました。最初のを超えました。最初のを超えました。最初のを超えました。最初の num がロードさがロードさがロードさがロードさ
れますれますれますれます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成に、そのサーバーでサポートできるドメイン数より多いドメイン
が含まれています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00052: ドメイン記述リストが無効ですドメイン記述リストが無効ですドメイン記述リストが無効ですドメイン記述リストが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成に、無効なドメイン記述リストが含まれています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00053: ドメイドメイドメイドメインンンン strの記述が重複していますの記述が重複していますの記述が重複していますの記述が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、ドメイン記述リストの中に重複したドメインの記述がありま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00054: ドメイン名ドメイン名ドメイン名ドメイン名 str が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、ドメイン記述に無効な名前がありました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00055: ドメインの最ドメインの最ドメインの最ドメインの最小小小小 TTLstrが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、ドメイン記述に無効な最小 TTLがありました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00056: 警警警警告告告告 : ドメインの最ドメインの最ドメインの最ドメインの最小小小小 TTLはははは numかかかからららら numの間です。の間です。の間です。の間です。num秒に設定してくだ秒に設定してくだ秒に設定してくだ秒に設定してくだ
さいさいさいさい。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、ドメイン記述に無効な最小 TTLがありました。 このエラーは
致命的ではありません。サーバーは、自動的に TTL をデフォルト値にセットします。
この値は、通常の使用では標準的な値です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00057: トポロジ・データのロードと検査を行っていますトポロジ・データのロードと検査を行っていますトポロジ・データのロードと検査を行っていますトポロジ・データのロードと検査を行っています。。。。
原原原原因因因因 :  正常なサーバーの起動中に、ログ・ファイルに情報メッセージが書き込まれまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

NNO-00058: 構成データベースからトポロジ・データをロードできません構成データベースからトポロジ・データをロードできません構成データベースからトポロジ・データをロードできません構成データベースからトポロジ・データをロードできません。。。。 
原原原原因因因因 :  構成データベースからサーバーのトポロジ・データをロードしようとして、エ
ラーが発生しました。 詳しい情報がある場合には、このエラーの下に表示されます。 こ
のエラーが発生すると、サーバーはシャットダウンします。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが稼動しているかどうか、Oracle Network Managerで指定さ
れているデータベース名およびパスワードが正しいかどうかを確認してください。
Oracle Namesサーバーとデータベースの間に SQL*Net接続が可能であるかどうかも確
認してください。チェックポイント・データを使用してサーバーを強制的に起動する場
合には、names.no_region_databaseパラメータを TRUEに設定し、サーバーを起動し
てください。 チェックポイント・データが使用できない場合には、サーバーはシャット
ダウンします。 

NNO-00059: トポロジ・チェックポイント・ファイル名を作成できませんトポロジ・チェックポイント・ファイル名を作成できませんトポロジ・チェックポイント・ファイル名を作成できませんトポロジ・チェックポイント・ファイル名を作成できません。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーは、システム依存のファイル名を作成できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 詳細は、 トレースをオン
にして、サーバーを再起動してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラ
クル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNO-00060: チェックポイント・ファイルチェックポイント・ファイルチェックポイント・ファイルチェックポイント・ファイル strからサーバー・トポロジをロードしていますからサーバー・トポロジをロードしていますからサーバー・トポロジをロードしていますからサーバー・トポロジをロードしています。。。。 
原原原原因因因因 :  names.no_region_database パラメータを TRUEに設定して、最新のトポロジ・
チェックポイント・ファイルがサーバーをロードされると、この情報メッセージからロ
グ・ファイルに書き込まれます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 
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NNO-00061: ドメイドメイドメイドメインンンン strにデータをロードしていますにデータをロードしていますにデータをロードしていますにデータをロードしています。。。。 
原原原原因因因因 :   正常なサーバーの起動中で、ログ・ファイルに情報メッセージが書き込まれまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

NNO-00062: 構成データベースからドメイン・データをロードできません構成データベースからドメイン・データをロードできません構成データベースからドメイン・データをロードできません構成データベースからドメイン・データをロードできません。。。。 
原原原原因因因因 :  構成データベースからサーバーのドメイン・データをロード しているときに、エ
ラーが発生しました。 詳しい情報がある場合には、このエラーの下に表示されます。 こ
のエラーが発生すると、サーバーはシャットダウンします。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが稼動しているかどうか、Oracle Network Managerで指定さ
れているデータベース名およびパスワードが正しいかどうかを確認してください。
Oracle Namesサーバーとデータベースの間に SQL*Net接続が可能であるかどうかも確
認してください。チェックポイント・データを使ってサーバーを強制的に起動したい場
合には、names.no_region_databaseパラメータを TRUEに設定し、サーバーを起動し
てください。 チェックポイント・データが使えない場合には、サーバーはシャットダウ
ンします。 

NNO-00063: ドメイン・チェックポイント・ファイル名を作成できませんドメイン・チェックポイント・ファイル名を作成できませんドメイン・チェックポイント・ファイル名を作成できませんドメイン・チェックポイント・ファイル名を作成できません。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーは、システム依存のファイル名を作成できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 詳細は、 トレースをオン
にして、サーバーを再起動してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラ
クル社カスタマー・サポートに問合せてください。 

NNO-00068: 警警警警告告告告 : 管理領域の再ロード・チェックが失敗しました。次のチェック管理領域の再ロード・チェックが失敗しました。次のチェック管理領域の再ロード・チェックが失敗しました。次のチェック管理領域の再ロード・チェックが失敗しました。次のチェックはははは num秒秒秒秒
後に行われます後に行われます後に行われます後に行われます。。。。
原原原原因因因因 :  この警告は、サーバーが構成データが変更されていないかどうかを調べるために
構成データベースに接続しようとして失敗したときに、発行されます。 サーバーは、再
ロード・チェックを自動的に再発行し、連続 3日間接続に失敗すると、再発行を停止し
ます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが稼動しているかどうか、Oracle Network Managerで指定さ
れているデータベース名およびパスワードが正しいかどうかを確認してください。
Oracle Namesサーバーとデータベースの間に SQL*Net接続が可能であるかどうかも確
認してください。 

NNO-00069: 警警警警告告告告 : 管理領域の再ロード・チェックの失敗が多すぎるため、チェックは使用管理領域の再ロード・チェックの失敗が多すぎるため、チェックは使用管理領域の再ロード・チェックの失敗が多すぎるため、チェックは使用管理領域の再ロード・チェックの失敗が多すぎるため、チェックは使用
不可になりました不可になりました不可になりました不可になりました。。。。 
原原原原因因因因 :  この警告は、サーバーが連続して 3日間構成データベースに接続できない場合に
発行されます。 サーバーは、再ロード・チェックを使用禁止にします。 再ロード・
チェックは、Oracle Network Manager または Oracle Names 制御プログラムで再び使用
可能にすることができます。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが稼動しているかどうか、Oracle Network Managerで指定さ
れているデータベース名およびパスワードが正しいかどうかを確認してください。
Oracle Namesサーバーとデータベースの間に SQL*Net接続が可能であるかどうかも確
認してください。チェックポイント・データを使用してサーバーを強制的に起動したい
場合には、names.no_region_databaseパラメータを TRUEに設定し、サーバーを起動
してください。 チェックポイント・データが使えない場合には、サーバーはシャットダ
ウンします。 

NNO-00070: 管理領域が変更されています。ドメイン・データを再ロードしています管理領域が変更されています。ドメイン・データを再ロードしています管理領域が変更されています。ドメイン・データを再ロードしています管理領域が変更されています。ドメイン・データを再ロードしています。。。。 
原原原原因因因因 :  この情報メッセージは、サーバーの構成データが変更され、サーバーが新しい構
成を構成データベースから再ロードしたときにログ・ファイルに書き込まれます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

NNO-00080: ドメイドメイドメイドメインンンン str は、親がすでに委任されているので、委任できませんは、親がすでに委任されているので、委任できませんは、親がすでに委任されているので、委任できませんは、親がすでに委任されているので、委任できません。。。。
原原原原因因因因 :  内部委任エラーが発生しました。委任は、Oracle Network Manager によって制
御されます。Oracle Network Managerは、正しい委任ルールを施行します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00081: ドメイドメイドメイドメインンンン strにネーム・サーバーがありませんにネーム・サーバーがありませんにネーム・サーバーがありませんにネーム・サーバーがありません。。。。
原原原原因因因因 :  内部構成エラーが発生しました。 Oracle Network Manager は、Oracle Names 
サーバーを正しく構成しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00082: ドメインドメインドメインドメイン strに自分の名に自分の名に自分の名に自分の名前前前前 strがネーム・サーバーとしてありませんがネーム・サーバーとしてありませんがネーム・サーバーとしてありませんがネーム・サーバーとしてありません。。。。
原原原原因因因因 :  内部構成エラーが発生しました。 Oracle Network Manager は、Oracle Names 
サーバーを正しく構成しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00083: ドメインドメインドメインドメイン str サーバーサーバーサーバーサーバー str にアドレスがありませんにアドレスがありませんにアドレスがありませんにアドレスがありません。。。。
原原原原因因因因 :  内部構成エラーが発生しました。 Oracle Network Manager は、Oracle Names 
サーバーを正しく構成しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00084: ドメイドメイドメイドメインンンン strは認証ドメイン・リストにありませんは認証ドメイン・リストにありませんは認証ドメイン・リストにありませんは認証ドメイン・リストにありません。。。。 
原原原原因因因因 :  内部構成エラーが発生しました。 Oracle Network Manager は、Oracle Names 
サーバーを正しく構成しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 
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NNO-00104: 行行行行 str: 構文エラーです。データは無視されました構文エラーです。データは無視されました構文エラーです。データは無視されました構文エラーです。データは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データに構文エラーがありました。このメッセージは、
サーバーの内部チェックポイント・ファイルが壊れている場合にも表示されます。 問題
のレコードはロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00105: 行行行行 str: 名名名名前前前前 str が無効です。データは無視されましたが無効です。データは無視されましたが無効です。データは無視されましたが無効です。データは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データに無効なグローバル名がありました。問題のレコー
ドはロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00106: 行行行行 str: TTL str が無効です。データは無視されましたが無効です。データは無視されましたが無効です。データは無視されましたが無効です。データは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データに無効な TTLがありました。問題のレコードは
ロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00107: 行行行行 str: 古いチェックポイント・データは無視されます古いチェックポイント・データは無視されます古いチェックポイント・データは無視されます古いチェックポイント・データは無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  この情報メッセージは、サーバー起動時にサーバーのキャッシュ・チェックポイ
ント・ファイルに古くなったキャッシュ・データが見つかった場合に表示されます。 こ
のメッセージは、通常のサーバー起動処理の一部です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

NNO-00108: 行行行行 num: TTL の秒数の秒数の秒数の秒数 num がドメインの最小値がドメインの最小値がドメインの最小値がドメインの最小値 num より小さくなっていますより小さくなっていますより小さくなっていますより小さくなっています。。。。
最小値を使用します最小値を使用します最小値を使用します最小値を使用します。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データに無効な TTL値がありました。 問題のレコードは
ロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00109: 行行行行 str: データ型名データ型名データ型名データ型名 str が無効です。データは無視されましたが無効です。データは無視されましたが無効です。データは無視されましたが無効です。データは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データに無効なデータ型名がありました。問題のレコード
はロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00110: 行行行行 str: データ型データ型データ型データ型 str が不明です。データは無視されましたが不明です。データは無視されましたが不明です。データは無視されましたが不明です。データは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データに不明なデータ型名がありました。問題のレコード
はロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00111: 行行行行 str: データ型データ型データ型データ型 str にににに構文構文構文構文 str がありますがありますがありますがありますがががが、、、、str でなければなりません。デーでなければなりません。デーでなければなりません。デーでなければなりません。デー
タは無視されましたタは無視されましたタは無視されましたタは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データに無効なデータ型構文がありま した。 問題のレコー
ドはロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00112: 行行行行 str: データ型データ型データ型データ型 strのデータが重複しています。無視されましたのデータが重複しています。無視されましたのデータが重複しています。無視されましたのデータが重複しています。無視されました。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データに重複したレコードがありました。 問題のレコード
はロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00113: 行行行行 str: 別名データがすでに存在しています。他のデータはすべて無視されまし別名データがすでに存在しています。他のデータはすべて無視されまし別名データがすでに存在しています。他のデータはすべて無視されまし別名データがすでに存在しています。他のデータはすべて無視されまし
たたたた。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データにグローバル名が同じ別名および別名以外のデータ
がありました。問題のレコードはロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継
続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00114: 行行行行 str: 別のデータが存在します。別名データは無視されました別のデータが存在します。別名データは無視されました別のデータが存在します。別名データは無視されました別のデータが存在します。別名データは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データにグローバル名が同じ別名および別名以外のデータ
がありました。 問題のレコードはロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継
続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00115: 行行行行 str: シングル値のデータ型シングル値のデータ型シングル値のデータ型シングル値のデータ型 str です。他のインスタンスは無視されますです。他のインスタンスは無視されますです。他のインスタンスは無視されますです。他のインスタンスは無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  名前および型が同じ複数のレコードが見つかりましたが、特定の名前を持つレ
コードは 1つしか許可されません。 問題のレコードはロードされませんが、 サーバーは
データのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00116: 行行行行 str: データ型データ型データ型データ型：：：： str はここでは使用できません。データは無視されましたはここでは使用できません。データは無視されましたはここでは使用できません。データは無視されましたはここでは使用できません。データは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データにデータ型が無効なレコードが ありました。 問題の
レコードはロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00117: 行行行行 str: データ型がありません。データは無視されましたデータ型がありません。データは無視されましたデータ型がありません。データは無視されましたデータ型がありません。データは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データにデータ型がのないレコードが ありました。 問題の
レコードはロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00118: 行行行行 str: データの長さデータの長さデータの長さデータの長さ str がががが str の最大値を超えています。データは無視されまの最大値を超えています。データは無視されまの最大値を超えています。データは無視されまの最大値を超えています。データは無視されま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  内部制限を超えた長さのレコードが見つかりました。問題のレコードはロードさ
れませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00119: 行行行行 str: サーバーが名サーバーが名サーバーが名サーバーが名前前前前 strに対し認証がありません。データは無視されましたに対し認証がありません。データは無視されましたに対し認証がありません。データは無視されましたに対し認証がありません。データは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データに認証のないグローバル名があ りました。 問題のレ
コードはロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00120: 行行行行 str: ここでは、トポロジ名ここでは、トポロジ名ここでは、トポロジ名ここでは、トポロジ名 str は使用できませんは使用できませんは使用できませんは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのドメイン・データに無効なレコードがありました。 問題のレコードは
ロードされませんが、 サーバーはデータのロードを継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00150: 警警警警告告告告 : ヒント・リストが無効です。ヒントはロードされませんヒント・リストが無効です。ヒントはロードされませんヒント・リストが無効です。ヒントはロードされませんヒント・リストが無効です。ヒントはロードされません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成に、無効なヒント記述リストが含まれてい ます。 サーバーは処理
を継続しますが、ヒントはロードされません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00151: 警警警警告告告告 : ドメインドメインドメインドメイン strに対するヒントを無視します。サーバーは認証がありますに対するヒントを無視します。サーバーは認証がありますに対するヒントを無視します。サーバーは認証がありますに対するヒントを無視します。サーバーは認証があります。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成に、サーバーの管理領域のドメインに対するヒントが含まれてい
ます。 ヒントは無視され、サーバーは処理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 
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NNO-00152: 警警警警告告告告 : ヒント・カウントヒント・カウントヒント・カウントヒント・カウント num がががが num の最大値を超えています。最初のの最大値を超えています。最初のの最大値を超えています。最初のの最大値を超えています。最初の num がががが
ロードされますロードされますロードされますロードされます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのヒント・リストにヒントが多すぎます。 サーバーは、指定された最大
数のヒントをロードし、残りのヒントは無視して処理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00153: 警警警警告告告告 : ヒント・ドメインヒント・ドメインヒント・ドメインヒント・ドメイン num に無効な名前に無効な名前に無効な名前に無効な名前 str があります。ヒント・ドメインがあります。ヒント・ドメインがあります。ヒント・ドメインがあります。ヒント・ドメイン
は無視されますは無視されますは無視されますは無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、ヒント・ドメインに無効な名前がありました。ドメインは無
視され、サーバーは処理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00154: 警警警警告告告告 : ヒントヒントヒントヒント num のサーバー名のサーバー名のサーバー名のサーバー名 strが無効です。ヒントは無視されますが無効です。ヒントは無視されますが無効です。ヒントは無視されますが無効です。ヒントは無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、ヒントに無効なサーバー名がありました。ヒントは無視さ
れ、サーバーは処理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00155: 警警警警告告告告 : ヒントヒントヒントヒント num のアドレスがありません。ヒントは無視されますのアドレスがありません。ヒントは無視されますのアドレスがありません。ヒントは無視されますのアドレスがありません。ヒントは無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、サーバーのアドレスがないヒントがありました。ヒントは無
視され、サーバーは処理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00156: 警警警警告告告告 : ヒントヒントヒントヒント num アドレスの長さアドレスの長さアドレスの長さアドレスの長さ numが最大値が最大値が最大値が最大値 num を超えています。ヒントを超えています。ヒントを超えています。ヒントを超えています。ヒント
は無視されますは無視されますは無視されますは無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、アドレスの長さが内部制限を超えているヒントが見つかりま
した。ヒントは無視され、サーバーは処理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00157: 警警警警告告告告 : ヒンヒンヒンヒントトトト numに無効なアドレスがあります。ヒントは無視されましたに無効なアドレスがあります。ヒントは無視されましたに無効なアドレスがあります。ヒントは無視されましたに無効なアドレスがあります。ヒントは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、アドレスが無効なヒントが見つかりました。 ヒントは無視さ
れ、サーバーは処理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00158: 警警警警告告告告 : ヒント・ドメイン・カウントヒント・ドメイン・カウントヒント・ドメイン・カウントヒント・ドメイン・カウント numが最大値が最大値が最大値が最大値 num を超えました。最初のを超えました。最初のを超えました。最初のを超えました。最初の 
num がロードされますがロードされますがロードされますがロードされます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのヒント・ドメイン・リストが長すぎます。サーバーは、指定された最
大数のヒント・ドメインをロードし、残りのヒント・ドメインは無視して処理を継続し
ます。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00159: 警警警警告告告告 : ヒント・ドメイヒント・ドメイヒント・ドメイヒント・ドメインンンン num名名名名前前前前 strは重複しているので無視されますは重複しているので無視されますは重複しているので無視されますは重複しているので無視されます。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーのヒント・ドメイン・リストに重複したドメインが見つかりました。 重
複は無視され、サーバーは処理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00160: 警警警警告告告告 : ヒント・サーバヒント・サーバヒント・サーバヒント・サーバーーーー strは重複しているので無視されますは重複しているので無視されますは重複しているので無視されますは重複しているので無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのヒント・サーバー・リストに重複したサーバーが見つかりました。 重
複は無視され、サーバーは処理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00250: 管理領域記述が無効です管理領域記述が無効です管理領域記述が無効です管理領域記述が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの起動時に無効な管理領域記述が見つかりました。このエラーが発生す
ると、サーバーの起動は中止されます。 管理領域記述は、サーバーの names.ora 構成
ファイルに格納されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  names.ora の names.admin_region パラメータが正しいかどうかを確認して
ください。 names.ora ファイルは、Oracle Network Managerによって自動的に生成され
ます。管理者は、このファイルを編集できますが、これを行うとエラーが発生する可能
性があります。 ファイルが変更されていない場合には、オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。 

NNO-00251: 管理領域パラメー管理領域パラメー管理領域パラメー管理領域パラメータタタタ strがありませんがありませんがありませんがありません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの管理領域記述に必要なパラメータがありません。 このエラーが発生す
ると、サーバーの起動は中止されます。 管理領域記述は、サーバーの names.ora 構成
ファイルに格納されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  names.ora の names.admin_region パラメータが正しいかどうかを確認して
ください。 names.ora ファイルは、Oracle Network Managerによって自動的に生成され
ます。管理者は、このファイルを編集できますが、これを行うとエラーが発生する可能
性があります。 ファイルが変更されていない場合には、オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。 

NNO-00252: 管理領域パラメー管理領域パラメー管理領域パラメー管理領域パラメータタタタ strのののの値値値値 strが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーの管理領域記述に無効なパラメータがあります。このエラーが発生する
と、サーバーの起動は中止されます。 管理領域記述は、サーバーの names.ora 構成ファ
イルに格納されています。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  names.ora の names.admin_region パラメータが正しいかどうかを確認して
ください。 names.ora ファイルは、Oracle Network Managerによって自動的に生成され
ます。管理者は、このファイルを編集できますが、これを行うとエラーが発生する可能
性があります。 ファイルが変更されていない場合には、オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。 

NNO-00253: 管理領域パラメータ管理領域パラメータ管理領域パラメータ管理領域パラメータ str の長さの長さの長さの長さ strが最大値が最大値が最大値が最大値 str を超えましたを超えましたを超えましたを超えました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの管理領域記述に長さが内部制限を超えているパラメータがあります。 
このエラーが発生すると、サーバーの起動は中止されます。 管理領域記述は、サーバー
の names.ora 構成ファイルに格納されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  names.ora の names.admin_region パラメータが正しいかどうかを確認して
ください。 names.ora ファイルは、Oracle Network Managerによって自動的に生成され
ます。管理者は、このファイルを編集できますが、これを行うとエラーが発生する可能
性があります。 ファイルが変更されていない場合には、オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。 

NNO-00254: 警警警警告告告告 : パラメータパラメータパラメータパラメータ str の値はの値はの値はの値は num からからからから num までの間でなければなりませんまでの間でなければなりませんまでの間でなければなりませんまでの間でなければなりません。。。。
num 秒に設定されます秒に設定されます秒に設定されます秒に設定されます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの管理領域記述に無効な値を持つパラメータがあります。 値は、多くの
アプリケーションに適したデフォルト値に設定され、サーバーは処理を継続します。 管
理領域記述は、サーバーの names.ora 構成ファイルに格納されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  names.ora の names.admin_region パラメータが正しいかどうかを確認して
ください。 names.ora ファイルは、Oracle Network Managerによって自動的に生成され
ます。管理者は、このファイルを編集できますが、これを行うとエラーが発生する可能
性があります。 ファイルが変更されていない場合には、オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。 

NNO-00255: ROSを初期化できませんを初期化できませんを初期化できませんを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの起動時に ROS が初期化できませんでした。このエラーにより、サー
バーは停止しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00256: 管理領管理領管理領管理領域域域域 :strを使用しますを使用しますを使用しますを使用します。。。。 
原原原原因因因因 :  これは、サーバーの起動時に表示される情報メッセージです。後で管理者が診断
に使用できるように、管理領域の名前を表示します。 このメッセージは、通常のサー
バー起動処理の一部です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 
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NNO-00257: 警警警警告告告告 : 構成データベースからシリアル番号を取得できません構成データベースからシリアル番号を取得できません構成データベースからシリアル番号を取得できません構成データベースからシリアル番号を取得できません。。。。 
原原原原因因因因 :  構成データベースのシリアル番号を取得しようとしたときに 、エラーが発生しま
した。多くの場合、このエラーはサーバーの構成が Netadminプログラムからエクス
ポートされていないために発生します。 また、このエラーは、サーバーが構成データ
ベースにアクセスできない場合にも発生します。 このエラーがサーバーの起動時に発生
すると、サーバーはシャットダウンします。 このエラーがサーバーの操作中 (再ロード
可能かどうか調べるために定期的にシリアル番号をチェックしているとき )に発生する
と、サーバーは一時的な障害が起きたと判断して、しばらくしてから操作を繰り返しま
す。 連続 3日間失敗すると、サーバーは別のエラーを記録し、シリアル番号のロード操
作を停止します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最初に、Netadmin プログラムがこの Nameサーバーのサーバー 構成をエク
スポートしているかどうかを確認してください。 次に、データベースが稼動しているか
どうか、 Oracle Network Manager で指定されているデータベース名およびパスワードが
正しいかどうかを確認してください。また Oracle Names サーバーとデータベースの間
に SQL*Net 接続が可能であるかどうかも確認し てください。 サーバーの起動時にエ
ラーが発生した場合、names.no_region_database パラメータを TRUEに設定すると、
チェックポイント・データを使用して サーバーを強制的に起動させることができます。 
チェックポイント・データが使用できない場合には、サーバーはシャットダウンしま
す。 

NNO-00258: 構成データベースから構成をロードできません構成データベースから構成をロードできません構成データベースから構成をロードできません構成データベースから構成をロードできません。。。。
原原原原因因因因 :  構成データベースからサーバーの構成をロードしているときに、エラーが発生し
ました。 詳しい情報がある場合には、このエラーの下に表示されます。 このエラーが発
生すると、サーバーはシャットダウンします。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが稼動しているかどうか、Oracle Network Managerで指定さ
れているデータベース名およびパスワードが正しいかどうかを確認してください。
Oracle Namesサーバーとデータベースの間に SQL*Net接続が可能であるかどうかも確
認してください。チェックポイント・データを使用してサーバーを強制的に起動する場
合には、names.no_region_databaseパラメータを TRUEに設定し、サーバーを起動し
てください。 チェックポイント・データが使用できない場合には、サーバーはシャット
ダウンします。 

NNO-00259: 構成表がインストールされていないか、アクセスできません構成表がインストールされていないか、アクセスできません構成表がインストールされていないか、アクセスできません構成表がインストールされていないか、アクセスできません。。。。 
原原原原因因因因 :  構成データベースが正しくインストールされていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Network Manager とそのデータベースが正しくインストールされて
いるかどうかを確認してください。 

NNO-00260: チェックポイント・ファイチェックポイント・ファイチェックポイント・ファイチェックポイント・ファイルルルル strから構成データをロードしていますから構成データをロードしていますから構成データをロードしていますから構成データをロードしています。。。。 
原原原原因因因因 :  names.no_region_database パラメータを TRUEに設定して、最新の構成チェッ
クポイント・ファイルがサーバーにロードされると、この情報メッセージがログ・ファ
イルに書き込まれます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 
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NNO-00261: 構成チェックポイント・ファイル名を作成できません構成チェックポイント・ファイル名を作成できません構成チェックポイント・ファイル名を作成できません構成チェックポイント・ファイル名を作成できません。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーは、システム依存のファイル名を作成できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 詳細は、 トレースをオン
にして、サーバーを再起動してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラ
クル社カスタマー・サポートに問合せてください。 

NNO-00262: 警警警警告告告告 : チェックポイント・ファイチェックポイント・ファイチェックポイント・ファイチェックポイント・ファイルルルル strに書き込めませんに書き込めませんに書き込めませんに書き込めません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたチェックポイント・ファイルに書き込むことができません。 この問題
は、ファイル・システムの保護設定が原因で発生します。 このエラーは致命的ではあり
ませんが、この場合、チェックポイント・データが作成されません。 構成データベース
が次のサーバー起動時に使用できない場合、チェックポイント・データがないと、
names.no_region_database パラメータを使用して、サーバーを強制的に起動させること
ができません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージに示されたファイルに対する書込み許可がサーバーにあ
るかどうかを確認してください。 

NNO-00263: 構成データベースでエラーが発生しました構成データベースでエラーが発生しました構成データベースでエラーが発生しました構成データベースでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  構成データベースへのアクセス中に、エラーが発生しました。 データベースが使
用できない場合、またはデータベースとの SQL*Net 接続が切断されている場合にも、
このエラーは発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが稼動しているかどうか、Oracle Network Managerで指定さ
れているデータベース名およびパスワードが正しいかどうかを確認してください。
Oracle Namesサーバーとデータベースの間に SQL*Net接続が可能であるかどうかも確
認してください。チェックポイント・データを使用してサーバーを強制的に起動する場
合には、names.no_region_databaseパラメータを TRUEに設定し、サーバーを起動し
てください。 チェックポイント・データが使用できない場合には、サーバーはシャット
ダウンします。 

NNO-00264: 構成データベース問合せがデータを戻しませんでした構成データベース問合せがデータを戻しませんでした構成データベース問合せがデータを戻しませんでした構成データベース問合せがデータを戻しませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  構成データベースからデータをフェッチしようとしましたが、データが見つかり
ませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは、より具体的なエラーの次に示されます。問題の原因は、その
エラーを調べてください。 

NNO-00265: 警警警警告告告告 : チェックポイント・ファイルからデータをロードできませんチェックポイント・ファイルからデータをロードできませんチェックポイント・ファイルからデータをロードできませんチェックポイント・ファイルからデータをロードできません。。。。
原原原原因因因因 :  チェックポイント・データを使用してサーバーを起動しようとしましたが、
チェックポイント・データが読み込めませんでした。 エラー・スタック上のこの後のエ
ラーに、問題についての詳しい説明があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージに示されたファイルが存在するかどうか、そのファイル
に対する読取り許可がサーバーにあるかどうかを確認してください。 

NNO-00266: 構成データベースで文構成データベースで文構成データベースで文構成データベースで文書書書書 :strが見つかりませんが見つかりませんが見つかりませんが見つかりません。。。。
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原原原原因因因因 :  構成データベースからサーバーの構成 IDを取得しようとして 、エラーが発生し
ました。 このエラーは、サーバーが構成データベースにア クセスできない場合に発生し
ます。 このエラーが発生すると、サーバーはシャットダウンします。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが稼動しているかどうか、Oracle Network Managerで指定さ
れているデータベース名およびパスワードが正しいかどうかを確認してください。
Oracle Namesサーバーとデータベースの間に SQL*Net接続が可能であるかどうかも確
認してください。チェックポイント・データを使用してサーバーを強制的に起動したい
場合には、names.no_region_databaseパラメータを TRUEに設定し、サーバーを起動
してください。 チェックポイント・データが使用できない場合には、サーバーはシャッ
トダウンします。 

NNO-00267:警警警警告告告告 : サーバサーバサーバサーバーーーー strに対するデータが構成データベースにありませんに対するデータが構成データベースにありませんに対するデータが構成データベースにありませんに対するデータが構成データベースにありません。。。。 
原原原原因因因因 :  構成データベースに正しく接続できましたが、このサーバー名に関連する構成情
報が見つかりませんでした。 名前は、サーバーの names.ora構成ファイルに指定されて
います。 多くの場合、このエラーはサーバーの構成が Netadminプログラムからエクス
ポートされていないために発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Netadmin プログラムがこの Nameサーバーのサーバー構成をエクスポート
しているかどうかを確認してください。 

NNO-00268: 警警警警告告告告 : 構成データベースは使用されておらず、かわりにチェックポイント構成データベースは使用されておらず、かわりにチェックポイント構成データベースは使用されておらず、かわりにチェックポイント構成データベースは使用されておらず、かわりにチェックポイント・・・・
データが使用されていますデータが使用されていますデータが使用されていますデータが使用されています。。。。 
原原原原因因因因 :  names.no_region_database パラメータを TRUE に設定して構成データベースに
アクセスせずに、チェックポイント・データを使用してサーバーを起動すると、この情
報メッセージが表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

NNO-00269: 構成データベースのバージョン構成データベースのバージョン構成データベースのバージョン構成データベースのバージョンはははは strですが、サーバーにはバージョですが、サーバーにはバージョですが、サーバーにはバージョですが、サーバーにはバージョンンンン strが必が必が必が必
要です要です要です要です。。。。 
原原原原因因因因 :  データベースのバージョンが正しくないため、サーバーは、指定された構成デー
タベースが使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Network Manager 提供の文書変換を実行して、ネットワーク を再度エクス
ポートしてください。 変換ユーティリティは、古い文書を Nameサーバーが認識できる
バージョンにアップグレードします。 

NNO-00270: ORACLEエラーですエラーですエラーですエラーです。。。。 %s str 
原原原原因因因因 :  構成データベースへのアクセス中に Oracleエラーが発生しました。 データベース
が使用できない場合、またはデータベースとの SQL*Net 接続が切断されている場合に
も、このエラーは発生します。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが稼動しているかどうか、Oracle Network Managerで指定さ
れているデータベース名およびパスワードが正しいかどうかを確認してください。
Oracle Namesサーバーとデータベースの間に SQL*Net接続が可能であるかどうかも確
認してください。チェックポイント・データを使用してサーバーを強制的に起動したい
場合には、names.no_region_databaseパラメータを TRUEに設定し、サーバーを起動
してください。 チェックポイント・データが使用できない場合には、サーバーはシャッ
トダウンします。 

NNO-00271: 警警警警告告告告 : names.ora 領域のバージョンは領域のバージョンは領域のバージョンは領域のバージョンは strですが、ネットワーク定義のバージョですが、ネットワーク定義のバージョですが、ネットワーク定義のバージョですが、ネットワーク定義のバージョ
ンはンはンはンは str ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  names.ora の領域記述がネットワーク定義と同期が取れていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネットワーク定義を使用してネーム・サー バーが実行できれば、処置は必要
ありません。 安全のため、ネットワーク定義と一貫性のあるもので names.ora を更新し
ておいてください。 

NNO-00300: リスニング・アドレスが指定されていません。リスニング・アドレスが指定されていません。リスニング・アドレスが指定されていません。リスニング・アドレスが指定されていません。1つ以上必要ですつ以上必要ですつ以上必要ですつ以上必要です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成でリスニング・アドレスが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00304: リスニング・アドレスリスニング・アドレスリスニング・アドレスリスニング・アドレス str の長さの長さの長さの長さ strが最大値が最大値が最大値が最大値 str を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのリスニング・アドレスの中に、長さが内部制限を超えているものがあ
ります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00307: サーバーサーバーサーバーサーバー名名名名 strが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。 
原原原原因因因因 :   サーバーの名前が無効です。名前は、サーバーの names.ora構成ファイルに指定
されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  names.ora の names.server_name パラメータが正しいかど うか確認してく
ださい。 names.ora ファイルは、Oracle Network Managerによって自動的に生成されま
す。管理者は、このファイルを編集できますが、これを行うとエラーが発生する可能性
があります。 ファイルが変更されていない場合には、オラクル社カスタマー・サポート
に連絡してください。 

NNO-00311: リスニング・アドレスのリストが無効ですリスニング・アドレスのリストが無効ですリスニング・アドレスのリストが無効ですリスニング・アドレスのリストが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成に無効なリスニング・アドレスのリストがありました。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00312: リスニング・アドレスリスニング・アドレスリスニング・アドレスリスニング・アドレス str が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成に無効なリスニング・アドレスがありました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00313: サーバーのパスワードの長さサーバーのパスワードの長さサーバーのパスワードの長さサーバーのパスワードの長さ str が最大値が最大値が最大値が最大値 str を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのパスワードの長さが内部制限を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00314:  numからからからから numへトレース・レベルを変更中にエラーが発生し、レベル変更はへトレース・レベルを変更中にエラーが発生し、レベル変更はへトレース・レベルを変更中にエラーが発生し、レベル変更はへトレース・レベルを変更中にエラーが発生し、レベル変更は
無視されました無視されました無視されました無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Names 制御プログラムの要求に応答して、トレース・レベルを変更しよ
うとしたときに、エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 詳細は、 トレースをオン
にして、サーバーを再起動してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラ
クル社カスタマー・サポートに問合せてください。 

NNO-00320: サーバー名パラメータがありませんサーバー名パラメータがありませんサーバー名パラメータがありませんサーバー名パラメータがありません。。。。
原原原原因因因因 :  names.server_name パラメータが見つかりません。 名前は、サーバーの 
names.ora構成ファイルに指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  names.ora の names.server_name パラメータが正しいかど うか確認してく
ださい。 names.ora ファイルは、Oracle Network Managerによって自動的に生成されま
す。管理者は、このファイルを編集できますが、これを行うとエラーが発生する可能性
があります。 ファイルが変更されていない場合には、オラクル社カスタマー・サポート
に連絡してください。 

NNO-00600: 警警警警告告告告 : フォワーダ・カウントフォワーダ・カウントフォワーダ・カウントフォワーダ・カウント num が最大が最大が最大が最大値値値値 num を超えています。最初のを超えています。最初のを超えています。最初のを超えています。最初の num 
がロードされますがロードされますがロードされますがロードされます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、デフォルトのフォワーダが多すぎます。サーバーは、指定さ
れた最大値のフォワーダをロードしますが、残りのフォワーダは無視して処理を継続し
ます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00601: 警警警警告告告告 : フォワーダはありません。フォワーダはありません。フォワーダはありません。フォワーダはありません。DEFAULT-FORWARDERS-ONLYモードは無モードは無モードは無モードは無
視されます視されます視されます視されます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で DEFAULT-FORWARDERS-ONLY モードが使用可能になってい
ましたが、デフォルトのフォワーダがありませんでした。 サーバーは要求を無視し、処
理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 
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NNO-00602: 警警警警告告告告 : フォワーフォワーフォワーフォワーダダダダ :numに無効なアドレスがあります。フォワーダは無視されまに無効なアドレスがあります。フォワーダは無視されまに無効なアドレスがあります。フォワーダは無視されまに無効なアドレスがあります。フォワーダは無視されま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  デフォルト・フォワーダ・リストの中に、アドレスが無効な フォワーダがありま
した。 フォワーダ定義は無視され、サーバーは処理を継続します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00608: 受取ったメッセージが壊れています受取ったメッセージが壊れています受取ったメッセージが壊れています受取ったメッセージが壊れています。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが壊れたメッセージを受け取りました。 要求は無視されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一時的なネットワーク問題により、要求が壊れています。 壊れたメッセージ
を多く受取った場合には、トレースをオンにして、詳しい情報を入手してください。 エ
ラーが解決しない場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

NNO-00609: 警警警警告告告告 : フォワーダフォワーダフォワーダフォワーダ num のアドレスの長のアドレスの長のアドレスの長のアドレスの長ささささ num  が最大値が最大値が最大値が最大値 num を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
このアドレスは無視されますこのアドレスは無視されますこのアドレスは無視されますこのアドレスは無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、アドレスの長さが内部制限を超えているフォワーダが見つか
りました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00610: 名名名名前前前前 strを含む別名でループが発生している可能性がありますを含む別名でループが発生している可能性がありますを含む別名でループが発生している可能性がありますを含む別名でループが発生している可能性があります。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーは、指定された名前を含む別名ループを検出しまし た。 ある別名 "X" が
別の別名 "Y"を指していて、それがアドレスや他のネーム・・サーバーのデータではな
く、"X"  を指 していると、別名ループが発生します。 このループには複数のホップが含
ま れている場合もありますが、基本的には同じです。 管理者がネットワーク・データの
入力を間違えたり、ある管理領域の別名が他の管理領域のデータを指している場合に、
ループが発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Names 制御プログラムを使用して、指定された名前 を問合せてくだ
さい。 制御プログラムは別名パスを記述するので、この情報を使用して、正しくない名
前と間違ったデータのある管理領域を探してください。 

NNO-00622: 警警警警告告告告 : 名名名名前前前前 :strの自動リフレッシュの失敗が多すぎます。問合せは時間切れでの自動リフレッシュの失敗が多すぎます。問合せは時間切れでの自動リフレッシュの失敗が多すぎます。問合せは時間切れでの自動リフレッシュの失敗が多すぎます。問合せは時間切れで
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  自動リフレッシュ問合せが発行されて、連続して 3日間エラーが戻されると、自
動リフレッシュ・キューから問合せが削除され、警告がログに書き込まれます。 この問
合せは、Oracle Names 制御プログラムから再起動することができます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの前に出された数値の警告が、失敗した問合せを示していま
す。 Oracle Names 制御プログラムを使用して、失敗した問合せを調べてください。 問合
せを要求されたサーバーが稼動しているかどうか、問合せを発行したサーバーと要求さ
れたサーバーの間でネットワーク接続が確立しているかどうかを確認してください。
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NNO-00626: DEFAULT-FORWARDERS-ONLYモードを使用可能にできません。デフォルモードを使用可能にできません。デフォルモードを使用可能にできません。デフォルモードを使用可能にできません。デフォル
トのフォワーダがありませんトのフォワーダがありませんトのフォワーダがありませんトのフォワーダがありません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Names 制御プログラムが、DEFAULT FORWARDERS-ONLYモードを使
用可能にするために要求を発行しましたが、サーバーにデフォルトのフォワーダがない
ため、要求は無視されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

NNO-00629: 警警警警告告告告 : フォワーダ・リストが無効です。デフォルト・フォワーダがロードされフォワーダ・リストが無効です。デフォルト・フォワーダがロードされフォワーダ・リストが無効です。デフォルト・フォワーダがロードされフォワーダ・リストが無効です。デフォルト・フォワーダがロードされ
ていませんていませんていませんていません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成に無効なフォワーダ記述リストがありました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00631: 警警警警告告告告 : フォワーダフォワーダフォワーダフォワーダ num に無効な名前に無効な名前に無効な名前に無効な名前 str がありました。フォワーダは無視されがありました。フォワーダは無視されがありました。フォワーダは無視されがありました。フォワーダは無視され
ますますますます。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、サーバー名が無効なフォワーダ記述がありました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00632: 警警警警告告告告 : フォワーフォワーフォワーフォワーダダダダ :numのアドレスがありません。フォワーダは無視されますのアドレスがありません。フォワーダは無視されますのアドレスがありません。フォワーダは無視されますのアドレスがありません。フォワーダは無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの構成で、アドレスのないフォワーダ記述がありました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00633: サーバーサーバーサーバーサーバー strを含む致命的な委任ループが発生していますを含む致命的な委任ループが発生していますを含む致命的な委任ループが発生していますを含む致命的な委任ループが発生しています。。。。 
原原原原因因因因 :  要求の先送り中に、致命的な委任ループが検出されました。 サーバーのトポロ
ジ・データで要求自身への先送りが指定されていると、 ループが発生します。 このエ
ラーが発生すると、サーバーはすぐにシャットダウンします。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 詳細は、 トレースをオン
にして、サーバーを再起動してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラ
クル社カスタマー・サポートに問合せてください。 

NNO-00634: 認証認証認証認証名名名名 strを受け取りましたが、すでに認証がありますを受け取りましたが、すでに認証がありますを受け取りましたが、すでに認証がありますを受け取りましたが、すでに認証があります。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバー "X" が別のサーバー "Y" から認証データを受取りましたが、サーバー
"X"  は、 そのデータの認証をすでに持っていました。 サーバー "X " が要求されたデータ
の認証を持っている場合には、要求を別のサーバーに先送りしないので、このような状
況は発生しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 詳細は、 トレースをオン
にして、サーバーを再起動してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラ
クル社カスタマー・サポートに問合せてください。 

NNO-00635: 警警警警告告告告 : 重複したフォワー重複したフォワー重複したフォワー重複したフォワーダダダダ :strを無視しますを無視しますを無視しますを無視します。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーのデフォルト・フォワーダ・リストに重複したサーバーが見つかりまし
た。重複は無視され、サーバーは処理を継続します。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 オラクル社カスタマー・
サポートに連絡してください。 

NNO-00700: 警警警警告告告告 : キャッシュ・チェックポイントができません。キャッシュ・チェックポイントができません。キャッシュ・チェックポイントができません。キャッシュ・チェックポイントができません。num秒後に再試行します秒後に再試行します秒後に再試行します秒後に再試行します。。。。
原原原原因因因因 :  通常の定期的なキャッシュ・チェックポイントができません。キャッシュ・
チェックポイント・ファイルに書込めない可能性があります。 サーバーの起動時に、
キャッシュ・チェックポイント・ファイルの名前が情報メッセージとして示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キャッシュ・チェックポイント・ファイルに対する書込み許可がサーバーに
あり、ファイルに書込むのに十分なディスク容量があるかどうかを確認してください。 

NNO-00701: 警警警警告告告告 : チェックポイント・ファイル名を作成できません。チェックポイントはチェックポイント・ファイル名を作成できません。チェックポイントはチェックポイント・ファイル名を作成できません。チェックポイントはチェックポイント・ファイル名を作成できません。チェックポイントは
使用不可です使用不可です使用不可です使用不可です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーは、システム依存のファイル名を作成できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーは、通常ユーザーには表示されません。 詳細は、 トレースをオン
にして、サーバーを再起動してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラ
クル社カスタマー・サポートに問合せてください。 

NNO-00705: 警警警警告告告告 : チェックポイント・ファイチェックポイント・ファイチェックポイント・ファイチェックポイント・ファイルルルル :strをオープンできません。使用不可ですをオープンできません。使用不可ですをオープンできません。使用不可ですをオープンできません。使用不可です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたチェックポイント・ファイルがオープンできないため、書込めませ
ん。 この問題は、ファイル・システムの保護設定が原因で発生します。 このエラーは致
命的ではありませんが、この場合、キャッシュはチェックポイントされません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージに示されたファイルに対する書込み許可がサーバーにあ
るかどうかを確認してください。 

NNO-00709: キャッシュ・チェックポイント・ファイキャッシュ・チェックポイント・ファイキャッシュ・チェックポイント・ファイキャッシュ・チェックポイント・ファイルルルル strの削除が失敗しましたの削除が失敗しましたの削除が失敗しましたの削除が失敗しました。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーがキャッシュのフラッシュ (キャッシュ・チェックポイント・ファイル
の削除 )を試みました。 ファイルの削除に失敗しましたが、キャッシュ・フラッシュの
残りの処理が行われま した。 後続のエラーに、削除に失敗した理由が示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キャッシュ・フラッシュ操作の後にキャッシュ・チェックポイント操作 (こ
の操作でファイルが 再作成されます )を行わずに、再度キャッシュ・フラッシュを行う
と、このエラーが発生します。 最初にキャッシュ・ファイルが削除されるので、次の操
作で削除しようとす るとエラーが発生します。 このような場合、致命的なエラーではな
いので、 メッセージを無視してもかまいません。 ただし、サーバーにファイルの削除許
可がないためにエラーが発生している場合には、サーバーがファイルを削除できるよう
にファイル・システムの許可を変更してください。 

NNO-00712: 警警警警告告告告 : グループグループグループグループ str のキャッシュ・チェックポイントが失敗しましたのキャッシュ・チェックポイントが失敗しましたのキャッシュ・チェックポイントが失敗しましたのキャッシュ・チェックポイントが失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  通常の定期的なキャッシュ・チェックポイントができません。キャッシュ・
チェックポイント・ファイルに書込めない可能性があります。 サーバーの起動時に、
キャッシュ・チェックポイント・ファイルの名前が情報メッセージとして示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解決方法 : キャッシュ・チェックポイント・ファイルに対する書込み許可が
サーバーにあり、ファイルに書込むのに十分なディスク容量があるかどうかを確認して
ください。 
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ネーム・サーバー・ネットワークのプレゼン

テーション層 メッセージ

ネーム・サーバー・ネットワークのプレゼンテー ション層 : 
NPL-00400～ NPL-00420

NPL-00410: 入力され入力され入力され入力されたたたた ASN.1値が大きすぎ値が大きすぎ値が大きすぎ値が大きすぎてててて (str 8進進進進 )ローカルにローカルにローカルにローカルに格納できません格納できません格納できません格納できません。。。。
原原原原因因因因 :  構造が大きすぎるため ASN.1プロトコル・エンジンは ASN.1構造を変換してホ
ストに表示することができません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 

NPL-00411: 入力され入力され入力され入力されたたたた ASN.1 NULLコード化でゼロでない長コード化でゼロでない長コード化でゼロでない長コード化でゼロでない長ささささ :strがありますがありますがありますがあります。。。。 
原原原原因因因因 :  ASN.1プロトコル・エンジンは不正なASN.1構造を受信しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 

NPL-00412: 入力され入力され入力され入力されたたたた ASN.1 BOOLEANコード化で長コード化で長コード化で長コード化で長ささささ :strが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  ASN.1プロトコル・エンジンは不正なASN.1構造を受信しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 

NPL-00413: 入力され入力され入力され入力されたたたた ASN.1コード化の長さコード化の長さコード化の長さコード化の長さがががが strです。です。です。です。strが使用できる最大長ですが使用できる最大長ですが使用できる最大長ですが使用できる最大長です。。。。 
原原原原因因因因 :  ASN.1プロトコル・エンジンは処理するには大きすぎる不正なASN.1構造を受
信しました。 
セージ 13-1



ネーム・サーバー・ネットワークのプレゼンテー ション層 : NPL-00400～ NPL-00420
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 

NPL-00414: 入力され入力され入力され入力されたたたた ASN.1タイプ・タグが最大タイプ・タグが最大タイプ・タグが最大タイプ・タグが最大のののの 16383を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。 
原原原原因因因因 :  ASN.1プロトコル・エンジンは不正なASN.1構造を受信しまし た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 

NPL-00415: サポートされていなサポートされていなサポートされていなサポートされていないいいい ASN.1 INDEFINITE-LENGTHコーコーコーコードドドド化を受信しまし化を受信しまし化を受信しまし化を受信しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  ASN.1プロトコル・エンジンは実装がサポートされていないため処理できない
ASN.1コード化を受信しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 

NPL-00416: 無効無効無効無効なななな ASN.1コード化コード化コード化コード化長長長長 :strを受信しましたを受信しましたを受信しましたを受信しました。。。。
原原原原因因因因 :  ASN.1プロトコル・エンジンは不正なASN.1構造を受信しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 

NPL-00417: 最最最最長長長長 :strより大きより大きより大きより大きいいいい ASN.1長長長長 (8進進進進 )を受信しましたを受信しましたを受信しましたを受信しました。。。。 
原原原原因因因因 :  ASN.1プロトコル・エンジンは実装がサポートされていないため処理できない
ASN.1コード化を受信しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 

NPL-00418: 無効な形式無効な形式無効な形式無効な形式のののの ASN.1オブジェクト識別子を受信しオブジェクト識別子を受信しオブジェクト識別子を受信しオブジェクト識別子を受信しまままましたしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  ASN.1プロトコル・エンジンは不正なASN.1構造を受信しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 

NPL-00419: 副識別子が大きすぎ副識別子が大きすぎ副識別子が大きすぎ副識別子が大きすぎるるるる ASN.1オブジェクト識別子オブジェクト識別子オブジェクト識別子オブジェクト識別子をををを受信しました受信しました受信しました受信しました。。。。
原原原原因因因因 :  ASN.1プロトコル・エンジンは実装がサポートされていないため処理できない
ASN.1コード化を受信しました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 

NPL-00420: 副識別子副識別子副識別子副識別子がががが 256より大きより大きより大きより大きいいいい ASN.1オブジェクト識別子を受信しましたオブジェクト識別子を受信しましたオブジェクト識別子を受信しましたオブジェクト識別子を受信しました。。。。
原原原原因因因因 :  ASN.1プロトコル・エンジンは実装がサポートされていないため処理できない
ASN.1コード化を受信しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常はユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、失敗
した操作をやり直してください。 それでもエラーが繰り返される場合は、オラクル社技
術サポートに問合せてください。 
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オブジェクト型トランスレータ・メッセージ

この章では、オブジェクト型トランスレータで出力されるメッセージを記載しています。 
メッセージを生成するイベントの考えられる原因と、推奨される対処措置についても説明し
ます。

エラー・コードは、接頭辞、および重要度コード、順序番号から構成されます。 接頭辞 O2
は、オブジェクト型トランスレータが発行したエラーであることを示します。 その他の文字
はエラーがインタフェースまたはファイル読込み、解析解除によって発生したことを示して
います。

  

重大度コードは 4つあり、その意味は次の表のとおりです。

  

接頭辞 意味 

O2I インタフェース・エラー

O2F ファイルの読込みエラー

O2U 解析解除エラー

コード 意味 

W 警告 － エラーですが、コンパイル可能な出力ファイルが作成されました。

S 重大なエラー。エラーを無視して出力ファイルを作成します。 しかし、正し
く作成されなかった可能性があります。

F 致命的なエラー － ユーザー・エラー、内部問題のため、あるいはメモリーな
どのリソースが使用不能であったり、不足しているため、出力ファイルが作
成されませんでした。
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オブジェクト型トランスレータ初期化メッセージ
O2I-00101: USERIDパラメータの値が無効ですパラメータの値が無効ですパラメータの値が無効ですパラメータの値が無効です。。。。

原原原原因因因因 :  USERIDパラメータに入力された値は、無効な <ユーザー名 >/<パスワード
>[@<データベース名 >]文字列です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースの接続時に使用する USERIDオプションは、<ユーザー名 >/<
パスワード > または <ユーザー名 >/<パスワード >@<データベース名 >の正しい組合
せに設定してください。 OPS$アカウントを持っている場合は USERIDオプションを省
略できます。その場合 OTTは、OPS$<ユーザー名 >のユーザー IDを 使用してデータ
ベースに接続します。 USERIDオプションは、コマンド行または configファイルでも指
定できます。

O2I-00102: Oracleに接続できませんに接続できませんに接続できませんに接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  OTTが与えられたユーザー名、およびパスワード、場合によ ってはデータベー
ス・リンクで Oracleに接続できませんでした。 USERIDオプション値が誤っています。
または、USERIDが入力されていない場合は、ユーザー IDの OPS$<ユーザー名 >が受
け入れられません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行のユーザー名およびパスワードが正しいかどうかを確認してください。 
Oracleに接続する別のプログラムを実行し、そのユーザー名とパスワードを使って接続
できるかどうかを検証してください。

O2I-00103: INTYPEファイルで、同ファイルで、同ファイルで、同ファイルで、同じじじじ HFILEファイルファイルファイルファイルをををを 2つのファイル名で参照していまつのファイル名で参照していまつのファイル名で参照していまつのファイル名で参照していま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  同じ HFILEファイルを参照するのに 2つの異なるファイル名が INTYPEファイ
ルで使用されているか、または同じ HFILEファイルを参照するのにコマンド行と
INTYPEファイルで異なるファイル名が使用されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  HFILEファイルは一貫して同じファイル名で参照してください。

O2I-00110: OTTのコンポーネンのコンポーネンのコンポーネンのコンポーネントトトト O2Iで内部エラーが発生しましたで内部エラーが発生しましたで内部エラーが発生しましたで内部エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部 OTTエラーが OTTのコンポーネント O2Iで発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

O2I-00111: メモリーを割り当てられませんメモリーを割り当てられませんメモリーを割り当てられませんメモリーを割り当てられません。。。。
原原原原因因因因 :  OTTはメモリーの割当てができませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

O2I-00112: HFILEファイルに書込みできませんファイルに書込みできませんファイルに書込みできませんファイルに書込みできません。。。。
原原原原因因因因 :  HFILEファイルに書込み中に、オペレーティング・システムにエラーが発生しま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システムのファイル書込み許可を持っていることを確認
してください。 また、使用可能なディスク領域があることを確認してください。
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O2I-00113: HFILEファイルが指定されていませんファイルが指定されていませんファイルが指定されていませんファイルが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  OTTによって生成される C宣言の書き込み先の HFILEファイルが指定されてい
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行または CONFIGファイルでグローバルなHFILEオプションを指
定してください。型を記述する INTYPEファイルのエントリで別の HFILEを指定する
ことによって、 特定の型に別の HFILEを選択している可能性があります。  INTYPEファ
イルの各エントリで HFILEを指定しており、HFILEのすべての型がそこに記述されて
いる型の宣言しか必要としない場合、 グローバルな HFILEオプションは省略できます。
OTTの前の起動で生成された INTYPEファイルはこれらの条件を満たしています。

O2I-00114: HFILEファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された HFILEのファイル名は構文的に正しくありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  HFILEファイル名の綴りが正しいことを確認してください。

O2I-00115: HFILEファイルのオープン中にエラーが発生しましたファイルのオープン中にエラーが発生しましたファイルのオープン中にエラーが発生しましたファイルのオープン中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  書込み用の HFILEファイルをオープン中に、オペレーティング・システムにエ
ラーが発生しました。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  HFILEファイル名の綴りが正しいことを確認してください。 HFILEを作成ま
たは更新できるか試し、ファイルへの書込みアクセス権があることを確認してくださ
い。

O2I-00116: HFILEファイルをクローズできませんファイルをクローズできませんファイルをクローズできませんファイルをクローズできません。。。。
原原原原因因因因 :  HFILEファイルをクローズ中に、オペレーティング・システムにエラーが発生し
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  HFILEを作成または更新できるか試し、ファイルにアクセスできることを確
認してください。

O2I-00117: 内部エラーです。コンポーネン内部エラーです。コンポーネン内部エラーです。コンポーネン内部エラーです。コンポーネントトトト O2Uのメッセージ・ファイルがありませんのメッセージ・ファイルがありませんのメッセージ・ファイルがありませんのメッセージ・ファイルがありません。。。。 
原原原原因因因因 :  内部 OTTコンポーネント O2U用のメッセージ・ファイルが見つかりません。 
OTTが正しくインストールされていない可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

O2I-00118: ユーザー定義のこの型はデータベース内で見つかりませんユーザー定義のこの型はデータベース内で見つかりませんユーザー定義のこの型はデータベース内で見つかりませんユーザー定義のこの型はデータベース内で見つかりません。。。。 
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルで指定されたユーザー定義型がデータベース内で見つかりませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  型の名前の綴りが正しいことを確認してください。 この型が実際にデータ
ベースで宣言されていることを確認してください。

O2I-00119: サブシステムで警告が報告されました。サブシステムで警告が報告されました。サブシステムで警告が報告されました。サブシステムで警告が報告されました。:¥n
原原原原因因因因 :  OTTによって起動されたサブシステムで警告が報告されました。 その警告は「サ
ブシステムで報告された警告」メッセージのすぐ後に続いて表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サブシステムから報告された警告から、その原因を調べてください。
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O2I-00120: サブシステムでエラーが報告されました。サブシステムでエラーが報告されました。サブシステムでエラーが報告されました。サブシステムでエラーが報告されました。:¥n 
原原原原因因因因 :  OTTによって起動されたサブシステムでエラーが報告されました。 そのエラーは
「サブシステムで報告されたエラー」メッセージのすぐ後に表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サブシステムから報告されたエラー・メッセージから、その原因を調べてく
ださい。

O2I-00121: CODEオプションに対する値が指定されていませんオプションに対する値が指定されていませんオプションに対する値が指定されていませんオプションに対する値が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行または構成ファイルに、必要な CODEオプションが指定されていま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行または構成ファイルで CODEオプションを指定してください。 現
在、CODEオプションの値は CODE=ANSI_C、CODE=KR_C、CODE=Cがサポートさ
れています。

O2I-00122: INITFILEファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された INITFILEファイル名は構文的に正しくありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INITFILEファイル名の綴りが正しいことを確認してください。

O2I-00123: INITFILEファイルをクローズできませんファイルをクローズできませんファイルをクローズできませんファイルをクローズできません。。。。
原原原原因因因因 :  INITFILEファイルをクローズ中に、オペレーティング・システムにエラーが発
生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エディタで INITFILEファイルをオープンできるか試し、ファイルにアクセ
スできることを確認してください。

O2I-00124: 書込み用書込み用書込み用書込み用のののの INITFILEファイルをオープン中にエラーが発生しましたファイルをオープン中にエラーが発生しましたファイルをオープン中にエラーが発生しましたファイルをオープン中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  書込み用の INITFILEファイルをオープン中に、オペレーティング・システムに
エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INITFILEファイル名の綴りが正しいことを確認してください。 INITFILEを
作成または更新できるか試し、ファイルへの書込みアクセス権があることを確認してく
ださい。

O2I-00125: INITFILEファイルへの書込み中にエラーが発生しましたファイルへの書込み中にエラーが発生しましたファイルへの書込み中にエラーが発生しましたファイルへの書込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  INITFILEファイルへの書込み中に、オペレーティング・システムにエラーが発
生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システムのファイル書込み許可を持っていることを確認
してください。 また、使用可能なディスク領域があることを確認してください。

O2I-00126: SCHEMA_NAMES=FROM_INTYPEの場合の場合の場合の場合はははは INTYPEファイルを指定する必ファイルを指定する必ファイルを指定する必ファイルを指定する必
要があります要があります要があります要があります。。。。 
原原原原因因因因 :  スキーマ名を INTYPEファイルの指定どおりに OUTTYPEファイル に書込むこ
とが SCHEMA_NAMES=FROM_INTYPEオプションで要求されました。 しかし、
INTYPEファイルが指定されていません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTYPE ファイルの名前を指定するか、SCHEMA_NAMES オプション 
ALWAYS または IF_NEEDED を指定してください。

O2I-00127: 無効無効無効無効なななな INITFUNC名名名名
原原原原因因因因 :  INITFUNC関数の名前が Cまたは C++の有効な識別子ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INITFUNC関数の名前を Cまたは C++の有効な識別子に変更してくださ
い。この名前は INTYPEファイル内で与えられるか、コマンド・ライン上で与えられる
か、あるいは INITFILE名から導出されます 。

O2I-00128: Javaファイルに書き込みできませんファイルに書き込みできませんファイルに書き込みできませんファイルに書き込みできません。。。。
原原原原因因因因 :   Javaソース・ファイルに書き込み中に、オペレーティング・システムにエラー
が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システムのファイル書込み許可を持っていることを確認
してください。  また、使用可能なディスク領域があることを確認してください。

O2I-00129: Javaファイルが指定されていませんファイルが指定されていませんファイルが指定されていませんファイルが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  OTTによって生成される Java宣言を書き込むファイルが指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Javaファイルはそれを宣言したクラスの名前に基づいて命名されるので、こ
のメッセージが表示されることはありません。オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。

O2I-00130: Javaファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :   構文が正しくない Javaファイル名が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   Javaファイル名のスペルが正しいことを確認してください。

O2I-00131: Javaファイルのオープン中にエラーが生じましたファイルのオープン中にエラーが生じましたファイルのオープン中にエラーが生じましたファイルのオープン中にエラーが生じました。。。。 
原原原原因因因因 :   書込み用の Javaファイルのオープン中に、オペレーティング・システムにエ
ラーが発生しました 。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名のスペルが正しいことを確認してください。ファイルを作成また
は更新できるかを試し、ファイルへの書込みアクセス権があることを確認してくださ
い。

O2I-00132: Javaファイルをクローズすることができませんファイルをクローズすることができませんファイルをクローズすることができませんファイルをクローズすることができません。。。。 
原原原原因因因因 :   Javaファイルをクローズ中に、オペレーティング・システムにエラーが発生し
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   Javaファイルを作成または更新できるかを試し、ファイルにアクセスでき
るかどうかを確認してください。

O2I-00133: メッセージが表示されないエラーが発生しましたメッセージが表示されないエラーが発生しましたメッセージが表示されないエラーが発生しましたメッセージが表示されないエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  このエラーの原因は報告されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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00210

O2U-00200: OTTの機の機の機の機能能能能 O2Uで内部エラーが発生しましたで内部エラーが発生しましたで内部エラーが発生しましたで内部エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  OTTの O2U機能で内部 OTTエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

O2U-00201: 関関関関数数数数 o2upt()への引数がへの引数がへの引数がへの引数が正正正正しくありませんしくありませんしくありませんしくありません。。。。
原原原原因因因因 :  関数 o2upt()へ無効な引数が渡されました。 これはエンド・ユーザーには通常発
行されない内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

O2U-00202: 無効なデータが関数に渡されました無効なデータが関数に渡されました無効なデータが関数に渡されました無効なデータが関数に渡されました。。。。
原原原原因因因因 :  無効な値を持つ引数が関数 o2upt()に渡されました。 これはエンド・ユーザーに
は通常発行されない内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

O2U-00203: 宣言される型はオブジェクト型か名前付きコレクション型でなければなりませ宣言される型はオブジェクト型か名前付きコレクション型でなければなりませ宣言される型はオブジェクト型か名前付きコレクション型でなければなりませ宣言される型はオブジェクト型か名前付きコレクション型でなければなりませ
んんんん。。。。 
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルで指定された型はオブジェクト型でも名前付きコレクション型
でもありません。 OTTではこれらの型の宣言しか生成できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OTT にビルトイン型を宣言するように要求しないでください。 この型は事前
定義済みであるため、宣言は必要ありません。 この型の宣言の生成を OTTに要求しない
でください。

O2U-00204: データベースのキャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに変データベースのキャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに変データベースのキャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに変データベースのキャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに変
換できません換できません換できません換できません。。。。
原原原原因因因因 :  型または属性、メソッドの名前が、OTTの起動時に有効であったクライアントの
キャラクタ・セットから、コンパイラのキャラクタ・セット（一般的には ASCIIまたは
EBCDIC）に変換できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前は最初にデータベースのキャラクタ・セットからクライアントのキャラ
クタ・セットへ 変換され、次にクライアントのキャラクタ・セットからコンパイラの
キャラクタ・セットへ 変換されます。 クライアントのキャラクタ・セットはプラット
フォームに依存した方法で指定されます（UNIXプラットフォームでは、クライアント
の キャラクタ・セットは環境変数 NLS_LANGを設定することによって指定されます）。 
INTYPEファイルのキャラクタ・セットを含み、かつコンパイラのキャラクタ・セット
に変換できるクライアントの キャラクタ・セットを使用してください。 データベースの
キャラクタ・セットはそのようなキャラクタ・セットの 1つです。 クライアントのキャ
ラクタ・セットに正常に変換できなかったデータベース・オブジェクトの名前について
は、INTYPEファイルでシノニムを指定してください。
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O2U-00205: 型名に正当な識別子の文字がありません型名に正当な識別子の文字がありません型名に正当な識別子の文字がありません型名に正当な識別子の文字がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー定義型の名前として使用されている文字はすべて、英文字やアンダース
コアなど Cまたは C++の識別子の開始文字に変換できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTYPEファイルの型名については明示的な変換を指定してください。

O2U-00206: 型名の文字で不正な識別子の文字があります型名の文字で不正な識別子の文字があります型名の文字で不正な識別子の文字があります型名の文字で不正な識別子の文字があります。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー定義型の名前で 1つ以上の文字が、英文字、アンダースコア、数字など
Cまたは C++の 識別子で使用される文字に変換できません。 変換できない文字はアン
ダースコアに置き換えられました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変換された型名にアンダースコアを追加して使用するか、INTYPEファイル
の型名に対して明示的な変換を指定してください。

O2U-00207: 属性名に正当な識別子の文字がありません属性名に正当な識別子の文字がありません属性名に正当な識別子の文字がありません属性名に正当な識別子の文字がありません。。。。
原原原原因因因因 :  型の属性名の文字は、英文字やアンダースコアなど Cまたは C++の識別子の開
始文字に変換できません。 影響を受けた属性を確認するには、この型に対して生成され
た宣言で明らかに不正なデータ・メンバー名がないか調べてください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTYPEファイルで属性名に対して明示的な変換を指定してください。

O2U-00208: 1つ以上の属性名に不正な識別子の文字が含まれていますつ以上の属性名に不正な識別子の文字が含まれていますつ以上の属性名に不正な識別子の文字が含まれていますつ以上の属性名に不正な識別子の文字が含まれています。。。。
原原原原因因因因 :  Cまたは C++の有効な識別子の文字に変換できない文字が属性名に 1つ以上含
まれている場合、変換できない文字はアンダースコアに置き換えられます。 この型はこ
のような属性を 1つ以上含みます。 影響を受けた属性を確認するには、この型に対して
生成された宣言で、元の属性名にない余分なアンダースコアを含むデータ・メンバー名
がないか調べてください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要であれば、余分なアンダースコアのあるデータ・メンバー名を使用する
ことができます。また、INTYPE ファイルで影響のある属性名の明示的な変換を指定す
ることもできます。

O2U-00209: 変換する属性名または関数名が見つかりません変換する属性名または関数名が見つかりません変換する属性名または関数名が見つかりません変換する属性名または関数名が見つかりません。。。。 
原原原原因因因因 :  変換が要求されたこの名前は、現在の型の属性名または関数名ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前の綴りが正しく、現在の型で定義された属性名または関数名であること
を確認してください。

O2U-00210: メモリーを割り当てられませんメモリーを割り当てられませんメモリーを割り当てられませんメモリーを割り当てられません。。。。
原原原原因因因因 :  OTTはメモリーの割当てができませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

オブジェクト型トランスレータ型ファイル・メッセージ : 00301
～ 00326

O2F-00301: INTYPEファイルからの読込み試行中にエラーが発生しましたファイルからの読込み試行中にエラーが発生しましたファイルからの読込み試行中にエラーが発生しましたファイルからの読込み試行中にエラーが発生しました。。。。
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原原原原因因因因 :  INTYPEファイルからの読込み試行中に、オペレーティング・システムにエラー
が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エディタで INTYPEファイルをオープンできるか試し、ファイルにアクセス
できることを確認してください。

O2F-00302: メモリーを割り当てられませんメモリーを割り当てられませんメモリーを割り当てられませんメモリーを割り当てられません。。。。
原原原原因因因因 :  OTTはメモリーの割当てができませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

O2F-00303: INTYPEファイルが指定されていませんファイルが指定されていませんファイルが指定されていませんファイルが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  必須オプションの INTYPEが指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OTTが変換する型の名前を含むファイルの名前に INTYPEオプションを設
定してください。 INTYPEオプションはコマンド行または CONFIGファイルでも指定で
きます。

O2F-00304: INTYPEファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された INTYPEファイル名は構文的に正しくありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTYPEファイル名の綴りが正しいことを確認してください。

O2F-00305: 読込み用読込み用読込み用読込み用のののの INTYPEファイルのオープン中に、エラーが発生しましたファイルのオープン中に、エラーが発生しましたファイルのオープン中に、エラーが発生しましたファイルのオープン中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルのオープン中に、オペレーティング・システムにエラーが発生
しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTYPEファイルのファイル名の綴りが正しいことを確認してください。 エ
ディタで INTYPEファイルをオープンできるか試し、ファイルへのアクセス権があるこ
とを確認してください。

O2F-00306: INTYPEファイルをクローズできませんファイルをクローズできませんファイルをクローズできませんファイルをクローズできません。。。。
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルをクローズしようとした時に、オペレーティング・システムに
エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エディタで INTYPEファイルをオープンできるか試し、ファイルにアクセス
できることを確認してください。

O2F-00307: INTYPEファイルを読み込めませんファイルを読み込めませんファイルを読み込めませんファイルを読み込めません。。。。
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルの最初のトークンが読み込めませんでした。 INTYPEファイル
から読み込もうとしたときに、オペレーティング・システム・エラーが発生したか、ま
たは INTYPEファイルの行がすべて空白行またはコメント行です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エディタで INTYPEファイルをオープンできるか試し、ファイルにアクセス
できることを確認してください。 INTYPEファイルに 1つ以上の型指定が含まれている
ことを確認してください。

O2F-00308: INTYPEファイルに型指定がありませんファイルに型指定がありませんファイルに型指定がありませんファイルに型指定がありません。。。。
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原原原原因因因因 :  INTYPEファイルに型指定がないか、または前に報告されたエラーが原因で、最
初の型指定を読み込むことができません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  前に報告されたエラーをすべて修正してください。 INTYPEファイルに 1つ
以上の型指定があることを確認してください。

O2F-00309: ユーザー定義型の名前が無効か、または指定されていませんユーザー定義型の名前が無効か、または指定されていませんユーザー定義型の名前が無効か、または指定されていませんユーザー定義型の名前が無効か、または指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー定義型の名前は、型指定の先頭にあるキーワード TYPEに続けて指定す
ることになっています。 有効な型名が見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文上、型指定が正しいかどうか、型名の綴りが正しいかどうかを確認して
ください。

O2F-00310: 識別子名が無効か、または指定されていません識別子名が無効か、または指定されていません識別子名が無効か、または指定されていません識別子名が無効か、または指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ASの後ろに Cまたは C++の有効な識別子が必要ですが、それが見つかりませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数字で始まらず、英文字、数字、アンダースコアからなる Cまたは C++の
有効な識別子を使用してください。

O2F-00311: ファイル名が無効か、または指定されていませんファイル名が無効か、または指定されていませんファイル名が無効か、または指定されていませんファイル名が無効か、または指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  有効なファイル名が必要ですが、それが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TYPEファイル構文が正しいことを確認してください。 正しいファイル名を
使用してください。

O2F-00312: 型バージョンの文字列が無効か、または指定されていません型バージョンの文字列が無効か、または指定されていません型バージョンの文字列が無効か、または指定されていません型バージョンの文字列が無効か、または指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  型バージョン名が必要ですが、それが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TYPEファイル構文が正しいことを確認してください。 正しいバージョン名
を使用してください。

O2F-00313: 属性名が無効か、または指定されていません属性名が無効か、または指定されていません属性名が無効か、または指定されていません属性名が無効か、または指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  INTYPEファイル内に属性名が必要ですが、それが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TYPEファイル構文が正しいことを確認してください。 正しい属性名を使用
してください。

O2F-00314: INTYPEファイルファイルファイルファイルにににに ASがありませんがありませんがありませんがありません。。。。
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルの構文は不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TYPEファイル構文が正しいことを確認してください。

O2F-00315: 型の属性が型指定型の属性が型指定型の属性が型指定型の属性が型指定にににに 2回記述されています回記述されています回記述されています回記述されています。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー定義型の属性が INTYPEファイルの型指定に 2回記述されています。 2
番目の指定は無視されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  いずれかの属性を削除してください。
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O2F-00316: 型指定の最後で予期せぬトークンが検出されました型指定の最後で予期せぬトークンが検出されました型指定の最後で予期せぬトークンが検出されました型指定の最後で予期せぬトークンが検出されました。。。。 
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルに構文エラーがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  マニュアルを参照して、INTYPEファイルの型指定が構文的に正しいことを
確認してください。

O2F-00317: 書込み用書込み用書込み用書込み用のののの ERRTYPEのオープン中に、エラーが発生しましたのオープン中に、エラーが発生しましたのオープン中に、エラーが発生しましたのオープン中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  書込み用の ERRTYPEファイルのオープン中に、オペレーティング・システムに
エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ERRTYPEファイル名の綴りが正しいことを確認してください。 ERRTYPE
ファイルの作成または更新ができるか試し、ファイルへの書込みアクセス権があること
を確認してください。

O2F-00318: OUTTYPEファイルへの書込み中に、エラーが発生しましたファイルへの書込み中に、エラーが発生しましたファイルへの書込み中に、エラーが発生しましたファイルへの書込み中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  OUTTYPEファイルへの書込み中に、オペレーティング・システムにエラーが発
生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システムのファイル書込み許可を持っていることを確認
してください。 また、使用可能なディスク領域があることを確認してください。

O2F-00319: OUTTYPEファイルが指定されていませんファイルが指定されていませんファイルが指定されていませんファイルが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  必須オプションの OUTTYPEが指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OTTによって生成された TYPEファイルの書込み先のファイル名を
OUTTYPEオプションに設定してください。 OUTTYPEオプションはコマンド行または
CONFIGファイルでも指定できます。

O2F-00320: OUTTYPEファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された OUTTYPEファイル名は構文的に正しくありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OUTTYPEファイル名の綴りが正しいことを確認してください。

O2F-00321: 書込み用書込み用書込み用書込み用のののの OUTTYPEファイルのファイルのファイルのファイルのオオオオープン中に、エラーが発生しましたープン中に、エラーが発生しましたープン中に、エラーが発生しましたープン中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  OUTTYPEファイルのオープン中に、オペレーティング・システムにエラーが発
生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OUTTYPEファイル名の綴りが正しいことを確認してください。 オペレー
ティング・システムのファイル・オープン許可を持っていることを確認してください。

O2F-00322: OUTTYPEファイルをクローズできませんファイルをクローズできませんファイルをクローズできませんファイルをクローズできません。。。。
原原原原因因因因 :  OUTTYPEファイルをクローズしようとした時に、オペレーティング・システム
にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エディタで OUTTYPEファイルをオープンできるか試し、ファイルにアクセ
スできることを確認してください。

O2F-00323: OTTの機の機の機の機能能能能 O2Fで内部エラーが発生しましたで内部エラーが発生しましたで内部エラーが発生しましたで内部エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  OTTのコンポーネント O2Fで内部 OTTエラーが発生しました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

O2F-00324: データベースのキャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに変換データベースのキャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに変換データベースのキャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに変換データベースのキャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに変換
できませんできませんできませんできません。。。。
原原原原因因因因 :  型または属性、メソッドの名前が、OTTの起動時に有効であったクライアントの
キャラクタ・セットから、コンパイラのキャラクタ・セット（一般的には ASCIIまたは
EBCDIC）に変換できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前は最初にデータベースのキャラクタ・セットからクライアントのキャラ
クタ・セットへ 変換され、次にクライアントのキャラクタ・セットからコンパイラの
キャラクタ・セットへ 変換されます。 クライアントのキャラクタ・セットはプラット
フォームに依存した方法で指定されます（UNIXプラットフォームでは、クライアント
の キャラクタ・セットは環境変数 NLS_LANGを設定することによって指定されます）。 
コンパイラ のキャラクタ・セットに変換できるクライアントのキャラクタ・セットを使
用してください。 コンパイラのキャラクタ・セット自体はそのようなキャラクタ・セッ
トの 1つです。 クライアントのキャラクタ・セットに正常に変換できなかったデータ
ベース・オブジェクトの名前については、INTYPEファイルでシノニムを指定してくだ
さい。

O2F-00325: 名前の文字に正当な識別子の文字がありません名前の文字に正当な識別子の文字がありません名前の文字に正当な識別子の文字がありません名前の文字に正当な識別子の文字がありません。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・エンティティの名前として使用されている文字はすべて、英文字
やアンダースコアなど Cまたは C++の識別子の開始文字に変換できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTYPEファイルの名前については明示的な変換を指定してください。

O2F-00326: この名前の文字に不正な識別子の文字がありますこの名前の文字に不正な識別子の文字がありますこの名前の文字に不正な識別子の文字がありますこの名前の文字に不正な識別子の文字があります。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・エンティティの名前で 1つ以上の文字が、英文字、アンダースコ
ア、数字 など Cまたは C++の識別子で使用される文字に変 換できません。 変換できな
い文字はアンダースコアに置き換えられました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前の綴りが正しく、名前の最後がブランク、行の終わり、または等号 ("=") 
で終わっているかどうかを確認してください。 変換された名前にアンダースコアを追加
して使用するか、INTYPEファイルの名前に対して明示的な変換を指定します。

O2F-00327: CASEオプションの値が無効ですオプションの値が無効ですオプションの値が無効ですオプションの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルで CASEオプションに指定された値は無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CASEオプションに指定した値を有効な値である SAME、LOWER 、
UPPER、OPPOSITEのいずれかに変更してください。

O2F-00328: INITFUNC名が無効です名が無効です名が無効です名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルで INITFUNCオプションに指定された関数名は Cまたは C++
の有効な識別子ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INITFUNC関数の名前を Cまたは C++の有効な識別子に変更してくださ
い。

O2F-00329: 型またはオプションを指定してください型またはオプションを指定してください型またはオプションを指定してください型またはオプションを指定してください。。。。
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原原原原因因因因 :  INTYPEファイル内に型指定またはオプション指定が必要ですが、見つかりませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTYPEファイルに構文エラーがないか確認してください。 型指定またはオ
プション指定を 入力してください。 型指定はワード TYPEで開始します。 オプション指
定はワード CASEまたは INITFILE、INITFUNCで開始します。

O2F-00330: 名前の長さ名前の長さ名前の長さ名前の長さがががが 265バイトを超えていますバイトを超えていますバイトを超えていますバイトを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルにある名前の長さが 265バイトを超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より短い名前を選択してください。

O2F-00331: INTYPEファイルに構文上正しくない名前がありますファイルに構文上正しくない名前がありますファイルに構文上正しくない名前がありますファイルに構文上正しくない名前があります。。。。
原原原原因因因因 :  INTYPEファイルで使用されている名前に引用符の数や位置の誤りなどの構文エ
ラーがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前が完全に引用符で囲まれている、または左右どちらにも引用符がないこ
とを確認してください。 名前が引用符で囲まれている場合は、左の引用符と右の引用符
の両方があることを確認してください。

O2F-00332: ユーザー定義型の名前にデータベース・リンクは設定できませんユーザー定義型の名前にデータベース・リンクは設定できませんユーザー定義型の名前にデータベース・リンクは設定できませんユーザー定義型の名前にデータベース・リンクは設定できません。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザー定義型の名前にデータベース・リンクが設定されています。 この機能は
まだサポートされていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OTT が接続するデータベースに、ユーザー定義の型を宣言してください。

O2F-00333: INTYPEファイルに、キーワードが必要な場所に予期せぬトークンがありますファイルに、キーワードが必要な場所に予期せぬトークンがありますファイルに、キーワードが必要な場所に予期せぬトークンがありますファイルに、キーワードが必要な場所に予期せぬトークンがあります。。。。 
原原原原因因因因 :  INTYPEファイル内に TYPEなどのキーワードが必要ですが、誤ったまたは綴り
の正しくない キーワードが見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TYPE指定がマニュアルに記述されている構文に準拠していることを検証し
て ください。 キーワードの綴りが正しいことを確認してください。

O2F-00334: INTYPEファイルにユーザー定義型が複数記述されていますファイルにユーザー定義型が複数記述されていますファイルにユーザー定義型が複数記述されていますファイルにユーザー定義型が複数記述されています。。。。 
原原原原因因因因 :  複数の型指定に同じ名前のユーザー定義型が記述されています。 重複した型名指
定は無視されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  単一の型指定についての情報 (すべての型名および属性名 )をすべて調べて、
重複している型指定を削除してください。

O2F-00335: OTTのののの O2Fコンポーネントで内部エラーが発生しましたコンポーネントで内部エラーが発生しましたコンポーネントで内部エラーが発生しましたコンポーネントで内部エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・スキーマの型をすべて解析解除する要求が出されました。 データ
ベースへのアクセス開始時に内部エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTYPEファイルから解析解除してください。 オラクル社カスタマー・サ
ポートに連絡してください。

O2F-00336: サブシステムからエラーが報告されました。サブシステムからエラーが報告されました。サブシステムからエラーが報告されました。サブシステムからエラーが報告されました。:¥n 
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オブジェクト型トランスレータ型ファイル・メッセージ : 00301～ 00326
原原原原因因因因 :  データベース・スキーマの型をすべて解析解除する要求が出されました。 データ
ベースへのアクセス時にサブシステムでエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サブシステムから報告されたエラー・メッセージから、その原因を調べてく
ださい。 INTYPEファイルから解析解除してください。

O2F-00337: スキーマが解析できませんスキーマが解析できませんスキーマが解析できませんスキーマが解析できません。。。。 スキーマが空か、またスキーマが空か、またスキーマが空か、またスキーマが空か、またはははは Oracleへの接続がありまへの接続がありまへの接続がありまへの接続がありま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・スキーマの型をすべて解析解除する要求が出されました。 OTTは
Oracleデータベースに接続できないか、解析可能なユーザー型がデータベースにありま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OTTのログイン /パスワード文字列が指定され、Oracleデータ ベースが
OTTに接続可能かどうかを確認してください。 データベースの USER_TYPES表に少な
くとも 1行が含まれていることを確認してください。
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オブジェクト型トランスレータ型ファイル・メッセージ : 00301～ 00326
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                                                            サーバー・メッセージ : ORA-00000～ OR
15

サーバー・メッセージ : ORA-00000～ ORA-

02350

Oracle Server: 00000～ 00100: 
この節では、Oracle Serverによって出力されるメッセージの一覧を記載します。

Trusted Oracleを使用している場合、その環境のエラー・メッセージ情報については Trusted 
Oracleドキュメンテーションを参照してください。

ORA-00000: 正常に終了しました正常に終了しました正常に終了しました正常に終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  操作が正常に終了しました。例外事項はありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

ORA-00001: 一意制約一意制約一意制約一意制約 table.column  が違反していますが違反していますが違反していますが違反しています。。。。
原原原原因因因因 :  一意のものとして定義されている制約に重複する値を更新または挿入しようとし
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複しないように値を変更するか、索引の一意性の制約を取り消してくださ
い。

ORA-00017: セッションがトレース・イベントを設定するよう要求しましたセッションがトレース・イベントを設定するよう要求しましたセッションがトレース・イベントを設定するよう要求しましたセッションがトレース・イベントを設定するよう要求しました。。。。
原原原原因因因因 :  別のセッションが現行セッションにトレース・イベントを設定することを要求し
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは内部的に使用されます。処置は必要ありません。

ORA-00018: 最大セッション数を超えました最大セッション数を超えました最大セッション数を超えました最大セッション数を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  使用できない資源を操作が要求しました。セッションの最大数は初期化パラメー
タ SESSIONSによって指定されます。 この最大値を超えると、それ以上の要求は処理さ
れなくなります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数分してから操作を再試行してください。 このエラーが頻発するときは、
Oracleを停止し、パラメータ・ファイル内の SESSIONSパラメータの値を大きくしてか
ら Oracleを再起動してください。 
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Oracle Server: 00000～ 00100:
ORA-00019: 最大セッション・ライセンス数を超えました最大セッション・ライセンス数を超えました最大セッション・ライセンス数を超えました最大セッション・ライセンス数を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  ライセンスがすべて使用中です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セッション・ライセンス数を増やす前にオラクル社カスタマー・サポートに
連絡してください。 

ORA-00020: 最大プロセス最大プロセス最大プロセス最大プロセス数数数数 num を超えましたを超えましたを超えましたを超えました。。。。
原原原原因因因因 :  使用できない資源を操作が要求しました。プロセスの最大数は初期化パラメータ
PROCESSESによって指定されます。 この最大値を超えると、それ以上の要求は処理さ
れなくなります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数分してから操作を再試行してください。 このエラーが頻発するときは
Oracleを停止し、パラメータ・ファイル内の PROCESSESパラメータの値を大きくして
から Oracleを再起動してください。 

ORA-00021: 他のプロセスに接続されているセッションは切り替えできません他のプロセスに接続されているセッションは切り替えできません他のプロセスに接続されているセッションは切り替えできません他のプロセスに接続されているセッションは切り替えできません。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザー・セッションは現在他のユーザーによって使用されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー・セッションで同時にコールを実行しないでください。 

ORA-00022: セッショセッショセッショセッションンンン IDが無効なためアクセスできませんが無効なためアクセスできませんが無効なためアクセスできませんが無効なためアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたセッションが存在しないか、またはコールを実行したユーザーがアク
セス権限を持っていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なセッション IDを使用してください。 アクセス権限を持っている（つ
まり、所有しているか、または CHANGE_USER権限を持っている）有効なセッション
IDを指定してください。 

ORA-00023: プロセスのプライベート・メモリーを参照するセッションは切離しできませんプロセスのプライベート・メモリーを参照するセッションは切離しできませんプロセスのプライベート・メモリーを参照するセッションは切離しできませんプロセスのプライベート・メモリーを参照するセッションは切離しできません。。。。
原原原原因因因因 :  プロセスのプライベート・メモリーを参照するセッションを切り離そうとしまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オープン・ネットワーク接続をしているセッション、非常に大きいコンテキ
スト領域を持っているセッション、オペレーティング・システム権限を持っているセッ
ションはプロセス・メモリー (PGA)を参照することがあります。 切離しを行うために
は、セッションのデータベース・リンクまたはカーソルをクローズする必要がありま
す。 オペレーティング・システム権限を持っている場合での切離しは常に無効となりま
す。 

ORA-00024: シングル・プロセス・モードで複数ログインは使用できませんシングル・プロセス・モードで複数ログインは使用できませんシングル・プロセス・モードで複数ログインは使用できませんシングル・プロセス・モードで複数ログインは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleがシングル・プロセス・モードで起動してから、異なるプロセスから複数
回ログインが行われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleがシングル・プロセス・モードで稼働している場合に、別のプロセス
からログインするには、まず先のプロセスをログオフしてください。 

ORA-00025: num を割当てることができませんを割当てることができませんを割当てることができませんを割当てることができません。。。。
原原原原因因因因 :  メモリー不足のために割当てに失敗しました。 
15-2 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Oracle Server: 00000～ 00100:
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SGA ヒープを大きくして Oracleを再起動してください。 

ORA-00026: セッショセッショセッショセッションンンン IDが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SYSTEM KILL SESSIONコマンドに指定されたセッション ID文字列が無
効、または文字列が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なセッション IDを指定してコマンドを再試行してください。 

ORA-00027: 現行セッションを強制終了できません現行セッションを強制終了できません現行セッションを強制終了できません現行セッションを強制終了できません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SYSTEM KILL SESSIONコマンドで現行セッションを強制終了 (キル )し
ようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行セッションは強制終了できません。別のユーザー・セッションでコマン
ドを使用してください。 

ORA-00028: セッションは強制終了されましたセッションは強制終了されましたセッションは強制終了されましたセッションは強制終了されました。。。。
原原原原因因因因 :  権限のあるユーザーによってセッションが強制終了 (キル )され、データベース
にログインしていることができなくなりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者に連絡してください。 管理者がユーザーをログアウトさ
せる必要のある操作を実行しようとしている可能性があります。 データベースが使用可
能になったことをデータベース管理者から通告されてから、再度ログインして作業を再
開してください。 

ORA-00029: セッションはユーザーのセッションではありませんセッションはユーザーのセッションではありませんセッションはユーザーのセッションではありませんセッションはユーザーのセッションではありません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SYSTEM KILL SESSIONコマンドに指定されたセッショ ン IDは、ユー
ザー・セッションではありません。 たとえば、セッションが再帰的に起動されている可
能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なセッション IDを指定してコマンドを再試行してください。 

ORA-00030: ユーザーのセッショユーザーのセッショユーザーのセッショユーザーのセッションンンン IDが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・セッション IDが存在しません。セッションがログアウトした可能性
があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なセッション IDを使用してください。 

ORA-00031: セッションは強制終了されますセッションは強制終了されますセッションは強制終了されますセッションは強制終了されます。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SYSTEM KILL SESSIONコマンドに指定されたセッションは、中断でき
ない操作に関わっているため、ただちに強制終了できません。このような操作には、ト
ランザクションのロールバックやネットワーク操作によるブロックなどがあります。
セッションは、現行の操作の終了後、ただちに強制終了するようにマークされました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 操作が完了すると、セッションは強制終了されます。 
さらに ALTER SYSTEM KILL SESSIONコマンドを実行すると、セッションがより早く
強制終了されます。 

ORA-00032: セッション移行パスワードが無効ですセッション移行パスワードが無効ですセッション移行パスワードが無効ですセッション移行パスワードが無効です。。。。
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Oracle Server: 00000～ 00100:
原原原原因因因因 :  セッション作成コールに指定したセッション移行パスワード無効です（長すぎま
す）。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な（30文字より短い）パスワードを使用して再試行してください。

ORA-00033: 現セッションには移行パスワードが入力されていません現セッションには移行パスワードが入力されていません現セッションには移行パスワードが入力されていません現セッションには移行パスワードが入力されていません。。。。
原原原原因因因因 :  現行セッションを切り離そうとしたか、または複製しようとしましたが、移行パ
スワードが入力されていません。 これは許可されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  移行パスワードを入力してセッションを作成してください。 

ORA-00034: 現現現現行行行行 PL/SQLセッションかセッションかセッションかセッションからららら COMMITおよおよおよおよびびびび ROLLBACKできませんできませんできませんできません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SESSION DISABLE COMMIT IN PROCEDURE文で COMMITまたは
ROLLBACKが禁止されているセッションで、PL/SQLオブジェ クト (プロシージャ、
ファンクション、パッケージ )から COMMITまたは ROLLBACKを発行しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このセッションで PL/SQLからのコミットを許可するか、禁止されている現
行セッションで COMMITまたは ROLLBACKを使用しないようにしてください。 

ORA-00035: LICENSE_MAX_USERSは現行ユーザー数未満にはできませんは現行ユーザー数未満にはできませんは現行ユーザー数未満にはできませんは現行ユーザー数未満にはできません。。。。 
原原原原因因因因 :  LICENSE_MAX_USERSの値に現行ユーザー数未満の数字を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ライセンス制限をチェックして、ユーザー数を減らすか、ライセンスを追加
購入してください。 

ORA-00036: 再再再再帰帰帰帰 SQLレベルの最大レベルの最大レベルの最大レベルの最大数数数数 numを超えましたを超えましたを超えましたを超えました。。。。
原原原原因因因因 :  指定した数を超えて再帰 SQLを作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再帰 SQLを除去します。再帰的トリガーがある場合は、それも除去します。

ORA-00050: エンキューの取得中エンキューの取得中エンキューの取得中エンキューの取得中にににに O/Sエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しました。。。。 O/Sエラーを参照してくだエラーを参照してくだエラーを参照してくだエラーを参照してくだ
さいさいさいさい。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleエンキューに必要な OSリソースを取得できませんでした。 OS上のユー
ザーリソース割当てが低すぎたためです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム固有の Oracleドキュメンテーションでオペ
レーティング・システムのエラーについて調べ、必要とされる処置を実行してくださ
い。 

ORA-00051: 資源待機の間にタイムアウトしました資源待機の間にタイムアウトしました資源待機の間にタイムアウトしました資源待機の間にタイムアウトしました。。。。
原原原原因因因因 :  このエラーは通常、異常終了したインスタンスに起因して発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復していないインスタンスを再起動してください。

ORA-00052: 最大エンキュー・リソース最大エンキュー・リソース最大エンキュー・リソース最大エンキュー・リソース数数数数 numが発生しましたが発生しましたが発生しましたが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  使用できない資源を操作が要求しました。エンキュー資源の最大数は初期化パラ
メータ ENQUEUE_RESOURCESに指定します。 この最大値を超えると、それ以上の要
求は処理されなくなります。 
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Oracle Server: 00000～ 00100:
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数分してから操作を再試行してください。 このエラーが頻発するときは、
Oracleを停止し、パラメータ・ファイル内の ENQUEUE_RESOURCESの値を大きくし
てから Oracleを再起動してください。 

ORA-00053: 最大エンキュー数を超えました最大エンキュー数を超えました最大エンキュー数を超えました最大エンキュー数を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  使用できない資源を操作が要求し、その資源に対するエンキュー・リストが最大
長に達しました。 使用できない資源に対して要求が出されると、その要求はその資源を
待つた めにエンキューされます。 資源に対して待機できる要求の数は、初期化パラメー
タ ENQUEUE_RESOURCESに指定します。 この最大値に達するとそれ以上の要求は処
理されなくなります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数分してから操作を再試行してください。 このエラーが頻発するときは、
Oracleを停止し、パラメータ・ファイル内の ENQUEUE_RESOURCESの値を大きくし
てから Oracleを再起動してください。 

ORA-00054: リソース・ビジー、リソース・ビジー、リソース・ビジー、リソース・ビジー、NOWAITが指定されていましたが指定されていましたが指定されていましたが指定されていました。。。。
原原原原因因因因 :  使用できない資源に対して LOCK TABLEコマンドまたは SELECT FOR UPDATE
コマンドが発行されました。NOWAIT指定によって、コマンド・プロンプトの状態に
戻されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数分してから操作を再度試みてください。または、NOWAITの指定をなく
してコマンドを実行してください。

ORA-00055: 最最最最大大大大 DMLロック数を超えましたロック数を超えましたロック数を超えましたロック数を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  使用できない資源を操作が要求しました。DMLロックの最大数はパラメータ・
ファイル内の DML_LOCKSパラメータに指定します。 この最大値を超えると、それ以
上の要求は処理されなくなります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数分してから操作を再試行してください。 このエラーが頻発するときは、
Oracleを停止し、パラメータ・ファイル内の DML_LOCKSパラメータの値を大きくし
てから Oracleを再起動してください。 

ORA-00056: str.nameに対しに対しに対しに対してててて DDLロックがすでに非互換モードで設定されていますロックがすでに非互換モードで設定されていますロックがすでに非互換モードで設定されていますロックがすでに非互換モードで設定されています。。。。
原原原原因因因因 :  示されたオブジェクトに対して別のユーザーがすでにロックを保持しているとき
に、DDLロックを取得しようとしました。 これは通常、解析ロックを持っている表を削
除するときに発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表を削除する前に、その表が解析ロックを持っていないことをチェックして
ください。 数分待ってから操作を再試行してください。 

ORA-00057: 最大一時表ロック数を超えました最大一時表ロック数を超えました最大一時表ロック数を超えました最大一時表ロック数を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  一時表の数が一時表ロック数と同値または超えています。一時テーブルはしばし
ば大きい値のソートによって作成されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TEMPORARY_TABLE_LOCKSパラメータを増やして Oracleを再起動して
ください。
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ORA-00058: このデータベースをマウントするには、このデータベースをマウントするには、このデータベースをマウントするには、このデータベースをマウントするには、DB_BLOCK_SIZEはははは numでなければでなければでなければでなければ
なりませなりませなりませなりませんんんん (numではなではなではなではないいいい )。。。。 
原原原原因因因因 :  データベースを始動するときに使用した初期化パラメータ・ファイルの
DB_BLOCK_SIZEの値が、そのデータベースを作成したときに使用された値と一致しま
せん。 この不一致が発生した理由としては、次のことが考えられます。 

■ マウントするデータベースを間違えた。 

■ 初期化パラメータ・ファイルを間違えた。 

■ DB_BLOCK_SIZEの値が変更された。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  上記の原因に対して次のいずれかを実行してください。 

■ 正しいデータベースをマウントする。 

■ 正しい初期化パラメータ・ファイルを使用する。 

■ DB_BLOCK_SIZEパラメータ値を訂正する。

ORA-00059: DB_FILESの最大数を超えましたの最大数を超えましたの最大数を超えましたの最大数を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  使用できない資源を操作が要求しました。 データ・ファイルの最大数は、パラ
メータ・ファイル内の DB_FILESパラメータによって設定されています。 この最大値を
超えると、それ以上の要求は処理されなくなります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  資源が解放されたら操作を再試行してください。 このエラーが頻発する場合
は、Oracleを停止させ、パラメータ・ファイル内の DB_FILESパラメータを増加させ
て、再起動してください。 DB_FILESパラメータが、データベース作成時に設定した
MAXDATAFILESパラメータ値にすでに設定されているために変更できない場合は、新
しい制御ファイルを作成しなければなりません。

ORA-00060: リソース待機の間にデッドロックが検出されましたリソース待機の間にデッドロックが検出されましたリソース待機の間にデッドロックが検出されましたリソース待機の間にデッドロックが検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・セッションと別のセッションが、お互いにロックし た資源を待機して
いました。 このような状況をデッドロックと呼びます。 デッドロックを解消するため、
他のセッションが作業を継続できるように発行済みの 1つ以上の文がロールバックされ
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかを実行してください。

■  ROLLBACK文を発行してから、最後のコミット以降に実行したすべての操作を再
実行する。

■ ロックが解除されるまで少し (おそらく数分 )待ってからロールバック文を再実行す
る。

ORA-00061: 別のインスタンスが異なっ別のインスタンスが異なっ別のインスタンスが異なっ別のインスタンスが異なったたたた DML_LOCKSを設定をしていますを設定をしていますを設定をしていますを設定をしています。。。。
原原原原因因因因 :  起動した共有インスタンスが DMLロックを使用し、実行中のインスタンスが使
用していないか、またはこれの逆になっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかを実行してください。
15-6 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Oracle Server: 00000～ 00100:
■ DML_LOCKSを、すべてのインスタンスでゼロに設定して使用しない。

■ DML_LOCKSを、すべてのインスタンスで正の整数に設定して使用する。

ORA-00062: DML_LOCKSがががが 0なので、なので、なので、なので、DML全表ロックが取得できません全表ロックが取得できません全表ロックが取得できません全表ロックが取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  インスタンスは、初期化パラメータ DML_LOCKSを 0(ゼロ )にセットして起動
しましたが、実行される文は全表ロック (S、または X、 SRX)を必要とします。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DML_LOCKSパラメータを 0(ゼロ )以外の値に設定してインスタンスを再
起動し、文を再実行してください。

ORA-00063: 初期化パラメー初期化パラメー初期化パラメー初期化パラメータタタタ LOG_FILESの値が超えましたの値が超えましたの値が超えましたの値が超えました。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ LOG_FILESの値を超えました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LOG_FILESの値を増加して、Oracleをウォーム・スタートしてください。 
その値は存在するログの最大数と同値でなければなりません。 データベース作成時の
MAXLOGFILESを超えるために、パラメータの値を増加できないときには、新しい制
御ファイルをまず作成しなければなりません。 

ORA-00064: オブジェクトが大きすぎてこオブジェクトが大きすぎてこオブジェクトが大きすぎてこオブジェクトが大きすぎてこのののの O/S上に割当てられませ上に割当てられませ上に割当てられませ上に割当てられませんんんん (num, num)。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ DB_BLOCK_SIZEが、使用しているオペレーティング・シス
テム上に割当てられる連続スペースよりも多い値に設定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DB_BLOCK_SIZEの値を小さくして、必要な連続スペースがオペレーティン
グ・システムの容量を超えないようにしてください。

ORA-00065: FIXED_DATEを初期化できませを初期化できませを初期化できませを初期化できませんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  適切な書式を使用しないで固定日付文字列を入力しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  書式 YYYY-MM-DD:HH24:MI:SSを使用して日付文字列を入力してくださ
い。 

ORA-00066: LOG_FILESはははは numですが、ですが、ですが、ですが、numにする必要がありますにする必要がありますにする必要がありますにする必要があります。。。。 
原原原原因因因因 :  このインスタンスでの REDOログ・ファイルの最大数は他のインスタンスでの
数値と同じではありません。オープンできるすべてのファイルですべてのインスタンス
もオープンできなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LOG_FILES初期化パラメータはすべてのインスタンスで同じになるように
してください。

ORA-00067: 値値値値 : num (パラメーパラメーパラメーパラメータタタタ : num)が無効です。が無効です。が無効です。が無効です。num以以以以上上上上に設定してくださいに設定してくださいに設定してくださいに設定してください。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータの値が有効ではありませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージに指示されている値を選んでください。 互換可能にするために
LOG_FILESパラメータの値を変えてください。

ORA-00068: 値値値値 num(パラメーパラメーパラメーパラメータタタタ :num)が無効です。が無効です。が無効です。が無効です。num以以以以上上上上 num以下に設定してくださ以下に設定してくださ以下に設定してくださ以下に設定してくださ
いいいい。。。。 
原原原原因因因因 :  初期化パラメータの値が有効ではありませんでした。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージに指示されている値を選んでください。 互換可能にするために
LOG_FILESパラメータの値を変えてください。

ORA-00069: ロックを獲得できませんロックを獲得できませんロックを獲得できませんロックを獲得できません -- nameに対して表のロックが使用不能になっていまに対して表のロックが使用不能になっていまに対して表のロックが使用不能になっていまに対して表のロックが使用不能になっていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  メッセージに示されている表をロックしようとして、コマンドを発行しました。 
表をロックできるコマンドの例としては、LOCK TABLE、ALTER TABLE ...ADD (...)な
どがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLE ... ENABLE TABLE LOCK コマンドを使用して、コマンドを
再試行してください。

ORA-00070: コマンコマンコマンコマンドドドド nameが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なデバッガ・コマンドが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  HELPと入力して、使用可能なコマンドのリストを確認してください。

ORA-00071: プロセス番号プロセス番号プロセス番号プロセス番号はははは 1かかかからららら num の範囲でなければなりませんの範囲でなければなりませんの範囲でなければなりませんの範囲でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なプロセス番号が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なプロセス番号を指定してください。

ORA-00072: プロセスプロセスプロセスプロセス name がアクティブではありませんがアクティブではありませんがアクティブではありませんがアクティブではありません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なプロセスが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なプロセスを指定してください。

ORA-00073: コマンドコマンドコマンドコマンド name  はははは num1  からからからから num2  の間の引数を取りますの間の引数を取りますの間の引数を取りますの間の引数を取ります。。。。
原原原原因因因因 :  無効な引数番号が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な引数番号を指定してください。 HELPと入力してコマンドとその構文
のリストを確認してください。

ORA-00074: プロセスが指定されていませんプロセスが指定されていませんプロセスが指定されていませんプロセスが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  デバッグ・プロセスが指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なプロセスを指定してください。

ORA-00075: プロセスプロセスプロセスプロセス name  がこのインスタンス内に見つかりませんがこのインスタンス内に見つかりませんがこのインスタンス内に見つかりませんがこのインスタンス内に見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたプロセスが現行のインスタンスに記録されません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なプロセスを指定してください。

ORA-00076: ダンダンダンダンププププ name が見つかりませんでしたが見つかりませんでしたが見つかりませんでしたが見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  存在しない変数を呼び出そうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DUMPLISTと入力して使用可能なダンプのリストを確認してください。

ORA-00077: ダンダンダンダンププププ name が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  無効なダンプを呼び出そうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のダンプを指定してください。

ORA-00078: 名前で変数をダンプできません名前で変数をダンプできません名前で変数をダンプできません名前で変数をダンプできません。。。。
原原原原因因因因 :  名前で変数をダンプしようとしましたが、この機能はシステムでサポートしてい
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PEEKコマンドを実行してください。

ORA-00079: 変変変変数数数数 var が見つかりませんが見つかりませんが見つかりませんが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  存在しない変数をダンプしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な変数名を使用してください。

ORA-00080: 無効なグローバル領域がレベ無効なグローバル領域がレベ無効なグローバル領域がレベ無効なグローバル領域がレベルルルル num で指定されましたで指定されましたで指定されましたで指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  無効なグローバル領域をダンプしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PGAの場合はレベル 1、SGAはレベル 2、UGAはレベル 3を使用してくだ
さい。 extra + levelを使用して各ポインタの extraバイトとグローバル領域をダンプしま
す。この場合、extraは 4の倍数です。

ORA-00081: アドレス範アドレス範アドレス範アドレス範囲囲囲囲 [num1, num2 ) が読取り不能ですが読取り不能ですが読取り不能ですが読取り不能です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なメモリー・アドレス範囲を読み取ろうとしたか、書き込もうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のアドレスまたは長さを指定してください。

ORA-00082: num のメモリー・サイズが有効のメモリー・サイズが有効のメモリー・サイズが有効のメモリー・サイズが有効なななな [1],[2],[4]num1num2num3num4num5 のののの
セットではありませんセットではありませんセットではありませんセットではありません。。。。
原原原原因因因因 :  POKEコマンドに無効な長さが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な長さ (1、または 2、4、8のいずれか )を使用してください。

ORA-00083: 警警警警告告告告 : マップされマップされマップされマップされたたたた SGAが破壊された可能性がありますが破壊された可能性がありますが破壊された可能性がありますが破壊された可能性があります。。。。
原原原原因因因因 :  SGAが破壊された可能性がありますが、SGAはマップされました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DUMPSGAコマンドを使用して SGAをダンプしてください。

ORA-00084: グローバル領域グローバル領域グローバル領域グローバル領域はははは PGAまたは、または、または、または、SGA、、、、UGAでなければなりませんでなければなりませんでなければなりませんでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なグローバル領域をダンプしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PGAまたは、SGA、UGAを指定してください。

ORA-00085: 現行コールが存在しません現行コールが存在しません現行コールが存在しません現行コールが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  現行のコール・ヒープをダンプしようとしましたが 、これは無効です。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロセスがコールを開始するまで待ってください。

ORA-00086: ユーザー・コールが存在しませんユーザー・コールが存在しませんユーザー・コールが存在しませんユーザー・コールが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーのコール・ヒープをダンプしようとしましたが 、これは無効です。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロセスがコールを開始するまで待ってください。

ORA-00097: Oracle SQL機能の使用機能の使用機能の使用機能の使用がががが SQL92 compliance レベルではありませんレベルではありませんレベルではありませんレベルではありません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL92 標準に準拠していない Oracle SQL機能を使用しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この機能は使わないか、ALTER SESSION SET FLAGGERコマンドで適切な
SQL92準拠レベルを設定してください。

ORA-00099: リソース待機中にタイムアウトしました。リソース待機中にタイムアウトしました。リソース待機中にタイムアウトしました。リソース待機中にタイムアウトしました。PDMLデッドロックの可能性がありデッドロックの可能性がありデッドロックの可能性がありデッドロックの可能性があり
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  トランザクションで必要なリソースがビジーです。 PDMLトランザクションは、 
指定の時間内にリソースを獲得することができませんでした。 この PDMLトランザク
ションと現在システム内で稼動している他のトランザクションに関連して、デッドロッ
クが発生している可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PARALLEL_TRANSACTION_RESOURCE_TIMEOUT パラメータの値を増
加して、操作を再試行してください。

ORA-00100: データがありませんデータがありませんデータがありませんデータがありません。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが、不明またはアクセス不能なデータを参照 しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラー条件をアプリケーション内で処理するか、アプリケーション・
コードに適切な変更を加えます。 注意 :アプリケーションで ANSIモード SQLではなく
Oracleモードの SQLを使用している場合は、ORA-00100のかわりに ORA-01403が出
力されます。

マルチスレッド・サーバー : 00101～ 00149 
この節では、マルチスレッド・サーバーで生成されるメッセージを記載します。

ORA-00101: 初期化パラメータ初期化パラメータ初期化パラメータ初期化パラメータ MTS_DISPATCHERS の指定が無効ですの指定が無効ですの指定が無効ですの指定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  MTS_DISPATCHERSパラメータの構文が正しくありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ・ファイルに正しい構文で MTS_DISPATCHERSパラメー
タを指定し、インスタンスを停止してから再起動してください。 

ORA-00102: ディスパッチャはネットワーク・プロトコディスパッチャはネットワーク・プロトコディスパッチャはネットワーク・プロトコディスパッチャはネットワーク・プロトコルルルル strを使用できませんを使用できませんを使用できませんを使用できません。。。。 
原原原原因因因因 :  MTS_DISPATCHERS初期化パラメータに指定されたネットワークがディスパッ
チャに必要な機能を持っていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスパッチャがサポートしているネットワーク・プロトコルは、Oracleオ
ペレーティング・ システム固有のマニュアルを参照してください。 

ORA-00103: ネットワーク・プロトコルが無効でネットワーク・プロトコルが無効でネットワーク・プロトコルが無効でネットワーク・プロトコルが無効ですすすす (ディスパッチャが使用しまディスパッチャが使用しまディスパッチャが使用しまディスパッチャが使用しますすすす )。。。。
原原原原因因因因 :  Net8の CONNECT文字列に指定されたネットワークはディスパッチャが使用し
ます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CONNECT文字列に別のネットワーク・プロトコルを指定してください。 
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ORA-00104: デッドロックを検出したため全共有サーバーは資源待機しますデッドロックを検出したため全共有サーバーは資源待機しますデッドロックを検出したため全共有サーバーは資源待機しますデッドロックを検出したため全共有サーバーは資源待機します。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントがリソースをロックしているときにエラーが発生し、その後、その
ロックされた資源を要求する別のクライアントによって共有サーバーの最大数が獲得さ
れます。 最初のクライアントは共有サーバーを獲得できないので、資源に対するロック
を解除できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システムは新しいサーバーを自動的に起動し、サーバーの数が
MTS_MAX_SERVERSで指定された値に達するまでデッドロックをブレークします。 こ
の問題が頻繁に発生する場合、初期化パラメータのMTS_SERVERSまたは
MTS_MAX_SERVERSの値を大きくして、次回のインスタンスの再起動時に、より多く
の共有サーバーを使用できるようにしてください。

ORA-00105: ネットワーク・プロトコルをサポートするようにディスパッチ機構が構成されネットワーク・プロトコルをサポートするようにディスパッチ機構が構成されネットワーク・プロトコルをサポートするようにディスパッチ機構が構成されネットワーク・プロトコルをサポートするようにディスパッチ機構が構成され
ていませんていませんていませんていません。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ・ファイルに指定されていないネットワーク・プロトコルに対
するディスパッチャを変更するために ALTER SYSTEM SET MTS_DISPATCHERS コマ
ンドが使用されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかの処置をしてください。 

■ MTS_DISPATCHERS初期化パラメータにネットワーク・プロトコルを指定してシ
ステムを再起動する。 

■ 初期化パラメータ・ファイルに指定されているネットワーク・プロトコルで ALTER 
SYSTEM SET MTS_DISPATCHERSコマンドを使用する。

ORA-00106: データベースはディスパッチャ接続時には起動または停止できませんデータベースはディスパッチャ接続時には起動または停止できませんデータベースはディスパッチャ接続時には起動または停止できませんデータベースはディスパッチャ接続時には起動または停止できません。。。。 
原原原原因因因因 :  ディスパッチャを介して共有サーバー・プロセスに接続している間に、インスタ
ンスを起動または停止しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  専用サーバーを使用してデータベースに接続し直してください。 

ORA-00107: networkリスナー・プロセスに接続することができませんリスナー・プロセスに接続することができませんリスナー・プロセスに接続することができませんリスナー・プロセスに接続することができません。。。。 
原原原原因因因因 :  通常は、ネットワーク・リスナー・プロセスが起動されていないと発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次の点をチェックしてください。 

■ ネットワーク構成ファイルは正しく設定されているか。 

■ クライアント側のアドレスは正しく指定されているか。 

■ リスナー初期化パラメータ・ファイルは正しく設定されているか。 

ORA-00108: 非同期接続に対するディスパッチャのセットアップができません非同期接続に対するディスパッチャのセットアップができません非同期接続に対するディスパッチャのセットアップができません非同期接続に対するディスパッチャのセットアップができません。。。。 
原原原原因因因因 :  通常、非同期処理をサポートしていないディスパッチャがネットワーク・プロト
コルを使用すると発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-00111: 警警警警告告告告 : サーバーの最大数サーバーの最大数サーバーの最大数サーバーの最大数はははは num  （追加サーバー（追加サーバー（追加サーバー（追加サーバー数数数数 :num））））
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マルチスレッド・サーバー : 00101～ 00149
原原原原因因因因 :  MTS_MAX_SERVERSパラメータによって許可されているよりも多くの共有サー
バー・プロセスを起動しようとしました。 起動されている共有サーバーの数がエラー・
メッセージで示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より多くの共有サーバー・プロセスが必要な場合は、初期化パラメータ
MTS_MAX_SERVERSを増やしてからインスタンスを再起動してください。

ORA-00112: ディスパッチャの最大数ディスパッチャの最大数ディスパッチャの最大数ディスパッチャの最大数はははは num ですですですです。。。。 
原原原原因因因因 :  MTS_MAX_DISPATCHERS初期化パラメータによって許可されているよりも多
くのディスパッチャ・プロセスを起動しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  さらにディスパッチャが必要な場合は、MTS_MAX_DISPATCHERSの値を
大きくしてからインスタンスを再起動し、ALTER SYSTEM MTS_DISPATCHERSコマン
ドを使用してディスパッチャを追加してください。 

ORA-00113: プロトコルプロトコルプロトコルプロトコル名名名名 :string が長すぎますが長すぎますが長すぎますが長すぎます。。。。 
原原原原因因因因 :  MTS_DISPATCHERS初期化パラメータで指定されたプロトコル名が長すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータ・ファイル内のMTS_DISPATCHERSパラメータに指定している
プロトコル名を正しく訂正してください。 

ORA-00114: 初期化パラメー初期化パラメー初期化パラメー初期化パラメータタタタMTS_SERVICEへの値が存在しませんへの値が存在しませんへの値が存在しませんへの値が存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータMTS_SERVICEだけでなく、DB_NAMEパラメータの値も存
在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ・ファイルにMTS_SERVICEまたは DB_NAMEの定義を
追加してください。 明示的にMTS_SERVICEを指定しない場合、この値はデフォルトで
DB_NAMEの値に等しくなります。 

ORA-00115: 接続が拒否されまし接続が拒否されまし接続が拒否されまし接続が拒否されましたたたた ; ディスパッチャ接続表の容量が限界に達していますディスパッチャ接続表の容量が限界に達していますディスパッチャ接続表の容量が限界に達していますディスパッチャ接続表の容量が限界に達しています。。。。 
原原原原因因因因 :  ディスパッチャがこれ以上接続をサポートしないために、ディスパッチャによっ
て接続要求が拒否されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のディスパッチャに接続するか、または専用サーバーを使用してくださ
い。 

ORA-00116: MTS_SERVICE名が長すぎます名が長すぎます名が長すぎます名が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  MTS_SERVICE初期化パラメータに指定されたサービス名が長すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  さらに短いサービス名をMTS_SERVICE値として使用してください。（最大
文字数 225字） 

ORA-00117:システム・パラメーシステム・パラメーシステム・パラメーシステム・パラメータタタタMTS_SERVERSが有効範囲にありませんが有効範囲にありませんが有効範囲にありませんが有効範囲にありません。。。。 
原原原原因因因因 :  MTS_SERVERSパラメータの値が正しくありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MTS_SERVERSパラメータは 0からMTS_MAX_SERVERSの範囲内でなけれ
ばなりません。

ORA-00118: システム・パラメーシステム・パラメーシステム・パラメーシステム・パラメータタタタMTS_DISPATCHERSが有効範囲にありませんが有効範囲にありませんが有効範囲にありませんが有効範囲にありません。。。。 
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Oracle*XAメッセージ : 00150～ 00159
原原原原因因因因 :  MTS_DISPATCHERSパラメータの値が正しくありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MTS_DISPATCHERSパラメータは 0からMTS_MAX_DISPATCHERSの範囲
内でなければなりません。

ORA-00119: システム・パラメーシステム・パラメーシステム・パラメーシステム・パラメータタタタMTS_LISTENER_ADDRESSの指定が無効ですの指定が無効ですの指定が無効ですの指定が無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  MTS_LISTENER_ADDRESSの構文が正しくありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい構文に関しては、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してくださ
い。

ORA-00120: ディスパッチャ機能が使用可能になっていませんディスパッチャ機能が使用可能になっていませんディスパッチャ機能が使用可能になっていませんディスパッチャ機能が使用可能になっていません。。。。
原原原原因因因因 :  ディスパッチャ機能が使用可能になっていないか、またはディスパッチャ機能を
使用して Oracleの実行イメージがインストールされていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスパッチャ・プロセスを起動し、構成するための手順については、
『Oracle8 Server管理者ガイド』と Oracleオペレーティング・システム固有のマニュア
ルを参照してください。 

ORA-00121: MTS_SERVERSががががMTS_DISPATCHERSなしで指定されていますなしで指定されていますなしで指定されていますなしで指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  MTS_SERVERSの定義は INIT.ORAファイルで指定されていますが、
MTS_DISPATCHERSの定義はありません。 MTS_DISPATCHERSに値が指定されていな
い場合、共有サーバーは使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INIT.ORAファイルでMTS_DISPATCHERSの定義を追加してください。 共
有サーバーを使用しない場合は、MTS_SERVERSの定義を削除してください。

ORA-00122:ネットワーク構成を初期化できませんネットワーク構成を初期化できませんネットワーク構成を初期化できませんネットワーク構成を初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleは Net8バージョン 2を初期化できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  同時に出力されるメッセージを参照してください。

ORA-00123: アイドル状態の共有サーバーが終了していますアイドル状態の共有サーバーが終了していますアイドル状態の共有サーバーが終了していますアイドル状態の共有サーバーが終了しています。。。。
原原原原因因因因 :  共通の待ち行列で待機中の、アイドル状態のサーバーの数が多すぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは内部的に使用されます。処置は必要ありません。

ORA-00124: MTS_DISPATCHERSががががMTS_MAX_SERVERSなしで指定されていますなしで指定されていますなしで指定されていますなしで指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  MTS_DISPATCHERSの定義は INIT.ORAファイルで指定されましたが、
MTS_MAX_SERVERSに 0(ゼロ )が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MTS_MAX_SERVERSに 0(ゼロ )より大きい値を指定してください。

Oracle*XAメッセージ : 00150～ 00159
ORA-00150: トランザクショトランザクショトランザクショトランザクションンンン IDが重複していますが重複していますが重複していますが重複しています。。。。

原原原原因因因因 :  既存のトランザクションで使用されている IDで、新規のトランザクションを起
動しようとしました。 
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分散トランザクション・メッセージ : 00160～ 00199:
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーションが有効なトランザクション IDを使用していることを確認
してください。

ORA-00151: トランザクショトランザクショトランザクショトランザクションンンン IDが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたトランザクション IDは、存在する有効なトランザクションに対応し
ていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーションが有効なトランザクション IDを使用していることを確認
してください。

ORA-00152: 現セッションが要求されたセッションと一致しません現セッションが要求されたセッションと一致しません現セッションが要求されたセッションと一致しません現セッションが要求されたセッションと一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  現セッションは UPIXADO()コールに渡されたものと異なっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーションが正しくコード化されていることを確認してください。

ORA-00153: XAライブラリで内部エラーが発生しましたライブラリで内部エラーが発生しましたライブラリで内部エラーが発生しましたライブラリで内部エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  XAライブラリはスレッド固有のポインタにアクセスできませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

ORA-00154: トランザクション・モニターでプロトコル・エラーが発生しましたトランザクション・モニターでプロトコル・エラーが発生しましたトランザクション・モニターでプロトコル・エラーが発生しましたトランザクション・モニターでプロトコル・エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  トランザクション・モニターは AX_REGコールに対し TMJOINを返しましたが、
トランザクションはローカルに中断されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  トランザクション・モニタ・ベンダーの技術サポートに連絡してください。

ORA-00155: グローバル・トランザクション以外では作業を実行できませんグローバル・トランザクション以外では作業を実行できませんグローバル・トランザクション以外では作業を実行できませんグローバル・トランザクション以外では作業を実行できません。。。。 
原原原原因因因因 :  アプリケーションが、グローバル・トランザクション以外で Oracle 7.3 serverの
作業を実行しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  そのアプリケーションが Oracle 7.3 serverに接続されているか確認してくだ
さい。 リソース・マネージャが Oracle 7.3の場合、AX_REGコールに対してトランザク
ション・モニターから NULL XIDを返してはいけません。

分散トランザクション・メッセージ : 00160～ 00199:
この節には、分散トランザクション中に生成されるメッセージを記載しています。 195ペー
ジ「分散トランザクション・メッセージ : 02040～ 02099」 を参照。  

ORA-00160: グローバル・トランザクションの長さグローバル・トランザクションの長さグローバル・トランザクションの長さグローバル・トランザクションの長さ num  が最大値が最大値が最大値が最大値 num  を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  フィールド長が長すぎる外部グローバル・トランザクション IDが渡されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この問題を外部トランザクションのコーディネータ・ベンダーに連絡してく
ださい。

ORA-00161: トランザクション・ブランチトランザクション・ブランチトランザクション・ブランチトランザクション・ブランチ長長長長 num が不正です（最大許容長が不正です（最大許容長が不正です（最大許容長が不正です（最大許容長 num )
原原原原因因因因 :  長すぎる、または長さが 0の外部トランザクション・ブランチ IDが渡されまし
た。
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制御ファイル・メッセージ : 00200～ 00249
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この問題を外部トランザクションのコーディネータ・ベンダーに連絡してく
ださい。

ORA-00162: 外外外外部部部部 DBID長長長長 num が最大値が最大値が最大値が最大値 (num )を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  フィールド長が長すぎる外部データベース名が渡されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この問題を外部トランザクションのコーディネータ・ベンダーに連絡してく
ださい。

ORA-00163: 内部データベース名の長内部データベース名の長内部データベース名の長内部データベース名の長ささささ num が最大が最大が最大が最大長長長長 (num )を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  フィールド長が長すぎる内部データベース名が渡されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この問題を外部トランザクションのコーディネータ・ベンダーに連絡してく
ださい。

制御ファイル・メッセージ : 00200～ 00249
ORA-00200: 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル name を作成できませんを作成できませんを作成できませんを作成できません。。。。

原原原原因因因因 :  制御ファイルを作成できませんでした。これは、通常、制御ファイル用に十分な
ディスク記憶域がない場合、またはファイル名が重複する場合に発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  十分なディスク領域があることとファイル名の重複がないことを確認して、
再度、制御ファイルを作成してください。 

ORA-00201: 制御ファイルのバージョ制御ファイルのバージョ制御ファイルのバージョ制御ファイルのバージョンンンン :numががががOracleのバージョのバージョのバージョのバージョンンンン : numと一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  この制御ファイルは異なる Oracleのバージョンによって作成されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかを実行してください。 

■ コントロール・ファイルを作成するために使った Oracleバージョンで再起動する。 

■ CREATE CONTROLFILEを使用して、このリリースと互換性を持つように新しい
制御ファイルを作成する。 

ORA-00202: 制御ファイ制御ファイ制御ファイ制御ファイルルルル : name 
原原原原因因因因 :  他のエラー・メッセージに関連するファイル名です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題の記述については関連するエラー・メッセージを参照してください。 

ORA-00203: 無効な制御ファイルを使用しています無効な制御ファイルを使用しています無効な制御ファイルを使用しています無効な制御ファイルを使用しています。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイル内のマウント IDが、このデータベースをマウントするために最初
のインスタンスで使用された制御ファイル内のマウント IDと同一ではありません。こ
れらの 制御ファイルは同一データベース用ですが、同一ファイルではありません。 一方
のインスタンスが制御ファイルのバックアップを使用している可能性があります。 バッ
クアップされた制御ファイルを使用する場合は、USING BACKUP CONTROLFILEオプ
ションを使用して回復できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのインスタンスが正しいバージョンの制御ファイルを使用しているこ
とをチェックしてください。 
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制御ファイル・メッセージ : 00200～ 00249
ORA-00204: 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル name ブロックブロックブロックブロック  num、、、、#ブロックブロックブロックブロック num の読取り中にエラーが発生の読取り中にエラーが発生の読取り中にエラーが発生の読取り中にエラーが発生
しましたしましたしましたしました。。。。
原原原原因因因因 :  指定された制御ファイルを読み込もうとして、ディスク読込みに失敗しました。 
失敗したブロック位置を報告します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスクがオンラインになっていることを確認してください。 オンラインに
なっていなければオンラインにして、Oracleを停止してから再起動してください。 ディ
スクがオンラインになっている場合は、オペレーティング・システムの状況を調査して
Oracleがディスクまたは制御ファイルを読み込めない原因を見つけてください。 破損し
た制御ファイルの回復に関しては、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してくださ
い。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してください。 

ORA-00205: 制御ファイ制御ファイ制御ファイ制御ファイルルルル nameの識別中にエラーが発生しまの識別中にエラーが発生しまの識別中にエラーが発生しまの識別中にエラーが発生しま したしたしたした。。。。 
原原原原因因因因 :  システムは指定された名前およびサイズの制御ファイルを見つけることができま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかを実行してください。 

■ 正しい制御ファイル名が初期化パラメータ・ファイルの CONTROL_FILES初期化
パラメータで、正しく指定されていることを確認した上で操作を再実行する。

■ 制御ファイルを多重化している（つまり、初期化パラメータ・ファイルで複数の制
御ファイルを参照している）場合、エラー・メッセージに示された制御ファイルを
初期化パラメータ・ファイルから取り除き、インスタンスを再起動する。 エラー・
メッセージが表示されなくなったら、問題の制御ファイルを初期化パラメータ・
ファイルから削除し、新しいファイル名を指定して、初期化パラメータ・ファイル
内に制御ファイルの別のコピーを作成する。 

ORA-00206: 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル name ブロックブロックブロックブロック  num, #ブロックブロックブロックブロック num の書込み中にエラーが発生の書込み中にエラーが発生の書込み中にエラーが発生の書込み中にエラーが発生
しましたしましたしましたしました。。。。
原原原原因因因因 :  指定された制御ファイルに書き込もうとして、ディスク書込みに失敗しました。 
失敗したブロック位置を報告します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスクがオンラインになっていることを確認してください。 オンラインに
なっていなければオンラインにして、Oracleを停止してから再起動してください。 ディ
スクがオンラインになっている場合は、オペレーティング・システムの状況を調査して
Oracleがディスクまたは制御ファイルに書き込めない原因を見つけてください。 破損し
た制御ファイルの回復に関しては、『Oracle8 Server管理者ガイド』 を参照してくださ
い。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してください。

ORA-00207: 同一データベースに対する制御ファイルではありません同一データベースに対する制御ファイルではありません同一データベースに対する制御ファイルではありません同一データベースに対する制御ファイルではありません。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイル内のマウント IDが、このデータベースをマウントするために最初
のインスタンスで使用されたマウント IDと同一ではありません。 一方のマウントで間
違った制御ファイルを使用しているか、または 2つのデータベースが同一の名前を持っ
ている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルを正しいデータベースに対して使用しており、旧バージョンの
ものでないことをチェックしてください。 制御ファイルを多重化している（つまり、初
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期化パラメータ・ファイルに複数の制御ファイルを指定している）場合、エラー・メッ
セージで指摘された制御ファイル名を初期化パラメータ・ファイルから削除して、イン
スタンスを再起動してください。 エラー・メッセージが表示されなくなったら、問題の
制御ファイルを初期化パラメータ・ファイルから削除し、新しいファイル名を指定し
て、初期化パラメータ・ファイル内に制御ファイルの別のコピーを作成してください。 

ORA-00208: 制御ファイルの名前数が制限制御ファイルの名前数が制限制御ファイルの名前数が制限制御ファイルの名前数が制限 num を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  原因 : Oracle サポートの制限を超える数の制御ファイルを使用しようとしまし
た。 制限値がエラー・メッセージに含まれています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleを停止し、初期化パラメータ・ファイル内の CONTROL_FILESパラ
メータの制御ファイル名の数を減らしてから Oracleを再起動してください。 使用してい
ないファイルを削除してください。

ORA-00209: ブロック・サイブロック・サイブロック・サイブロック・サイズズズズ : num が制限が制限が制限が制限値値値値 : num バイトを超えていますバイトを超えていますバイトを超えていますバイトを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  最大ブロック・サイズを超えるブロック・サイズを指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージに指示されたサイズまでブロック・サイズを減らしてか
ら操作を再試行してください。

ORA-00210: 制御ファイ制御ファイ制御ファイ制御ファイルルルル nameがオープンできませんがオープンできませんがオープンできませんがオープンできません。。。。 
原原原原因因因因 :  制御ファイルをオープンできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルが存在し、記憶装置がオンラインになっており、また、ファイ
ルが他のプログラムによってロックされていないことを確認した上で操作を再試行して
ください。 また、プロセスあたりのオープン可能なファイル数に対するオペレーティン
グ・システムの制限を超えていないことを確認してください。 

制御ファイルを多重化している（つまり、初期化パラメータ・ファイルに複数の制御
ファイルを指定している）場合、メッセージに示された制御ファイル名を参照する初期
化パラメータ・ファイルからパラメータを削除して、インスタンスを 再起動してくださ
い。 エラー・メッセージが表示されなくなったら、問題の制御ファイルを初期化パラ
メータ・ファイルから削除し、新しいファイル名を指定して、初期化パラメータ・ファ
イル内に制御ファイルの別のコピーを作成してください。

ORA-00211: 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル name  が、前の制御ファイルと一致しませんが、前の制御ファイルと一致しませんが、前の制御ファイルと一致しませんが、前の制御ファイルと一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された制御ファイルは別のデータベースのものです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースに対する正しい制御ファイルを探し出して指定してください。 
制御ファイルを多重化している（つまり、初期化パラメータ・ファイルに複数の制御
ファイルを指定している）場合、エラー・メッセージで指摘された制御ファイル名を初
期化パラメータ・ファイルから削除して、インスタンスを再起動してください。 エ
ラー・メッセージが表示されなくなったら、問題の制御ファイルを初期化パラメータ・
ファイルから削除し、新しいファイル名を指定して、初期化パラメータ・ファイル内に
制御ファイルの別のコピーを作成してください。 

ORA-00212: ブロック・サイブロック・サイブロック・サイブロック・サイズズズズ num が必要最小サイが必要最小サイが必要最小サイが必要最小サイズズズズ num バイト未満ですバイト未満ですバイト未満ですバイト未満です。。。。
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原原原原因因因因 :  指定したブロック・サイズが小さすぎます。 システムのオーバーヘッドに対する
追加領域が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より大きいブロック・サイズを指定して操作を再試行してください。

ORA-00213: 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル name  が再使用できません。古いファイル・サイズはが再使用できません。古いファイル・サイズはが再使用できません。古いファイル・サイズはが再使用できません。古いファイル・サイズは num でででで、、、、
num  が必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルを再使用するためには、前に使用したものと同じファイル・サイズ
でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE DATABASE文の中で、REUSEを指定しないでください。 

ORA-00214: 制御ファイ制御ファイ制御ファイ制御ファイルルルル name のののの Ver.num はファイはファイはファイはファイルルルル name のののの Ver.num と適合しませんと適合しませんと適合しませんと適合しません。。。。 
原原原原因因因因 :  使用した制御ファイルとデータ・ファイルおよびログ・ファイルのバージョンが
一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい制御ファイル、データ・ファイルおよびログ・ファイルの組を使用し
てください。 つまり、ファイルはすべて同じデータベースに対するもので、同時期のも
のでなければなりません。 

ORA-00215: 少なくと少なくと少なくと少なくともももも 1つの制御ファイルが必要ですつの制御ファイルが必要ですつの制御ファイルが必要ですつの制御ファイルが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルが指定されていません、または、指定した制御ファイルが存在しま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  少なくとも 1つ有効な制御ファイルを指定して、操作を再試行してくださ
い。

ORA-00216: 8.0.2の制御ファイルは、移行用にサイズ変更できませんの制御ファイルは、移行用にサイズ変更できませんの制御ファイルは、移行用にサイズ変更できませんの制御ファイルは、移行用にサイズ変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  リリース 8.0.2で作成された制御ファイル内のレコードが欠けています。 これ以降
のリリースを実行しようとするとき、制御ファイルのサイズを変更することによって欠
けているレコードが自動的に追加されますが、 このサイズ変更に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サイズ変更に失敗したため、アラートログを調べてください。 制御ファイル
にスペースを追加して解決されるようであれば、追加してください。  解決しなければ、
トレース・ファイルにダンプされた CREATE CONTROLFILEを使用して新しい制御
ファイルを作成してください。 

ORA-00217: 制御ファイ制御ファイ制御ファイ制御ファイルルルル name の物理ブロック・サイの物理ブロック・サイの物理ブロック・サイの物理ブロック・サイズズズズ num がががが num に適合しませんに適合しませんに適合しませんに適合しません。。。。 
原原原原因因因因 :  システムの物理ブロック・サイズが制御ファイルのブロック・サイズと一致しま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効な制御ファイルではシステムは動作しません。 有効な制御ファイルを復
元するかデータベースを再作成する必要が あります。 制御ファイルを多重化している
（つまり、初期化パラメータ・ファイルに複数の制御ファイルを指定している）場合、
エラー・メッセージで指摘された制御ファイル名を初期化パラメータ・ファイルから削
除して、インスタンスを再起動してください。 エラー・メッセージが表示されなくなっ
たら、問題の制御ファイルを初期化パラメータ・ファイルから削除し、新しいファイル
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名を指定して、初期化パラメータ・ファイル内に制御ファイルの別のコピーを作成す
る。 

ORA-00218: 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル name  がブロック・サイズがブロック・サイズがブロック・サイズがブロック・サイズ num  で作成されましたが、現在はで作成されましたが、現在はで作成されましたが、現在はで作成されましたが、現在は 
num  ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルのヘッダー内に指定されている物理ブロック・サイズが、O/Sに
よって戻された物理ブロック・サイズと異なっています。通常、これは制御ファイルが
破壊されていることを示しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  破壊されていない制御ファイルのコピーを復元してください。 制御ファイル
および回復の詳細は、『Oracle8 Server概要』の索引項目「制御ファイル」、「制御ファイ
ルのバックアップ」、「制御ファイル、回復と～」を参照してください。

ORA-00219: 制御ファイル・サイ制御ファイル・サイ制御ファイル・サイ制御ファイル・サイズズズズ num が最大が最大が最大が最大数数数数 num を超えましたを超えましたを超えましたを超えました。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文に指定した初期化パラメータの組合せの結果として、制
御ファイルのサイズが内部最大値を超えました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースを再作成しなければなりません。 『Oracle8 Server管理者ガイ
ド』に説明されているように、CREATE DATABASE文では、MAXDATAFILESや
MAXLOGFILEなどの句の最大許容値よりも小さい値を使用してください。

ORA-00220: 制御ファイ制御ファイ制御ファイ制御ファイルルルル name は最初のインスタンスによってマウントされていませんは最初のインスタンスによってマウントされていませんは最初のインスタンスによってマウントされていませんは最初のインスタンスによってマウントされていません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された制御ファイルは、他のマウントされている制御ファイルとは異なるマ
ウント IDを持っています。 これは、データベースをマウントした最初のインスタンス
がこの制御ファイルを使用しないことを意味します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい制御ファイルを見つけて使用してください。 

ORA-00221: 制御ファイルに対する書込みエラーが発生しました制御ファイルに対する書込みエラーが発生しました制御ファイルに対する書込みエラーが発生しました制御ファイルに対する書込みエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  1つ以上の制御ファイルへの書込み中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  同時に出力されるメッセージを参照してください。 

ORA-00222: ディスパッチャを使用して制御ファイルを問合せることはできませんディスパッチャを使用して制御ファイルを問合せることはできませんディスパッチャを使用して制御ファイルを問合せることはできませんディスパッチャを使用して制御ファイルを問合せることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  ディスパッチャに接続されたクライアント・プロセスを使用しようとしました。 
メモリー所要量の限界のために制御ファイルを問い合せることはできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスに直接接続してから問い合せを実行してください。 

ORA-00223: 変換ファイルが無効またはバージョンが正しくありません変換ファイルが無効またはバージョンが正しくありません変換ファイルが無効またはバージョンが正しくありません変換ファイルが無効またはバージョンが正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle7から Oracle8への変換ファイルが、無効なデータを含んでいるか、また
は別のバージョンの移行ユーティリティによって作成されました。 このエラーは、
"ALTER DATABASE CONVERT"コマンドの発行時に、間違った ORACLE_HOME環境
変数を指定した場合にも発生します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいバージョンの変換ファイルを使用するか、または移行ユーティリティ
で変換ファイルを再生成してください。 移行ユーティリティが実行可能な Oracle8 
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RDBMSと同じバージョンであることと、ORACLE_HOME環境変数が正しく設定され
ていることを確認してください。 

ORA-00224: 指定されたファイルはコントロール・ファイルではありません指定されたファイルはコントロール・ファイルではありません指定されたファイルはコントロール・ファイルではありません指定されたファイルはコントロール・ファイルではありません。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータに指定されたファイルは制御ファイルではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ・ファイルを編集し正しい制御ファイル名を指定してくだ
さい。 

ORA-00225: 制御ファイ制御ファイ制御ファイ制御ファイルルルル name に必要なサイに必要なサイに必要なサイに必要なサイズズズズ numが実際のサイが実際のサイが実際のサイが実際のサイズズズズ numと異なっていまと異なっていまと異なっていまと異なっていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルのヘッダーに指定されている制御ファイルに必要なサイズと実際の
オペレーティング・システムの制御ファイルのサイズが異なっています。 通常、これは
制御ファイルが破壊されていることを示しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  破壊されていない制御ファイルのコピーを復元してください。 制御ファイル
および回復の詳細は、『Oracle8 Server概要』の索引項目「制御ファイル」、「制御ファイ
ルのバックアップ」、「制御ファイル、回復と～」を参照してください。

ORA-00226: 代替制御ファイル・オープン中は操作できません代替制御ファイル・オープン中は操作できません代替制御ファイル・オープン中は操作できません代替制御ファイル・オープン中は操作できません。。。。
原原原原因因因因 :  実行しようとした操作は、現在実行できません。このプロセスでは固定表アクセ
ス用に代替制御ファイルがオープンされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  cfileUseCurrentをコールした後、操作を再試行してください。

ORA-00227: 制御ファイルで壊れたブロックが見つかりました。制御ファイルで壊れたブロックが見つかりました。制御ファイルで壊れたブロックが見つかりました。制御ファイルで壊れたブロックが見つかりました。(ブロックブロックブロックブロック num, # ブロックブロックブロックブロック 
num)
原原原原因因因因 :  制御ファイルの読取り中に、ブロック見出しの破損またはチェックサム・エラー
が検出されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE CONTROLFILEまたは RECOVER DATABASE USING BACKUP 
CONTROLFILEコマンドを使用してください。

ORA-00228: 代替制御ファイル名の長さが最大代替制御ファイル名の長さが最大代替制御ファイル名の長さが最大代替制御ファイル名の長さが最大値値値値 :＜数値＞を超えています＜数値＞を超えています＜数値＞を超えています＜数値＞を超えています。。。。 
原原原原因因因因 :  cfileSetSnapshotNameまたは cfileUseCopyのパラメータとしてファイル名が指
定されましたが、このオペレーティング・システムのファイル名の最大長を超えていま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名を短くして操作を再試行してください。

ORA-00229: 処理不処理不処理不処理不可可可可 : すでにスナップショット制御ファイル・エンキュを保持していますすでにスナップショット制御ファイル・エンキュを保持していますすでにスナップショット制御ファイル・エンキュを保持していますすでにスナップショット制御ファイル・エンキュを保持しています。。。。 
原原原原因因因因 :  実行しようとした操作は、現在実行できません。現在、このプロセスでスナップ
ショット制御ファイル・エンキュを保持しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  cfileUseCurrentをコールしてスナップショット制御ファイル・エンキュを開
放した後、操作を再試行してください。
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制御ファイル・メッセージ : 00200～ 00249
ORA-00230: 操作が許可されません。スナップショット制御ファイルエンキューは実行でき操作が許可されません。スナップショット制御ファイルエンキューは実行でき操作が許可されません。スナップショット制御ファイルエンキューは実行でき操作が許可されません。スナップショット制御ファイルエンキューは実行でき
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  実行しようとした操作は、現在実行できません。現在、他のプロセスでスナップ
ショット制御ファイル・エンキュを保持しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スナップショット制御ファイル・エンキュを保持している並行操作が終了し
てから操作を再試行してください。

ORA-00231: スナップショット制御ファイルの名前が指定されていませんスナップショット制御ファイルの名前が指定されていませんスナップショット制御ファイルの名前が指定されていませんスナップショット制御ファイルの名前が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  cfileMakeAndUseSnapshotまたは cfileUseSnapshot呼び出しの間に、スナップ
ショット・制御ファイルのファイル名が指定されていないことがわかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最初に cfileSetSnapshotNameをコールし、スナップショット制御ファイル
名を指定してください。

ORA-00232: スナップショット制御ファイルは存在していないか、壊れているか、あるいはスナップショット制御ファイルは存在していないか、壊れているか、あるいはスナップショット制御ファイルは存在していないか、壊れているか、あるいはスナップショット制御ファイルは存在していないか、壊れているか、あるいは
読取り不能です読取り不能です読取り不能です読取り不能です。。。。
原原原原因因因因 :  cfileUseSnapshot呼び出しの間に、スナップショット制御ファイルが存在しない
か、不正か、読込み不可であることがわかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  cfileMakeAndUseSnapshotを再コールまたは初回コールしてください。

ORA-00233: コピー制御ファイルが不正か、読込み不可ですコピー制御ファイルが不正か、読込み不可ですコピー制御ファイルが不正か、読込み不可ですコピー制御ファイルが不正か、読込み不可です。。。。
原原原原因因因因 :  cfileUseCopy呼び出しの間に、指定のコピー制御ファイルが不正か、読込み不可 
であることがわかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  cfileUseCopyと同じファイル名を指定して ALTER DATABASE BACKUP 
CONTROLFILE コマンドを実行してから、cfileUseCopyを再試行してください。

ORA-00234: スナップショットかコピー制御ファイルの識別エラー、またはオープン・エスナップショットかコピー制御ファイルの識別エラー、またはオープン・エスナップショットかコピー制御ファイルの識別エラー、またはオープン・エスナップショットかコピー制御ファイルの識別エラー、またはオープン・エ
ラーラーラーラー。。。。
原原原原因因因因 :  cfileUseSnapshotまたは cfileMakeAndUseSnapshot、cfileUseCopy呼び出しで、
指定の名前のスナップショットまたはコピーの制御ファイルが、検出されないか、オー
プンできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  cfileMakeAndUseSnapshotまたは ALTER DATABASE BACKUP 
CONTROLFILEを使用して、スナップショットまたはコピー制御ファイルをそれぞれ
再作成します。

ORA-00235: 同時更新されたため制御ファイル固定テーブルが矛盾しています同時更新されたため制御ファイル固定テーブルが矛盾しています同時更新されたため制御ファイル固定テーブルが矛盾しています同時更新されたため制御ファイル固定テーブルが矛盾しています。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルの更新アクティビティが同時に実行されたので、制御ファイル固定
テーブルの問合せで、矛盾した情報が読み取られました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  操作を再試行してください。

ORA-00236: スナップショット処理不スナップショット処理不スナップショット処理不スナップショット処理不可可可可 : マウントされた制御ファイルはバックアップですマウントされた制御ファイルはバックアップですマウントされた制御ファイルはバックアップですマウントされた制御ファイルはバックアップです。。。。
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アーカイブおよび回復メッセージ : 00250～ 00299
原原原原因因因因 :  制御ファイルとしてバック・アップ制御ファイルがマウントされているときに、
cfileSetSnapshotNameまたは cfileMakeAndUseSnapshot、cfileUseSnapshotを呼び出そ
うとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行の制御ファイルをマウントして操作を再試行してください。

ORA-00237: スナップショット操作が許可されません。制御ファイルは新しく作成されましスナップショット操作が許可されません。制御ファイルは新しく作成されましスナップショット操作が許可されません。制御ファイルは新しく作成されましスナップショット操作が許可されません。制御ファイルは新しく作成されまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEで新規に作成された制御ファイルをマウントしている
ときに、cfileMakeAndUseSnapshotを呼び出そうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行の制御ファイルをマウントして操作を再試行してください。

ORA-00238: データベースの一部であるファイル名を再使用しますデータベースの一部であるファイル名を再使用しますデータベースの一部であるファイル名を再使用しますデータベースの一部であるファイル名を再使用します。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILEコマンドまたは
cfileSetSnapshotNameのパラメータとして渡されたファイル名が、現行のデータベース
の一部であるファイル名と一致します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のファイル名を使用して操作を再試行してください。

アーカイブおよび回復メッセージ : 00250～ 00299
この節では、データベースのアーカイブまたは回復の進行中に生成されるメッセージを記載
します。 

ORA-00250: アーカイバが起動していませんアーカイバが起動していませんアーカイバが起動していませんアーカイバが起動していません。。。。
原原原原因因因因 :  自動アーカイブを停止しようとしましたが、アーカイバ・プロセスは実行されて
いません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

ORA-00251: LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTは、は、は、は、LOG_ARCHIVE_DESTと別でなけれと別でなけれと別でなけれと別でなけれ
ばなりませんばなりませんばなりませんばなりません。。。。
原原原原因因因因 :  LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST初期化パラメータで示される宛先が
LOG_ARCHIVE_DESTで示される宛先と同一です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTか LOG_ARCHIVE_DESTのどちらかに別
の宛先を指定してください。

ORA-00252: ロロロロググググ name(スレッスレッスレッスレッドドドド num)は空であるためアーカイブできませんは空であるためアーカイブできませんは空であるためアーカイブできませんは空であるためアーカイブできません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたログはデータベースに認識されて以来使用されていません。 また、ロ
グ・スイッチにおいてインスタンスが消滅した可能性があり、ログは空のままです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空のログをアーカイブする必要はありません。 REDOログ・ファイルをアー
カイブしないでください。 

ORA-00253: アーカイブ・ストリングアーカイブ・ストリングアーカイブ・ストリングアーカイブ・ストリング name の長の長の長の長ささささ numが制限が制限が制限が制限 numを超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
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アーカイブおよび回復メッセージ : 00250～ 00299
原原原原因因因因 :  指定したアーカイブ・ストリングが長すぎます。 制限値がエラー・メッセージに
含まれています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ストリングを短くして制限値を超えないようにしてから再試行してくださ
い。

ORA-00254: アーカイブ制御文字アーカイブ制御文字アーカイブ制御文字アーカイブ制御文字列列列列 archive_log_locationでエラーが発生しましたでエラーが発生しましたでエラーが発生しましたでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたアーカイブ・ログ位置は、アーカイブ・コマンドにおいても 
LOG_ARCHIVE_DEST 初期化パラメータにおいても有効ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な位置名を指定してください。

ORA-00255: アーカイブ（ロアーカイブ（ロアーカイブ（ロアーカイブ（ロググググ name,スレッスレッスレッスレッドドドド num,順序番号順序番号順序番号順序番号 num）中にエラーが発生しま）中にエラーが発生しま）中にエラーが発生しま）中にエラーが発生しま
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  アーカイブ中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックを調べてさらに詳しい情報を得てください。 
オンライン・ログが壊れている場合は、UNARCHIVEDオプションを使用してログを消
去してください。 ログが作られた後のバック・アップは使用不可能になりますが、
REDOは生成できます。

ORA-00256: アーカイブ・テキスト文字アーカイブ・テキスト文字アーカイブ・テキスト文字アーカイブ・テキスト文字列列列列 strの変換中にエラーが発生しましたの変換中にエラーが発生しましたの変換中にエラーが発生しましたの変換中にエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  アーカイブ制御ストリングの処理中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックを調べてさらに詳しい情報を得てください。 

ORA-00257: アーカイブ先がスタックですアーカイブ先がスタックですアーカイブ先がスタックですアーカイブ先がスタックです。。。。 解放されるまで、解放されるまで、解放されるまで、解放されるまで、CONNECT INTERNAL のみのみのみのみ
が可能ですが可能ですが可能ですが可能です。。。。
原原原原因因因因 :  ARCHプロセスが REDOログ・ファイルをアーカイブしようとしてエラーを受
け取りました。 問題がすぐに解決されない場合、データベースはトランザクションの実
行を停止します。 アーカイブ先のデバイスで REDOログ・ファイルを格納するスペース
が不足している可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アーカイバ・トレース・ファイルをチェックして問題の詳細な説明を調べて
ください。 また、ARCHIVE_LOG_DEST初期化パラメータに指定されたデバイスがアー
カイブに対して適切にセットアップされていることを検証してください。 

ORA-00258: NOARCHIVELOGモードの手動アーカイブではログ指定が必要ですモードの手動アーカイブではログ指定が必要ですモードの手動アーカイブではログ指定が必要ですモードの手動アーカイブではログ指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  NOARCHIVELOGモードにおいて、順序番号、またはグループ番号、ファイル
名を指定しないでログ・ファイルを手動でアーカイブしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが NOARCHIVELOGモードである場合、ログ・ファイルを手
動でアーカイブするには、ログ・ファイルの名前、またはグループ番号、スレッドと順
序番号を指定しなければなりません。

ORA-00259: ロロロロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド num）は現行ログです。アーカイブできません）は現行ログです。アーカイブできません）は現行ログです。アーカイブできません）は現行ログです。アーカイブできません。。。。
原原原原因因因因 :  オープン・スレッドの現行ログをアーカイブしようとしました。 ログ・ファイル
は REDOエントリを生成するために使用されるので、この操作は実行できません。 
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アーカイブおよび回復メッセージ : 00250～ 00299
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スレッドがオープンしているインスタンスのログ・スイッチを強制実行して
ください。 インスタンスがオープンされていない場合、データベースをオープンしなけ
ればなりません。その後、インスタンス回復はスレッドを回復できます。 

ORA-00260: オンライン・ログ順序番オンライン・ログ順序番オンライン・ログ順序番オンライン・ログ順序番号号号号 numがスレッがスレッがスレッがスレッドドドド numに対して見つかりませんに対して見つかりませんに対して見つかりませんに対して見つかりません。。。。 
原原原原因因因因 :  ARCHIVE文で記述されたログ順序番号に一致するオンライン・ログが指定され
たスレッドにありません。 このことは、次の状況で起こる可能性があります。 

■ このログは他の順序番号で再使用された。 

■ このログは消去された。 

■ 順序番号が現時点のログ順序番号より大きい。 

■ いずれのログもスレッドに存在しない。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ARCHIVE文を調べて、有効なログ順序番号を指定してください。

ORA-00261: ロロロロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド num）を現在アーカイブ中または修正中なためアーカイ）を現在アーカイブ中または修正中なためアーカイ）を現在アーカイブ中または修正中なためアーカイ）を現在アーカイブ中または修正中なためアーカイ
ブできませんブできませんブできませんブできません。。。。 
原原原原因因因因 :  他のプロセスによってログは現在アーカイブされているか、または管理コマンド
がログを実行・修正中です。 消去、番号の付加、番号の削除、ログの削除によってログ
を修正します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現在の操作が終了するのを待って、再試行してください。

ORA-00262: 現行ロ現行ロ現行ロ現行ロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド num）は切換えできません）は切換えできません）は切換えできません）は切換えできません。。。。 
原原原原因因因因 :  ログはクローズされたスレッドの現行ログですから、消去したり手動でアーカイ
ブしたりはできません。別のログを現行ログにするためにログを切り換えることはでき
ません。 このスレッドに対する他のすべてのログをアーカイブし消去する必要があり、
再使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  同じスレッドの中の別のログを最初にアーカイブするか、他のログをすべて
消去してください。 切換えができない原因を引き起こす付随するエラーを調べてくださ
い。

ORA-00263: スレッドスレッドスレッドスレッド numでアーカイブを必要とするログがありませんでアーカイブを必要とするログがありませんでアーカイブを必要とするログがありませんでアーカイブを必要とするログがありません。。。。 
原原原原因因因因 :  このスレッドにあるアーカイブされていないログを手動でアーカイブしようとし
ましたが、アーカイブが必要なログがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-00264: 回復は必要ありません回復は必要ありません回復は必要ありません回復は必要ありません。。。。
原原原原因因因因 :  どのような種類の回復も必要ないファイルに対して媒体回復を行おうとしまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  選択したファイルに対して媒体回復を行わないでください。 ファイル名が適
切に指定されていることを調べます。 そうでない場合には適切なファイル名を指定して
コマンドを再試行してください。 
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ORA-00265: インスタンス回復が必要ですが、インスタンス回復が必要ですが、インスタンス回復が必要ですが、インスタンス回復が必要ですが、ARCHIVELOGモーモーモーモードドドドに設定できませんに設定できませんに設定できませんに設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  データベースがクラッシュしたか、または ABORTオプションによって停止され
ました。 オンライン・ログがデータ・ファイルを回復するには不十分な可能性があるた
め、媒体回復を使用可能にすることはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースをオープンしてから、NORMALまたは IMMEDIATEを指定し
て SHUTDOWNコマンドを入力してください。 

ORA-00266: アーカイブ済みログ・ファイルの名前が必要ですアーカイブ済みログ・ファイルの名前が必要ですアーカイブ済みログ・ファイルの名前が必要ですアーカイブ済みログ・ファイルの名前が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  媒体回復中にアーカイブ済みログ・ファイルの名前を入力するように要求されま
したが、入力しませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいログ・ファイルをマウントして、要求された時点でその名前を入力し
てください。 

ORA-00267: アーカイブ済みログ・ファイルの名前は必要ありませんアーカイブ済みログ・ファイルの名前は必要ありませんアーカイブ済みログ・ファイルの名前は必要ありませんアーカイブ済みログ・ファイルの名前は必要ありません。。。。
原原原原因因因因 :  媒体回復中にアーカイブ済みログ・ファイルの名前が入力されましたが、名前は
要求されていませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新たなログ・ファイルの名前を入力しないで媒体回復を継続してください。 

ORA-00268: 指定されたログ・ファイルは存在しません（指定されたログ・ファイルは存在しません（指定されたログ・ファイルは存在しません（指定されたログ・ファイルは存在しません（name））））。。。。 
原原原原因因因因 :  指定された REDOログ・ファイルは存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名の綴りと大文字小文字の区別を確認してからコマンドを再試行し
てください。 

ORA-00269: 指定されたログ・ファイルはスレッ指定されたログ・ファイルはスレッ指定されたログ・ファイルはスレッ指定されたログ・ファイルはスレッドドドド numの一部です（の一部です（の一部です（の一部です（numではないではないではないではない））））。。。。 
原原原原因因因因 :  指定された REDOログ・ファイルは指定されたスレッドの一部ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なスレッドから REDOログ・ファイルを使用していない場合、REDO
ログ・ファイルのスレッドがコマンド行上のスレッドと一致していることを確認してく
ださい。 一致していない場合は、適切なスレッドから REDOログ・ファイルを使用して
ください。 エラーを正してからコマンドを再試行してください。 

ORA-00270: アーカイブ・ログの作成でエラーが発生しましたアーカイブ・ログの作成でエラーが発生しましたアーカイブ・ログの作成でエラーが発生しましたアーカイブ・ログの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  アーカイブ先のファイルを作成、またはオープンしているときにエラーが発生し
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アーカイブ先が有効であり、アーカイブ先のデバイス上に十分なスペースが
あることを確認してください。 

ORA-00271: アーカイブの必要なログは存在しませんアーカイブの必要なログは存在しませんアーカイブの必要なログは存在しませんアーカイブの必要なログは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  アーカイブされていないログ・ファイルを手動でアーカイブしようとしました
が、アーカイブの必要なファイルは存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-00272: アーカイブ・ログ書込みエラーが発生しましたアーカイブ・ログ書込みエラーが発生しましたアーカイブ・ログ書込みエラーが発生しましたアーカイブ・ログ書込みエラーが発生しました。。。。
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アーカイブおよび回復メッセージ : 00250～ 00299
原原原原因因因因 :  ログ・ファイルのアーカイブ中に I/Oエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  出力デバイスが使用可能な状態にあることを確認し、発生したデバイス・エ
ラーを訂正してください。 また、アーカイブのための十分なスペースが出力デバイス上
で使用可能であることを確認してください。 

ORA-00273: ダイレクト・ロード・データのメディア回復は記録されていませんダイレクト・ロード・データのメディア回復は記録されていませんダイレクト・ロード・データのメディア回復は記録されていませんダイレクト・ロード・データのメディア回復は記録されていません。。。。
原原原原因因因因 :  媒体回復セッションで、ダイレクト・ローダーによってロードされ、REDO情報
を記録していない表が見つかりました。 この表の中のブロックのいくつか、またはすべ
ては欠陥ありとしてマークされました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表を削除するか切捨てて、欠陥のあるブロックを再使用できるようにしてく
ださい。 ファイルの最新のバックアップが使用できる場合、このファイルを回復してエ
ラーを解決してください。 

ORA-00274: 回復オプショ回復オプショ回復オプショ回復オプションンンン : strが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なオプションが回復コマンドに対して指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正して、コマンドを再実行してください。 

ORA-00275: 媒体回復がすでに開始されています媒体回復がすでに開始されています媒体回復がすでに開始されています媒体回復がすでに開始されています。。。。
原原原原因因因因 :  同一のセッションで 2回目の媒体回復を開始しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最初の媒体回復セッションを完了するか、または取り消します。または媒体
回復を実行するために別のセッションを開始してください。

ORA-00276: CHANGEキーワードに変更数が指定されていませんキーワードに変更数が指定されていませんキーワードに変更数が指定されていませんキーワードに変更数が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行に CHANGEキーワードが指定されましたが、変更する数が指定され
ていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CHANGEキーワードの後に有効な変更数を指定してコマンドを再試行して
ください。 

ORA-00277: UNTIL回復フラ回復フラ回復フラ回復フラググググ strに対するオプションが無効ですに対するオプションが無効ですに対するオプションが無効ですに対するオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  UNTILキーワードとともに使用できるのは CANCELおよび CHANGE、TIME
だけです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00278: この回復ではログ・ファイこの回復ではログ・ファイこの回復ではログ・ファイこの回復ではログ・ファイルルルル nameは必要なくなりましたは必要なくなりましたは必要なくなりましたは必要なくなりました。。。。
原原原原因因因因 :  指定した REDOログ・ファイルは、現行の回復処理のために必要ではなくなり
ました。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 アーカイブされた REDOログ・ファイルを必要に応
じて、現行位置から削除すると、ディスク領域を節約できます。 ただし、将来、別の回
復セッションにこの REDOログ・ファイルが必要になることもあります。 

ORA-00279: スレッドスレッドスレッドスレッド num には、には、には、には、name で生成されたで生成されたで生成されたで生成された num 変更が必要です変更が必要です変更が必要です変更が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  回復処理を進めるには要求されたログが必要です。 
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アーカイブおよび回復メッセージ : 00250～ 00299
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドに要求されたログを指定するか、または回復処理を取り消してくだ
さい。

ORA-00280: 変変変変更更更更 num（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド num）は順序番）は順序番）は順序番）は順序番号号号号 numに存在しますに存在しますに存在しますに存在します。。。。 
原原原原因因因因 :  このメッセージは、他のエラー・メッセージで要求される REDOログ・ファイ
ルを指定された変更番号で配置するのに役立ちます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージで示された情報を使用して、他のエラーのために必要なアー
カイブ済みログ・ファイルを与えてください。 

ORA-00281: ディスパッチャを使用して媒体回復を実行することはできませんディスパッチャを使用して媒体回復を実行することはできませんディスパッチャを使用して媒体回復を実行することはできませんディスパッチャを使用して媒体回復を実行することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  ディスパッチャ・プロセスを使用して媒体回復を実行しようとしました。 メモ
リー要件によって、媒体回復を実行するときにディスパッチャ・プロセス接続は使用で
きません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  専用サーバー・プロセスを介してインスタンスを接続し、媒体回復を実行し
てください。

ORA-00282: nameコールはサポートされません。コールはサポートされません。コールはサポートされません。コールはサポートされません。ALTER DATABASE RECOVERを使用しを使用しを使用しを使用し
てくださいてくださいてくださいてください。。。。 
原原原原因因因因 :  指定された UPIコールは現在サポートされていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべての回復処理には、ALTER DATABASE RECOVERコマンドを使用して
ください。

ORA-00283: エラーによって回復セッションは取り消されましたエラーによって回復セッションは取り消されましたエラーによって回復セッションは取り消されましたエラーによって回復セッションは取り消されました。。。。
原原原原因因因因 :  回復中に現行の回復セッションを終了させる致命的と判断されるエラーが発生し
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーとともに特定のエラーがさらに発生します。 適切な処置について
は他のエラーを調べてください。 

ORA-00284: 回復セッションは継続します回復セッションは継続します回復セッションは継続します回復セッションは継続します。。。。
原原原原因因因因 :  回復中に現行の回復セッションを継続できる致命的ではないと判断されるエラー
が発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーとともに特定のエラーがさらに発生します。 適切な処置について
は他のエラーを調べてください。 

ORA-00285: TIMEは文字列制約として指定されていませんは文字列制約として指定されていませんは文字列制約として指定されていませんは文字列制約として指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  時間の文字列制約として UNTIL TIMEが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  シングル・クォート (’)で囲んで時間を入力してください。 

ORA-00286: 有効なデータを持ったメンバーが存在しません有効なデータを持ったメンバーが存在しません有効なデータを持ったメンバーが存在しません有効なデータを持ったメンバーが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  使用可能な REDOログ・ファイル・グループのメンバーが存在しないか、また
は使用可能なメンバーに完全なデータが含まれていません。 
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アーカイブおよび回復メッセージ : 00250～ 00299
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メンバーが一時的にオフラインになっている場合には使用できるようにして
ください。 特に REDOログ・ファイルをリモート・アクセスしている場合には、正しい
ファイル名を使用していることを確認してください。 

ORA-00287: 指定された変更番指定された変更番指定された変更番指定された変更番号号号号 numはスレッはスレッはスレッはスレッドドドド numにはありませんにはありませんにはありませんにはありません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定された変更番号は指定されたスレッドに対するオンライン REDOログに存
在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文を調べて有効な変更番号を指定してください。 アーカイブ・ログに対して
は NEXTオプションを使用してみてください。 

ORA-00288: 回復を継続するに回復を継続するに回復を継続するに回復を継続するにはははは ALTER DATABASE RECOVER CONTINUEを入力してを入力してを入力してを入力して
くださいくださいくださいください。。。。
原原原原因因因因 :  媒体回復において、新しいログからの REDO情報は必要ではありませんが、
チェックポイントを行い、エラーをレポートするために継続コマンドが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER DATABASE RECOVER CONTINUEを入力して、回復を再開してく
ださい。 

ORA-00289: 検討すべきログ・ファイ検討すべきログ・ファイ検討すべきログ・ファイ検討すべきログ・ファイルルルル : filename
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ LOG_ARCHIVE_DESTおよび LOG_ARCHIVE_FORMATに
よって、必要とされる次の REDOログ・ファイル名をこのメッセージは示しています。 
このメッセージでは、必要とされる REDOログ・ファイルがアーカイブされた時点で
LOG_ARCHIVE_DESTと LOG_ARCHIVE_FORMATが同一であると想定しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復に必要とされる次のログ・ファイルには、このファイル名を使用するよ
うにしてください。 

ORA-00290: オペレーティング・システムにアーカイブ・エラーが発生しましたオペレーティング・システムにアーカイブ・エラーが発生しましたオペレーティング・システムにアーカイブ・エラーが発生しましたオペレーティング・システムにアーカイブ・エラーが発生しました。。。。 次のエ次のエ次のエ次のエ
ラーを参照してくださいラーを参照してくださいラーを参照してくださいラーを参照してください。。。。
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイルにアーカイブを試みている途中で、サーバーにおいて予期
しないオペレーティング・システムのエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージに示されているオペレーティング・システムのエラーを修正して
から、再試行してください。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参
照してください。

ORA-00291: PARALLELオプションには数値が必要ですオプションには数値が必要ですオプションには数値が必要ですオプションには数値が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  回復コマンドが誤って指定されました。 PARALLELオプションにパラレル度を指
定する引数が続かなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  望ましいパラレル度を指定する引数を使用してコマンドを再入力してくださ
い。

ORA-00292: パラレル回復機能がインストールされていませんパラレル回復機能がインストールされていませんパラレル回復機能がインストールされていませんパラレル回復機能がインストールされていません。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル回復が要求されましたが、パラレル回復オプションがインストールされ
ていません。
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REDOログ・ファイル・メッセージ : 00300～ 00369
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RECOVERコマンドから PARALLEL句を削除してください。 また、初期化
ファイルの RECOVERY_PARALLELISMパラメータも削除してください。

ORA-00293: 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイルがががが REDOログと同期していませんログと同期していませんログと同期していませんログと同期していません。。。。
原原原原因因因因 :  インスタンスの起動時に現行ではない制御ファイルが指定されたので、REDOロ
グ・ファイルと制御ファイルが同期しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行の制御ファイル、または USING BACKUP CONTROL FILE句を使用し
て RECOVERコマンドを再試行してください。

ORA-00294: アーカイブ・ログ・フォーマットの指定アーカイブ・ログ・フォーマットの指定アーカイブ・ログ・フォーマットの指定アーカイブ・ログ・フォーマットの指定子子子子 name が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  LOG_ARCHIVE_FORMAT初期化パラメータに、無効なフォーマット指定子が検
出されました。 %記号の後に指定できる文字は、sおよび S、t、Tだけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化ファイルを訂正してからインスタンスを再起動してください。

ORA-00295: データ・ファイル番データ・ファイル番データ・ファイル番データ・ファイル番号号号号 num が無効です。が無効です。が無効です。が無効です。1以以以以上上上上 num 以下に指定してください以下に指定してください以下に指定してください以下に指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  無効なファイル番号が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいデータ・ファイル番号を指定して、操作を再試行してください。

REDOログ・ファイル・メッセージ : 00300～ 00369 
この節では、REDOログ・ファイルがアクセスされているときに出力されるメッセージを記
載します。

ORA-00300: REDOログ・ブロック・サイログ・ブロック・サイログ・ブロック・サイログ・ブロック・サイズズズズ numの指定が無効です。－　制限の指定が無効です。－　制限の指定が無効です。－　制限の指定が無効です。－　制限値値値値 numを超を超を超を超
えていますえていますえていますえています。。。。 
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システムの最大ブロック・サイズより大きいブロック・サイ
ズの REDOログを指定しました。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  REDOログのブロック・サイズを小さくして操作を再試行してください。

ORA-00301: ログ・ファイログ・ファイログ・ファイログ・ファイルルルル nameを追加作成することができませんを追加作成することができませんを追加作成することができませんを追加作成することができません。。。。
原原原原因因因因 :  ログ・ファイルの作成に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  装置上に十分な記憶領域が存在すること、ファイル名が有効であること、装
置がオンラインになっていることを確認した上で、操作を再試行してください。 また、
コマンド行で REUSEが指定されている、または誤ったサイズのファイルが存在してい
る可能性があります。 REUSEを指定しないか、または正しいサイズのファイルを使用し
てください。 

ORA-00302: ログの制限ログの制限ログの制限ログの制限 num を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイルの最大数を超えました。ログ・ファイルの数に関しては、
データベース作成時に設定した制限があります（一般的には 16）。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXLOGFILESの値を大きくして CREATE CONTROLFILEコマンドを実行
してください。
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REDOログ・ファイル・メッセージ : 00300～ 00369
ORA-00304: 要求し要求し要求し要求したたたた INSTANCE_NUMBERは使用中ですは使用中ですは使用中ですは使用中です。。。。
原原原原因因因因 :  すでに使用中の初期化パラメータ INSTANCE_NUMBERの値を使用してインス
タンスを起動しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータ・ファイル内の INSTANCE_NUMBERに対して別の値を指定す
るか、またはそのインスタンス番号に対する回復が終了するのを待機します。 その後、
インスタンスを再起動してください。 

ORA-00305: ロロロロググググ : name (スレッスレッスレッスレッドドドド : num)が矛盾しが矛盾しが矛盾しが矛盾し ています。別のデータベースに属していています。別のデータベースに属していています。別のデータベースに属していています。別のデータベースに属してい
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイル中のデータベース IDが、制御ファイル内のデータベース
IDと一致しません。 この REDOログ・ファイルは、現行データベースのものではあり
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい REDOログ・ファイルを指定して操作を再試行してください。

ORA-00306: インスタンス数が制限インスタンス数が制限インスタンス数が制限インスタンス数が制限数数数数 numを超えましたを超えましたを超えましたを超えました。。。。
原原原原因因因因 :  このインスタンスを起動すると、このデータベースに許可されたインスタンスの
最大数を超えてしまいます。 パラレル (共有 )モードで別のインスタンスを起動しよう
とするとこのエラーが発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制限数を超えたインスタンス数を起動することはできません。 最大数は、オ
ペレーティング・システム固有の最大値または CREATE DATABASE文で指定された
MAXINSTANCESオプションの小さい方になります。 さらにオペレーティング・システ
ム固有のマニュアルも参照してください。

ORA-00307: 要求し要求し要求し要求したたたた INSTANCE_NUMBERは有効範囲を超えていまは有効範囲を超えていまは有効範囲を超えていまは有効範囲を超えていますすすす (最大最大最大最大値値値値 num)。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ INSTANCE_NUMBERに有効範囲外の数値が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INSTANCE_NUMBERを有効範囲内に変更してからインスタンスを再起動し
てください。 最小値は 1です。最大値は、オペレーティング・システム固有の最大値ま
たは CREATE DATABASE文に指定されたMAXINSTANCESオプションの小さい方に
なります。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してください。

ORA-00308: アーカイブ・ロアーカイブ・ロアーカイブ・ロアーカイブ・ロググググ nameをオープンできませんをオープンできませんをオープンできませんをオープンできません。。。。 
原原原原因因因因 :  アーカイブ REDOログ・ファイルにシステムがアクセスできません。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オフライン・ログが存在すること、および、記憶装置がオンラインになって
いることとアーカイブ・ファイルの位置をチェックしてください。 続いて、回復を続行
するか、回復セッションを再開してください。 

ORA-00309: ログが無効なデータベースに属していますログが無効なデータベースに属していますログが無効なデータベースに属していますログが無効なデータベースに属しています。。。。
原原原原因因因因 :  ログが別のデータベースに属しているため、システムがアーカイブ REDO ログ
にアクセスできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい REDOログ・ファイルを指定して操作を再試行してください。

ORA-00310: アーカイブ・ログは順序番アーカイブ・ログは順序番アーカイブ・ログは順序番アーカイブ・ログは順序番号号号号 numを含んでいますが順序番を含んでいますが順序番を含んでいますが順序番を含んでいますが順序番号号号号 numが必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
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原原原原因因因因 :  アーカイブ・ログの順序が間違っています。おそらく、壊れたか、回復中に違う
ログ・ファイルが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい REDOログ・ファイルを指定して操作を再試行してください。

ORA-00311: アーカイブ済みログのヘッダーを読み込むことができませんアーカイブ済みログのヘッダーを読み込むことができませんアーカイブ済みログのヘッダーを読み込むことができませんアーカイブ済みログのヘッダーを読み込むことができません。。。。
原原原原因因因因 :  アーカイブ済み REDOログ・ファイルのファイル・ヘッダーを読み取ろうとし
たときにエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージとともに別のメッセージが表示されます。 適切な処置につい
ては関係するエラー・メッセージを参照してください。

ORA-00312: オンライン・ログオンライン・ログオンライン・ログオンライン・ログ name スレッドスレッドスレッドスレッド num: str 
原原原原因因因因 :  このメッセージはファイル名を知らせます。詳細は別のエラーを参照してくださ
い。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージとともに別のメッセージが表示されます。 適切な処置につい
ては関係するエラー・メッセージを参照してください。 

ORA-00313: ログ・グルーログ・グルーログ・グルーログ・グループプププ name(スレッスレッスレッスレッドドドド name)のメンバーをオープンできませんのメンバーをオープンできませんのメンバーをオープンできませんのメンバーをオープンできません。。。。 
原原原原因因因因 :  オンライン・ログをオープンできません。 ファイルが存在すべき位置にない可能
性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要であれば、正しい REDOログ・ファイルを指定するかまたはログを使
用可能にします。 また、続いてエラー・メッセージが表示される場合にはそちらを調べ
てください。 

ORA-00314: ロロロロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド num）順序番）順序番）順序番）順序番号号号号 numがががが numと一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  オンライン・ログが壊れているか、古いバージョンであるため、順序が違ってい
ます。                        

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復手順の詳細は、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。

ORA-00315: スレッドスレッドスレッドスレッド num のログのログのログのログ name で、ヘッダーのスレッドで、ヘッダーのスレッドで、ヘッダーのスレッドで、ヘッダーのスレッド # num が正しくありませが正しくありませが正しくありませが正しくありませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン REDOログ・ファイルに欠陥があるか、またはファイルは古いバー
ジョンです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復作業に関しては、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。 

ORA-00316: ロロロロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド num）のヘッダー・タイ）のヘッダー・タイ）のヘッダー・タイ）のヘッダー・タイププププ strはログ・ファイルでありまはログ・ファイルでありまはログ・ファイルでありまはログ・ファイルでありま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン REDOログ・ファイルに欠陥があるか、またはファイルは古いバー
ジョンです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復作業に関しては、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。 

ORA-00317:ヘッダーのファイル・タイヘッダーのファイル・タイヘッダーのファイル・タイヘッダーのファイル・タイププププ strはログ・ファイルではありませんはログ・ファイルではありませんはログ・ファイルではありませんはログ・ファイルではありません。。。。
原原原原因因因因 :  これはアーカイブ済み REDOログ・ファイルではありません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復作業に関しては、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。 

ORA-00318: ロロロロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド num）のファイル・サイ）のファイル・サイ）のファイル・サイ）のファイル・サイズズズズ numはははは numと一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  制御ファイルに示されたファイル・サイズが、REDOログ・ファイル内の制御
ファイルのファイル・サイズと一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復作業に関しては、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。

ORA-00319: ロロロロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド :num）のログ・リセット状態が無効です）のログ・リセット状態が無効です）のログ・リセット状態が無効です）のログ・リセット状態が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン REDOログ・ファイルが、制御ファイルにリストされたものとは異
なるログ・リセット・データを持っています。 REDOログ・ファイルが間違って復元さ
れたバックアップである可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復作業に関しては、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。 

ORA-00320: ロロロロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド num）からログ・ファイル・ヘッダーを読み込めません）からログ・ファイル・ヘッダーを読み込めません）からログ・ファイル・ヘッダーを読み込めません）からログ・ファイル・ヘッダーを読み込めません。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイルが使用可能でないため、システムは REDOログ・ファイル・ヘッダー
が読み込めないか、ファイルが壊れています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい REDOログ・ファイルを指定して操作を再試行してください。

ORA-00321: ログ・ファイル・ヘッダー（ロログ・ファイル・ヘッダー（ロログ・ファイル・ヘッダー（ロログ・ファイル・ヘッダー（ロググググ name,スレッスレッスレッスレッドドドド num）を更新できません）を更新できません）を更新できません）を更新できません。。。。 
原原原原因因因因 :  システムはログ・ファイルに対して書き込めません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルへのアクセスを復元してから操作を再試行してください。

ORA-00322: ロロロロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド num）は現行コピーではありません）は現行コピーではありません）は現行コピーではありません）は現行コピーではありません。。。。
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイル・ヘッダーの検査によると、オンライン REDOログ・
ファイルは間違って復元されたバックアップと判断されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復作業に関しては、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。 

ORA-00323: 現行ログ（スレッ現行ログ（スレッ現行ログ（スレッ現行ログ（スレッドドドド num）は使用不可で他はすべてアーカイブが必要です）は使用不可で他はすべてアーカイブが必要です）は使用不可で他はすべてアーカイブが必要です）は使用不可で他はすべてアーカイブが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  別のオンライン・ログに切り換える必要がありますが、他のオンライン REDO
ログ・ファイルはすべてアーカイブしてからでなければ使用できません。このため、ス
レッドをオープンしようとして失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スレッドに対するオンライン REDOログをアーカイブしてから操作を再度
行ってください。

ORA-00324: ログ・ファイログ・ファイログ・ファイログ・ファイルルルル nameの変換の変換の変換の変換名名名名 nameが長すぎます。文字が長すぎます。文字が長すぎます。文字が長すぎます。文字数数数数 numが制限数が制限数が制限数が制限数 num
を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイルの変換名が長すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  さらに短く変換される REDOログ・ファイル名を再指定してください。 

ORA-00325: アーカイブ済ログ（スレッアーカイブ済ログ（スレッアーカイブ済ログ（スレッアーカイブ済ログ（スレッドドドド num）でヘッダー内のスレッド番号）でヘッダー内のスレッド番号）でヘッダー内のスレッド番号）でヘッダー内のスレッド番号 numが無効でが無効でが無効でが無効で
すすすす。。。。 
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原原原原因因因因 :  アーカイブ済み REDOログ・ファイルに欠陥があるか、またはファイルは別の
スレッドに属しています。 この REDOログ・ファイルは使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいアーカイブ済み REDOログ・ファイルを見つけてこれを使用し、操
作を再度行ってください。

ORA-00326: ログは変ログは変ログは変ログは変更更更更 numで開始します。もっと以前の変で開始します。もっと以前の変で開始します。もっと以前の変で開始します。もっと以前の変更更更更 numが必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。 
原原原原因因因因 :  回復のために供給したアーカイブ済み REDOログ・ファイルは、必要とされる
REDOログ・ファイルの後に生成されたものです。 この時点で REDO情報を適用するた
めにこのログを使用することはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいアーカイブ済み REDOログ・ファイルを見つけて、インストールし、
操作を再度行ってください。

ORA-00327: ロロロロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド :num））））の物理サイの物理サイの物理サイの物理サイズズズズ numはははは numでなければなりませんでなければなりませんでなければなりませんでなければなりません。。。。 
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイルのサイズが小さくなっています。 これは通常コンピュータ
処理の誤りか、オペレーティング・システム・エラーが原因です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップから REDOログ・ファイルを復元してください。 データベース
が問題なく停止されていれば、これ以外の処置は必要ありません。 そうでない場合、手
作業による復元が必要になる場合があります。 

ORA-00328: アーカイブ済ログは変アーカイブ済ログは変アーカイブ済ログは変アーカイブ済ログは変更更更更 numで終了、もっと後の変で終了、もっと後の変で終了、もっと後の変で終了、もっと後の変更更更更 numが必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。 
原原原原因因因因 :  回復のために供給したアーカイブ済み REDOログ・ファイルは、必要とされる
ログ・ファイルの前に生成されたものです。 この時点で REDO情報を適用するためにこ
のログを使用することはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいアーカイブ済み REDOログ・ファイルを見つけて、インストールし、
操作を再度行ってください。

ORA-00329: アーカイブ済ログは変アーカイブ済ログは変アーカイブ済ログは変アーカイブ済ログは変更更更更 numで開始します。変で開始します。変で開始します。変で開始します。変更更更更 numが必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。 
原原原原因因因因 :  回復のために供給したアーカイブ済み REDOログ・ファイルは、正しいログで
はありません。 もっと以前のログ・ファイルが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいアーカイブ済み REDOログ・ファイルを見つけて、インストールし、
操作を再度行ってください。

ORA-00330: アーカイブ済ログは変アーカイブ済ログは変アーカイブ済ログは変アーカイブ済ログは変更更更更 numで終了、変で終了、変で終了、変で終了、変更更更更 numが必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。 
原原原原因因因因 :  回復のために供給したアーカイブ済み REDOログ・ファイルは、正しいログで
はありません。 もっと後のログ・ファイルが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいアーカイブ済み REDOログ・ファイルを見つけて、インストールし、
操作を再度行ってください。

ORA-00331: ログのバージョログのバージョログのバージョログのバージョンンンン numははははOracleババババーーーージョジョジョジョンンンン numとの互換性がありませんとの互換性がありませんとの互換性がありませんとの互換性がありません。。。。 
原原原原因因因因 :  このログは互換性のない旧バージョンの Oracleで作成されました。または、無
効なログを使用しようとしました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な REDOログ・ファイルを指定するか、または旧バージョンのソフト
ウェアを使用して、データベースを回復してください。 次に Oracleを停止して、新しい
ソフトウェアで再起動してください。

ORA-00332: ログが小さすぎて完全にアーカイブされていない可能性がありますログが小さすぎて完全にアーカイブされていない可能性がありますログが小さすぎて完全にアーカイブされていない可能性がありますログが小さすぎて完全にアーカイブされていない可能性があります。。。。
原原原原因因因因 :  ログが割り当てられたスペースより小さいです。アーカイバーが書込み中に
SHUTDOWN ABORTをした可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  完全バージョンのファイル、つまりオンライン・バージョンか正しくアーカ
イブされたファイルを入手し、このファイルを使って回復を実行してください。 

ORA-00333: REDOログ読取りエラー（ブロッログ読取りエラー（ブロッログ読取りエラー（ブロッログ読取りエラー（ブロックククク num,件件件件数数数数 num）が発生しました）が発生しました）が発生しました）が発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイルの読取り中にエラーが発生しました。 このメッセージとと
もにファイル名を伝える他のエラー・メッセージが表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルへのアクセスを復元するか、またはファイルの別のコピーを入手し
てください。

ORA-00334: アーカイブ・ロアーカイブ・ロアーカイブ・ロアーカイブ・ロググググ : name 
原原原原因因因因 :  このメッセージは他のエラーに関係のあるファイル名を伝えます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題の記述については関連するエラー・メッセージを参照してください。 

ORA-00335: オンライン・ロオンライン・ロオンライン・ロオンライン・ロググググ :nameは存在しませんは存在しませんは存在しませんは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージは他のメッセージに関係のあるファイル名を伝えます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージで示される根本的な誤りを正してください。 

ORA-00336: ログ・ファイルのサイログ・ファイルのサイログ・ファイルのサイログ・ファイルのサイズズズズ numが最小ブロッが最小ブロッが最小ブロッが最小ブロックククク numより小さくなっていますより小さくなっていますより小さくなっていますより小さくなっています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文に指定した REDOログ・ファイルのサイズが小さすぎま
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  REDOログ・ファイルのサイズを大きくして文を再入力してください。 

ORA-00337: ログ・ファイログ・ファイログ・ファイログ・ファイルルルル nameが存在しないかサイズが指定されていませんが存在しないかサイズが指定されていませんが存在しないかサイズが指定されていませんが存在しないかサイズが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  既存のファイルがないか、作成するファイルのサイズ指定がないために、ログ・
ファイルを登録できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルのサイズを指定してから操作を再試行してください。

ORA-00338: ロロロロググググ name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド num）は制御ファイルよりも最近のものです）は制御ファイルよりも最近のものです）は制御ファイルよりも最近のものです）は制御ファイルよりも最近のものです。。。。 
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイル内の制御ファイル変更順序番号は制御ファイル内の番号よ
りも大きくなっています。 これは間違った制御ファイルが使用されていることを示して
います。 データベースを再オープンすることによってこのエラーが繰返し発生すると、
問題を訂正しなくてもエラーが発生しなくなる可能性があります。 データベースをオー
プンしようとするたびに、制御ファイル変更順序番号は大きくなります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい制御ファイルを使用するか、制御ファイルのバックアップを使って回
復を実行してください。
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ORA-00339: アーカイブ済みログアーカイブ済みログアーカイブ済みログアーカイブ済みログにににに REDO情報が含まれていません情報が含まれていません情報が含まれていません情報が含まれていません。。。。
原原原原因因因因 :  適用されているアーカイブ済みログが正しいログではありません。 適用されてい
るログは、ログのコピーであるか、または現行ログとして使用されるように準備されて
いるオンライン・ログです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい REDOログ・ファイルを復元してください。 

ORA-00340: オンライン・ロオンライン・ロオンライン・ロオンライン・ロググググ : name (スレッスレッスレッスレッドドドド : num )処理中処理中処理中処理中にににに I/Oエラーが発生しましエラーが発生しましエラーが発生しましエラーが発生しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  この名前のオンライン REDOログに対して入出力エラーが発生しました。ファ
イルにアクセスできなかったか、ファイルが破損している可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルをアクセス可能にしてください。必要であればバックアップ
から復元してください。 

ORA-00341: スレッドスレッドスレッドスレッド num のロのロのロのロググググ name で、ヘッダーのログで、ヘッダーのログで、ヘッダーのログで、ヘッダーのログ # num  が正しくありませんが正しくありませんが正しくありませんが正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン redoログ・ファイル内の内部情報が制御ファイル情報と一致しませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復作業に関しては、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。

ORA-00342: アーカイブ済みログは最後アーカイブ済みログは最後アーカイブ済みログは最後アーカイブ済みログは最後のののの RESETLOGSより前に作成されましたより前に作成されましたより前に作成されましたより前に作成されました。。。。
原原原原因因因因 :  最後の ALTER DATABASE OPEN RESETLOGSコマンド以前に作成されたログを
リカバリに使用しました。 そのコマンドより後に作成された、正しい REDOを収録した
別のログ・ファイルが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいアーカイブ済み REDOログ・ファイルを見つけて、インストールし、
操作を再度行ってください。

ORA-00343: エラーが多すぎます。ログ・メンバーはクローズされましたエラーが多すぎます。ログ・メンバーはクローズされましたエラーが多すぎます。ログ・メンバーはクローズされましたエラーが多すぎます。ログ・メンバーはクローズされました。。。。
原原原原因因因因 :  このログ・メンバーに対するエラーの最大数を超えました。 このメッセージとと
もに別のメッセージが表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージで示される根本的な誤りを正してください。 

ORA-00344: オンライン・ロオンライン・ロオンライン・ロオンライン・ロググググ :name を再作成することができませんを再作成することができませんを再作成することができませんを再作成することができません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS コマンドまたは ALTER DATABASE 
CLEARログ・ファイル・コマンドの実行中に、ログ I/Oに障害が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  後に続くメッセージを確認し、 ファイルがアクセス可能かどうかを確認して
ください。

ORA-00345: REDOログ書込みエラーが発生しました（ブロッログ書込みエラーが発生しました（ブロッログ書込みエラーが発生しました（ブロッログ書込みエラーが発生しました（ブロックククク :num ,件件件件数数数数 :num））））。。。。 
原原原原因因因因 :  ログに書込み中に入出力エラーが発生しました。ファイルがアクセス可能でな
かったか、または装置の故障の可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルをアクセス可能にするか装置を修復して、システムを再起動してく
ださい。 ログが失われている場合は、媒体回復または不完全回復を行ってください。 
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ORA-00346: ログ・メンバーログ・メンバーログ・メンバーログ・メンバーはははは STALEとしてマークされましたとしてマークされましたとしてマークされましたとしてマークされました。。。。
原原原原因因因因 :  ログ・ファイル・メンバーが完全ではありません。 このメッセージとともに別の
メッセージが表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージで示される根本的な誤りを正してください。 

ORA-00347: ロロロロググググ :name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド :num）でブロック・サイ）でブロック・サイ）でブロック・サイ）でブロック・サイズズズズ :num とととと num が一致しませが一致しませが一致しませが一致しませ
んんんん。。。。 
原原原原因因因因 :  オンラインの復元中に、制御ファイルに指定されているブロック・サイズと、ロ
グ・ファイル中のブロック・サイズが一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップから正しいログ・ファイルを復元して操作を再試行してくださ
い。

ORA-00348: 単一プロセス単一プロセス単一プロセス単一プロセスのののの REDOで障害が発生しましたで障害が発生しましたで障害が発生しましたで障害が発生しました。。。。 インスタンスを停止してくださインスタンスを停止してくださインスタンスを停止してくださインスタンスを停止してくださ
いいいい。。。。
原原原原因因因因 :  単一プロセス REDOログ操作中に障害が発生しました。 このエラーは、正常な複
数プロセス操作では発生しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースをいったん停止してから再起動してください。 

ORA-00349: name のブロック・サイズを確保することができませんのブロック・サイズを確保することができませんのブロック・サイズを確保することができませんのブロック・サイズを確保することができません。。。。
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システムは、このファイルのブロック・サイズを決定するこ
とができません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージを調べて、装置を修復するか別のファイルを指定してく
ださい。 

ORA-00350: ロロロロググググ :name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド :num）はアーカイブが必要です）はアーカイブが必要です）はアーカイブが必要です）はアーカイブが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  媒体回復が使用可能になっており指定されたログはアーカイブされませんでし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  REDOログ・ファイルをアーカイブするか、または媒体回復を不可能にして
ください。 コマンドが UNARCHIVEDオプションをサポートするのであれば、それを使
うことができます。 しかし、このようにすると、バックアップが使用不可能になったり、
オフライン・ファイルが削除される場合があります。

ORA-00351: 回復時間が無効です回復時間が無効です回復時間が無効です回復時間が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  RECOVER DATABASE... UNTIL文に指定された時間が 1988年 1月 1日より前の
ものでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1988年 1月 1日以後の時間を指定してください。 

ORA-00352: すべてのログ（スレッすべてのログ（スレッすべてのログ（スレッすべてのログ（スレッドドドド :num）をアーカイブする必要があるので、使用可能に）をアーカイブする必要があるので、使用可能に）をアーカイブする必要があるので、使用可能に）をアーカイブする必要があるので、使用可能に
できませんできませんできませんできません。。。。
原原原原因因因因 :  スレッドのオンライン REDOログ・ファイルをすべてアーカイブする必要があ
るときに、そのスレッドを使用可能にしようとし、さらに媒体回復が使用可能になって
います。 スレッドに対する新たな現行ログを作成できるオンライン REDOログ・ファイ
ルが存在しません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スレッドに REDOログ・ファイルをアーカイブしてください。 

ORA-00353: ログのブロックログのブロックログのブロックログのブロック num  変更変更変更変更 str  時時時時間間間間 str  の近くが壊れていますの近くが壊れていますの近くが壊れていますの近くが壊れています。。。。
原原原原因因因因 :  ログ・ファイルの欠陥が何種類か見つかりました。 このエラーでは欠陥のある位
置が指摘されています。 このエラーともに表示される別のエラー・メッセージでは、欠
陥の種類が示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいバージョンの REDOログ・ファイルで回復を実行するか、または指
摘された変更または時間までの不完全回復を実行してください。 回復および不完全回復
の詳細は、『Oracle8 Server概要』の索引項目「回復、不完全」および「REDOログ・
ファイル」を参照してください。

ORA-00354: REDOログ・ブロック・ヘッダーに欠陥がありますログ・ブロック・ヘッダーに欠陥がありますログ・ブロック・ヘッダーに欠陥がありますログ・ブロック・ヘッダーに欠陥があります。。。。
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイル内のブロックのブロック・ヘッダーが無効です。 ともに表
示されるエラー・メッセージにブロック番号とタイムスタンプが示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいバージョンの REDOログ・ファイルで回復を実行するか、または欠
陥のある REDOログ・ファイルの前まで取消しベースの回復を実行してください。

ORA-00355: 変更番号に欠陥があります変更番号に欠陥があります変更番号に欠陥があります変更番号に欠陥があります。。。。
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイルで先の変更番号よりも小さな変更番号が見つかりました。 
REDOログ・ファイルに欠陥が存在します。 先の変更番号か、またはこの変更番号にお
いて欠陥が存在します。 ともに表示されるエラー・メッセージにブロック番号とタイム
スタンプが示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいバージョンの REDOログ・ファイルで回復を実行するか、または指
摘された時間までの時間ベースの回復を実行してください。 

ORA-00356: 変更の記述に矛盾した長さが含まれています変更の記述に矛盾した長さが含まれています変更の記述に矛盾した長さが含まれています変更の記述に矛盾した長さが含まれています。。。。
原原原原因因因因 :  REDOログ・ファイル内の変更レコードに加算すると矛盾した値になる長さが含
まれています。 REDOログ・ファイルに欠陥が存在します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいバージョンの REDOログ・ファイルで回復を実行するか、または指
摘された時間までの時間ベースの回復を実行してください。 

ORA-00357: ログ・ファイルに指定したメンバーが多すぎますログ・ファイルに指定したメンバーが多すぎますログ・ファイルに指定したメンバーが多すぎますログ・ファイルに指定したメンバーが多すぎます。。。。（最大（最大（最大（最大値値値値 :num）））） 
原原原原因因因因 :  メンバーの多すぎるオンライン REDOログ・ファイル・セットを生じるような
ログ・ファイルまたはログ・ファイル・メンバーの追加が行われました。 メンバーの最
大数は、データベース作成時に設定されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  REDOログ・グループ・メンバーを減らして使用するか、または CREATE 
CONTROLFILEコマンドを使用して、MAXLOGMEMBERSパラメータを大きな値に設
定してください。

ORA-00358: ファイル・メンバーが多すぎます（最大ファイル・メンバーが多すぎます（最大ファイル・メンバーが多すぎます（最大ファイル・メンバーが多すぎます（最大値値値値 :num））））。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE文または ALTER文でファイル・リストに指定されたメンバーが多すぎ
ます。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  設定されているファイル数制限の範囲内でファイルの数を指定するか、また
は CREATE CONTROLFILEコマンドを使用して、MAXLOGMEMBERSパラメータを
大きな値に設定してください。

ORA-00359: ログ・ファイル・グルーログ・ファイル・グルーログ・ファイル・グルーログ・ファイル・グループプププ :num は存在しませんは存在しませんは存在しませんは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  存在しないログ・ファイル・グループ番号を指定してログ・ファイル・メンバー
の追加またはログ・ファイルの削除をしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルの構成を調べてから、有効なグループ番号を使用してコマン
ドを再試行してください。 

ORA-00360: name はログ・ファイル・メンバーではありませんはログ・ファイル・メンバーではありませんはログ・ファイル・メンバーではありませんはログ・ファイル・メンバーではありません。。。。
原原原原因因因因 :  削除するログ・ファイル・メンバーに無効なファイル名が指定されました。 指定
したファイルはデータベースの一部でないか、またはデータ・ファイルです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なメンバー名を指定してから、コマンドを再試行してください。 

ORA-00361: 最後のログ・メンバ最後のログ・メンバ最後のログ・メンバ最後のログ・メンバーーーー name（グルー（グルー（グルー（グループプププ :num）を削除できません）を削除できません）を削除できません）を削除できません。。。。 
原原原原因因因因 :  REDOログ・グループの最後のメンバーを削除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要に応じて、DROP log fileコマンドを使用してログ全体を削除してくだ
さい。

ORA-00362: メンバーは有効なログ・ファイル（グルーメンバーは有効なログ・ファイル（グルーメンバーは有効なログ・ファイル（グルーメンバーは有効なログ・ファイル（グループプププ :name）を形成するために必要で）を形成するために必要で）を形成するために必要で）を形成するために必要で
すすすす。。。。 
原原原原因因因因 :  完全なオンライン REDOログ・ファイル・セットを形成するために必要なデー
タが削除されるため、ログ・ファイル・メンバーを削除する要求は拒否されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要に応じて、DROP log fileコマンドを使用して、アーカイブ後にログ全
体を削除してください。 

ORA-00363: ログがアーカイブ済みバージョンではありませんログがアーカイブ済みバージョンではありませんログがアーカイブ済みバージョンではありませんログがアーカイブ済みバージョンではありません。。。。
原原原原因因因因 :  回復に使用されたログは、現在のログのオンライン・バックアップに対応する
バージョンではありません。 このログはスレッド最終のマークがされていない可能性が
あります。 また、CREATE CONTROLFILEコマンド中の使用可能スレッドの現在ログの
出力に失敗した可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アーカイブ・バージョンのログを見つけてそのログの名前を指定してくださ
い。 CREATE CONTROLFILE実行直後のメディア回復の場合、現スレッドの現在ログが
含まれていることを確認してください。 

ORA-00364: ヘッダーを新規ログ・メンバーへ書き込めませんヘッダーを新規ログ・メンバーへ書き込めませんヘッダーを新規ログ・メンバーへ書き込めませんヘッダーを新規ログ・メンバーへ書き込めません。。。。
原原原原因因因因 :  既存のグループへ追加する REDOログ・グループ・メンバーにヘッダーを書き
込もうとした時点で入出力エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  同時に出力されるメッセージを参照してください。 問題を修正するか、別の
ファイルを使用してください。 
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KCBメッセージ : 00370～ 00389
ORA-00365: 指定したログは、正しい次のログではありません指定したログは、正しい次のログではありません指定したログは、正しい次のログではありません指定したログは、正しい次のログではありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたログは、データベースのコールド・バックアップ・イメージに対して
生成されたログと一致しないことが確認されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースのこのコピーが生成したログを探し、回復のためにファイル名
を入力してください。

ORA-00366: ロロロロググググ :name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド :name））））: ファイル・ヘッダーでチェックサム・エラーファイル・ヘッダーでチェックサム・エラーファイル・ヘッダーでチェックサム・エラーファイル・ヘッダーでチェックサム・エラー
が発生しましたが発生しましたが発生しましたが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  REDOログのファイル・ヘッダーに、ディスクから読み取ったファイル・ヘッ
ダーから計算した値と一致しないチェックサムが含まれています。 これは、ファイル・
ヘッダーが破損していることを意味します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいバージョンのログを見つけてインストールするか、ログをリセットし
てください。

ORA-00367: ログ・ファイル・ヘッダーでチェックサム・エラーが発生しましたログ・ファイル・ヘッダーでチェックサム・エラーが発生しましたログ・ファイル・ヘッダーでチェックサム・エラーが発生しましたログ・ファイル・ヘッダーでチェックサム・エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  REDOログのファイル・ヘッダーに、ディスクから読み取ったファイル・ヘッ
ダーから計算した値と一致しないチェックサムが含まれています。 これは、ファイル・
ヘッダーが破損していることを意味します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいファイルを見つけて、再試行してください。

ORA-00368: REDOログ・ファイルでチェックサム・エラーが発生しましたログ・ファイルでチェックサム・エラーが発生しましたログ・ファイルでチェックサム・エラーが発生しましたログ・ファイルでチェックサム・エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  付随するエラーで示された REDOブロックは無効です。 REDOブロックにブロッ
クの内容と一致しないチェックサムがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいバージョンのログで回復を実行するか、または指摘された時間までの
時間ベースの回復を実行してください。 アーカイブ中にこれが起きた場合は、
UNARCHIVEDオプションを使用してログをクリアすることによって、問題ログの 
アーカイブをスキップすることができます。 その後に、データベースの回復可能性を保
証するために、それぞれのデータファイルのバックアップを取る必要があります。

ORA-00369: 現行ログ（スレッ現行ログ（スレッ現行ログ（スレッ現行ログ（スレッドドドド num）は使用不可で、他のログが消去されています）は使用不可で、他のログが消去されています）は使用不可で、他のログが消去されています）は使用不可で、他のログが消去されています。。。。 
原原原原因因因因 :  REDO生成を他のオンライン・ログに切り換える必要があるが、スレッドをオー
プンするのに失敗しました。しかし、他のすべてのログは消去されたので、それらを使
用する前にアーカイブしなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER DATABASE CLEAR ログ・ファイル・コマンドが依然としてアク
ティブな場合は、コマンドが完了するのを待ってください。 アクティブでなければ、
CLEARコマンドを再入力してください。 他に消去されていないスレッドのオンライン・
ログがあれば、そのログをアーカイブしてください。

KCBメッセージ : 00370～ 00389 
ORA-00371: 使用可能な空きバッファ・ハンドルがありません使用可能な空きバッファ・ハンドルがありません使用可能な空きバッファ・ハンドルがありません使用可能な空きバッファ・ハンドルがありません。。。。

原原原原因因因因 :  初期化パラメータ DB_HANDLESの値が小さすぎます。 
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KCBメッセージ : 00370～ 00389
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを停止し、初期化パラメータ・ファイル内の DB_HANDLES 
の値を大きくしてからインスタンスを再起動してください。 通常の環境では、パラメー
タ・ファイルに DB_HANDLESの値を指定しないで、デフォルト値を採用してくださ
い。 

ORA-00372: ファイファイファイファイルルルル :name を修正することはできませんを修正することはできませんを修正することはできませんを修正することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  オフラインにしている最中のファイルをアクセスしようとしたか、またはデータ
ベースがクローズ処理中である可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  完全にオフライン状態になってからファイルを再度アクセスしてください。 
アクセスを続けていると、データベース・ファイルがオンラインに戻ってアクセスが成
功するか、または状況を改善できるようにオフライン状態のファイルを指摘するエ
ラー・メッセージが返されます。 成功するまで繰り返してください。 

ORA-00373: オンライン・ログのバージョオンライン・ログのバージョオンライン・ログのバージョオンライン・ログのバージョンンンン :num ははははOracleバージョバージョバージョバージョンンンン :num との互換性がとの互換性がとの互換性がとの互換性が
ありませんありませんありませんありません。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン・ログが Oracleバージョンの＜名前＞と一致しないバージョンで書
かれています。 ログ・ファイルが旧バージョンか新バージョンの Oracleで作成された可
能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  互換性のあるバージョンを使用してデータベースを回復してから完全に停止
します。その後現行ソフトウェアを使用してデータベースを再起動してください。 

ORA-00374: パラメーパラメーパラメーパラメータタタタ DB_BLOCK_SIZE = num  は無効では無効では無効では無効ですすすす (有効範有効範有効範有効範囲囲囲囲 num ..num )。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ DB_BLOCK_SIZEに指定されている値が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータを訂正してからインスタンスを再起動してください。 

ORA-00375: デフォルトデフォルトデフォルトデフォルトのののの DB_BLOCK_SIZEが取得できませんが取得できませんが取得できませんが取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  システムでデフォルトの DB_BLOCK_SIZEを決定できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  該当するオペレーティング・システム特有のエラーを調べてください。 パラ
メータ・ファイルにパラメータ DB_BLOCK_SIZEとブロック・サイズを指定してくだ
さい。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してください。

ORA-00376: ファイファイファイファイルルルル :name を読み込むことはできませんを読み込むことはできませんを読み込むことはできませんを読み込むことはできません。。。。
原原原原因因因因 :  読込み不可能なファイルから読み込もうとしました。 多くの場合そのファイルは
オフラインになっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの状態を調べてください。 必要であればファイルをオンラインにし
てください。 

ORA-00377: ファイファイファイファイルルルル :name のバックアップ間隔が短いと、書込み操作の停止の原因になりのバックアップ間隔が短いと、書込み操作の停止の原因になりのバックアップ間隔が短いと、書込み操作の停止の原因になりのバックアップ間隔が短いと、書込み操作の停止の原因になり
ますますますます。。。。 
原原原原因因因因 :  このファイルに対するバックアップの間隔が短かすぎます。 新たにファイルの
バックアップを開始する度に、以前に発行した (しかし、未完了の )書込みをすべて再
発行しなければなりません。 バックアップの間隔が非常に短いと、書込みの一部が繰返
して発行され、完了しない可能性があります。 
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REDOログ・ファイル・メッセージ : 00390～ 00399
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このファイルに対する hot-backupコマンドの発行間隔を長くしてください。 

ORA-00378: バッファ・プーバッファ・プーバッファ・プーバッファ・プールルルル nameが指定どおりに作成できませんが指定どおりに作成できませんが指定どおりに作成できませんが指定どおりに作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  バッファ数か LRUラッチ数が少なすぎるため、指定されたバッファ・プールの
構成を満たすことができません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バッファ数か LRUラッチ数のどちらか、または両方を増やします。または、
バッファ・プールの構成を小さくしてください。

ORA-00379: バッファ・プーバッファ・プーバッファ・プーバッファ・プールルルル nameの中で、使用可能バッファがありませんの中で、使用可能バッファがありませんの中で、使用可能バッファがありませんの中で、使用可能バッファがありません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されたバッファ・プール内のすべてのバッファが使われ、使用可能なバッ
ファはありません。  

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定したプール内のバッファの数を増やしてください。  

REDOログ・ファイル・メッセージ : 00390～ 00399
この節では REDOログ・ファイルに関するメッセージを記載します。 

ORA-00390: ロロロロググググ :name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド :num）は消去中なので、現行ログにはなりません）は消去中なので、現行ログにはなりません）は消去中なので、現行ログにはなりません）は消去中なので、現行ログにはなりません。。。。
原原原原因因因因 :  使用不可能なログが見つかったので REDOスレッドに対して新しいオンライン・
ログに切り換えようとしましたが失敗しました。 このログは現在消去中であり、消去が
完了したときに使用可能になります。 このコマンドは消去を完了しないで終了すること
もあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クリア・コマンドが実行中の場合は、完了するのを待ちます。 打ち切られた
場合は、クリア・コマンドを入力し直すか、ログを削除してください。

ORA-00391: すべてのスレッドは一度に新しいログ・フォーマットに切り替えなければなりすべてのスレッドは一度に新しいログ・フォーマットに切り替えなければなりすべてのスレッドは一度に新しいログ・フォーマットに切り替えなければなりすべてのスレッドは一度に新しいログ・フォーマットに切り替えなければなり
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  互換条件が新しいログ・フォーマット・ナンバーを強制するためにシングル・ス
レッドの現行のログを切り換えようとしましたが許されませんでした。 ログ・フォー
マットを変えるときには、すべてのスレッドは同時に新しいフォーマットに切り換えな
ければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースを開いて、調整されたログ・スイッチを作動させてください。 
それができない場合は、以前にデータベースを開くために使用したソフトウェア・バー
ジョンおよび互換性設定へ戻ってください。

ORA-00392: ロロロロググググ : name(スレッスレッスレッスレッドドドド : num)は消去中なは消去中なは消去中なは消去中な ので、現行ログにはなりませんので、現行ログにはなりませんので、現行ログにはなりませんので、現行ログにはなりません。。。。
原原原原因因因因 :  このオンラインログの操作は現在消去中です。 このコマンドは消去を完了しない
で終了することもあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クリア・コマンドが実行中の場合は、完了するのを待ちます。 打ち切られた
場合は、クリア・コマンドを入力し直すか、ログを削除してください。

ORA-00393: ロロロロググググ :name（スレッ（スレッ（スレッ（スレッドドドド :num）はオフライン・データファイルの回復に必要で）はオフライン・データファイルの回復に必要で）はオフライン・データファイルの回復に必要で）はオフライン・データファイルの回復に必要で
すすすす。。。。
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Oracleの互換性 : 00400～ 00420
原原原原因因因因 :  オフライン・データ・ファイルを回復させるためにログは消去できません。 ログ
がアーカイブされていないので他に使用可能なコピーはありません。 このログが消去さ
れるなら、ファイルを含むテーブル・スペースは除去されなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログをアーカイブしてから再度消去コマンドを入力してください。 アーカイ
ブが不可能であり、表領域を削除するのが望ましいのであれば、消去コマンドの最後に
UNRECOVERABLE DATAFILEと入力してください。

ORA-00394: アーカイブ中にオンライン・ログが再使用されましたアーカイブ中にオンライン・ログが再使用されましたアーカイブ中にオンライン・ログが再使用されましたアーカイブ中にオンライン・ログが再使用されました。。。。
原原原原因因因因 :  アーカイブ中のオンライン・ログ・ファイルを再使用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オンライン・ログ・ファイルは上書きされています。アーカイブできませ
ん。 

ORA-00395: クローン・データベースのオンライン・ログは名前を付けかえる必要がありまクローン・データベースのオンライン・ログは名前を付けかえる必要がありまクローン・データベースのオンライン・ログは名前を付けかえる必要がありまクローン・データベースのオンライン・ログは名前を付けかえる必要がありま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  主ログ・ファイルが上書きされるのを避けるため、クローン・データベース・
オープンが強制的にログ・ファイルの名前を付けかえました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  手動か、LOG_FILE_NAME_CONVERT初期化パラメータを使ってログ・
ファイルの名前を付け換えてください。

Oracleの互換性 : 00400～ 00420 
この節では、異なるバージョンの Oracleの通信時に出力されるメッセージを記載します。

ORA-00400: パラメータパラメータパラメータパラメータ nameに無効なリリースに無効なリリースに無効なリリースに無効なリリース値値値値 num ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータに与えられたリリース・レベルが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ・ファイルのパラメータ値を修正して、再実行してくださ
い。 

ORA-00401: パラメーパラメーパラメーパラメータタタタ :nameの値はこのリリースではサポートされませんの値はこのリリースではサポートされませんの値はこのリリースではサポートされませんの値はこのリリースではサポートされません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されたパラメータ値はこのリリースではサポートされません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい値を指定するか、または該当パラメータを削除してデフォルト値が使
用されるようにしてください。 

ORA-00402: リリーリリーリリーリリースススス :numのののの DB変更はリリー変更はリリー変更はリリー変更はリリースススス :numでは使用できませんでは使用できませんでは使用できませんでは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ソフトウェアの新規リリースを必要とするデータベースに対して変更が行われま
した。または、オープン互換の初期化パラメータに違反するデータベースに対する変更
が行われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変更を認識するソフトウェア・バージョンを使用してください。または、初
期化パラメータ・ファイルの互換性要件を調整できるバージョンを使用してください。 

ORA-00403: str str が他のインスタンスのが他のインスタンスのが他のインスタンスのが他のインスタンスの strと一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。
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ライセンス・メッセージ : 00436～ 00437
原原原原因因因因 :  回復互換または回復非互換初期化パラメータが、他のインスタンスに変更されま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現インスタンスのパラメータを変更して、すでに実行している他のインスタ
ンスに合致するようにしてください。

ORA-00404: 変換ファイルが見つかりません。変換ファイルが見つかりません。変換ファイルが見つかりません。変換ファイルが見つかりません。: name 
原原原原因因因因 :  V7から V8に変換するためのファイルが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいデータベースに対して移行プロセスが開始したことと、データベー
ス・ファイル名がアクセス可能であることを確認してください。

ORA-00405: 互換性型互換性型互換性型互換性型 name 
原原原原因因因因 :  報告されたタイプは他のエラーに関連しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  同時に出力されるメッセージを参照してください。 

ORA-00406: COMPATIBLEパラメータパラメータパラメータパラメータはははは num 以上でなければなりません以上でなければなりません以上でなければなりません以上でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ COMPATIBLEの設定が低すぎたために、操作が実行できませ
んでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  停止し、高い COMPATIBLE値を指定して再起動してください。

ORA-00407: リリースリリースリリースリリース num.num からからからから  num.num へのローリング・アップグレードは許可されへのローリング・アップグレードは許可されへのローリング・アップグレードは許可されへのローリング・アップグレードは許可され
ていませんていませんていませんていません。。。。
原原原原因因因因 :  他のインスタンスによってデータベースがマウントされており、そのインスタン
スは現在ご使用のものとは異なるリリースにあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのインスタンスを停止し新しいリリースの Oracleで起動してくださ
い。

ORA-00408: パラメーパラメーパラメーパラメータタタタ :nameがががが TRUEに設定されていますに設定されていますに設定されていますに設定されています。。。。
原原原原因因因因 :  互換性エラーのパラメータを報告します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  シャットダウンし、互換性の高い設定値で起動してください。

ライセンス・メッセージ : 00436～ 00437 
この節では、インストールされた Oracle製品によってライセンス・コード中に矛盾が検出
された場合に生成されるメッセージを記載します。

ORA-00436: Oracle がライセンスされていませんがライセンスされていませんがライセンスされていませんがライセンスされていません。。。。 オラクル社に連絡してくださいオラクル社に連絡してくださいオラクル社に連絡してくださいオラクル社に連絡してください。。。。
原原原原因因因因 :  現在インストールされている Oracleのソフトウエアは、この CPU上で稼働する
ようにライセンス許可が与えられていません。 これは、Oracleを正しくインストールし
ていない場合にも起こります (たとえば、間違ったライセンス・コードを使用した場合
)。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleが正しくインストールされていることを確認してください。 オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 
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分離プロセスの起動メッセージ : 00440～ 00460
ORA-00437: Oracle 機能がライセンスされていません機能がライセンスされていません機能がライセンスされていません機能がライセンスされていません。。。。 オラクル社に連絡してくださいオラクル社に連絡してくださいオラクル社に連絡してくださいオラクル社に連絡してください。。。。
原原原原因因因因 :  現在インストールされている Oracleの機能は、この CPU上で稼働するようにラ
イセンス許可が与えられていません。 これは、Oracleを正しくインストールしていない
場合にも起こります (たとえば、間違ったライセンス・コードを使用した場合 )。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleが正しくインストールされていることを確認してください。 オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-00438: nameオプションがインストールされていませんオプションがインストールされていませんオプションがインストールされていませんオプションがインストールされていません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されてオプションはインストールされていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オプションのコールをやめるか、オプションを購入してインストールしてく
ださい。

ORA-00439: name機能が使用できません機能が使用できません機能が使用できません機能が使用できません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定された機能が使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この機能を使用しないでください。

分離プロセスの起動メッセージ : 00440～ 00460
この節では、Oracle Serverのバックグラウンド・プロセスを起動および停止するときに、出
力されるメッセージを記載します。

ORA-00443: バックグラウンド・プロセバックグラウンド・プロセバックグラウンド・プロセバックグラウンド・プロセスススス name が起動しませんでしたが起動しませんでしたが起動しませんでしたが起動しませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたプロセスは起動しませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  実行可能イメージが正しい保護状態で正しい位置にあること、また十分な記
憶領域があることを確認してください。

ORA-00444: バックグラウンド・プロセバックグラウンド・プロセバックグラウンド・プロセバックグラウンド・プロセスススス :nameの起動中に障害が発生しましたの起動中に障害が発生しましたの起動中に障害が発生しましたの起動中に障害が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  通常、このエラーはバックグランド・プロセス・イメージが誤っているか存在し
ない場合に発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ともに表示されるエラー・メッセージがあればそのメッセージとバックグラ
ウンド・プロセスのトレース・ファイルを調べてください。 他のエラー・メッセージで
示されるエラーの原因となる問題を訂正してください。または、正しいバックグラウン
ド・プロセス・イメージに基づいて、操作を再試行してください。

ORA-00445: バックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセス name がががが num 秒間経過後起動しませんでした秒間経過後起動しませんでした秒間経過後起動しませんでした秒間経過後起動しませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたプロセスは起動しませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次の点をチェックし、必要であれば 1つまたはそれ以上の点を訂正してくだ
さい。

■ SGAのサイズ 

■ オペレーティング・システム固有の初期化 
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分離プロセスの終了メッセージ : 00470～ 00485
■ ともに出力されるメッセージ 

■ バックグラウンド・トレースファイル 

■ 実行可能なイメージが正しい保護状態で正しい位置にあるか。 

さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してください。

ORA-00446: 予期しない時にバックグラウンド・プロセスが起動されました予期しない時にバックグラウンド・プロセスが起動されました予期しない時にバックグラウンド・プロセスが起動されました予期しない時にバックグラウンド・プロセスが起動されました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleですでに実行されているバックグラウンド・プロセスが起動されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ともに表示されるエラー・メッセージがあればそのメッセージとバックグラ
ウンド・プロセスのトレース・ファイルを調べてください。 他のエラー・メッセージで
示されるエラーの原因となる問題を訂正し、 このプロセスを起動したユーザーがサイト
にいない場合は、このメッセージをオラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。

ORA-00447: バックグラウンド・プロセスに致命的なエラーが発生しましたバックグラウンド・プロセスに致命的なエラーが発生しましたバックグラウンド・プロセスに致命的なエラーが発生しましたバックグラウンド・プロセスに致命的なエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  バックグラウンド・プロセスの 1つが異常終了しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システムを再起動してください。 BACKGROUND_DUMP_DESTのバックグ
ラウンド・トレース・ファイルが示している問題を確認して、必要に応じて修正してく
ださい。

ORA-00448: バックグラウンド・プロセスが正常終了しましたバックグラウンド・プロセスが正常終了しましたバックグラウンド・プロセスが正常終了しましたバックグラウンド・プロセスが正常終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  バックグラウンド・プロセスの 1つが特定ユーザーの要求によって正常終了しま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題を解決中の場合は、他のメッセージとバックグラウンド・プロセスのト
レース・ファイルをチェックしてください。 他のエラー・メッセージで示されるエラー
の原因となる問題を訂正し、 Oracleをいったん停止してから再起動してください。 

ORA-00449: バックグラウンド・プロセバックグラウンド・プロセバックグラウンド・プロセバックグラウンド・プロセスススス :nameがエラがエラがエラがエラーーーー :numで予想外の終了をしましたで予想外の終了をしましたで予想外の終了をしましたで予想外の終了をしました。。。。 
原原原原因因因因 :  バックグラウンド・プロセスの機能を必要とするフォアグラウンド・プロセスに
よって、バックグラウンド・プロセスが停止していることが検知されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  そのプロセスに対するメッセージおよびトレース・ファイル中に記録された
エラー・コードを参照してください。

分離プロセスの終了メッセージ : 00470～ 00485 
ORA-00470: LGWRプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しました。。。。

原原原原因因因因 :  ログ・ライター・プロセスが異常終了しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ともに表示されるエラー・メッセージとバックグラウンド・プロセスのト
レース・ファイルを調べてください。 

メッセージで示されるエラーの原因となる問題を訂正してください。インスタンスをいった
ん停止してから再起動してください。 トレース・ファイルに他のバックグラウンド・プロセ
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分離プロセスの終了メッセージ : 00470～ 00485
ス・エラーが指摘されている場合は、元のエラーが見つかるまで、指摘されたプロセスがあ
るかどうかトレース・ファイルを調べてください。

ORA-00471: DBWRプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースライタープロセスが異常終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ともに表示されるエラー・メッセージとバックグラウンド・プロセスのト
レース・ファイルを調べてください。 メッセージで示されるエラーの原因となる問題を
訂正してください。インスタンスをいったん停止してから再起動してください。 トレー
ス・ファイルに他のバックグラウンド・プロセス・メッセージが指摘されている場合
は、元のエラーが見つかるまで、指摘されたプロセスがあるかどうかトレース・ファイ
ルを調べてください。 

ORA-00472: PMONプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  プロセス・モニター・プロセスが異常終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ともに表示されるエラー・メッセージとバックグラウンド・プロセスのト
レース・ファイルを調べてください。 メッセージで示されるエラーの原因となる問題を
訂正してください。インスタンスをいったん停止してから再起動してください。 トレー
ス・ファイルに他のバックグラウンド・プロセス・メッセージが指摘されている場合
は、元のエラーが見つかるまで、指摘されたプロセスがあるかどうかトレース・ファイ
ルを調べてください。 

ORA-00473: ARCHプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  アーカイブ・プロセスが異常終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ともに表示されるエラー・メッセージがあればそのメッセージとバックグラ
ウンド・プロセスのトレース・ファイルを調べてください。 他のエラー・メッセージで
示されるエラーの原因となる問題を訂正し、 インスタンスをいったん停止してから再起
動してください。 トレース・ファイルに他のバックグラウンド・プロセス・メッセージ
が指摘されている場合は、元のエラーが見つかるまで、指摘されたプロセスがあるかど
うかトレース・ファイルを調べてください。 

ORA-00474: SMONプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  システム・モニター・プロセスが異常終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ともに表示されるエラー・メッセージがあればそのメッセージとバックグラ
ウンド・プロセスのトレース・ファイルを調べてください。 他のエラー・メッセージで
示されるエラーの原因となる問題を訂正し、 インスタンスをいったん停止してから再起
動してください。 トレース・ファイルに他のバックグラウンド・プロセス・メッセージ
が指摘されている場合は、元のエラーが見つかるまで、指摘されたプロセスがあるかど
うかトレース・ファイルを調べてください。 

ORA-00475: TRWRプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  システム・トレーシング・プロセスが異常終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを再起動してください。 
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インタラプト・ハンドラ・メッセージ : 00486～ 00569
ORA-00476: RECOプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  分散トランザクション（2フェーズ・コミット）の回復プロセスが停止しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを再起動してください。 

ORA-00477: SNP*プロセスがエラー終了しましたプロセスがエラー終了しましたプロセスがエラー終了しましたプロセスがエラー終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  スナップショット・リフレッシュプロセスが異常終了しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを再起動してください。

ORA-00480: LCK*プロセスがエラー終了しましたプロセスがエラー終了しましたプロセスがエラー終了しましたプロセスがエラー終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  ロック・プロセスが異常終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ともに表示されるエラー・メッセージがあればそのメッセージとバックグラ
ウンド・プロセスのトレース・ファイルを調べてください。 他のエラー・メッセージで
示されるエラーの原因となる問題を訂正し、 インスタンスをいったん停止してから再起
動してください。 トレース・ファイルに他のバックグラウンド・プロセス・メッセージ
が指摘されている場合は、元のエラーが見つかるまで、指摘されたプロセスがあるかど
うかトレース・ファイルを調べてください。

ORA-00481: LMONプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しましたプロセスはエラーで終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  ロック・マネージャ・モニター・プロセスが終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスをウォーム・スタートしてください。

ORA-00482: LMD*プロセスがエラー終了しましたプロセスがエラー終了しましたプロセスがエラー終了しましたプロセスがエラー終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  ロック・マネージャ・デーモン・プロセスが終了しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスをウォーム・スタートしてください。

ORA-00483: 停止中にプロセスが異常終了しました停止中にプロセスが異常終了しました停止中にプロセスが異常終了しました停止中にプロセスが異常終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  インスタンス停止時にバックグラウンド・プロセスの 1つが正常に終了しません
でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SHUTDOWN ABORT コマンドを使用してください。 ともに表示されるエ
ラー・メッセージがあれば、そのメッセージとバックグラ ウンド・プロセスのトレー
ス・ファイルを調べてください。 他のエラー・メッセージで示されるエラーの原因とな
る問題を訂正し、 その後、インスタンスを再起動してください。 トレース・ファイルに
他のバックグラウンド・プロセス・メッセージが指摘されている場合は、元のエラーが
見つかるまで、指摘されたプロセスがあるかどうかトレース・ファイルを調べてくださ
い。 

インタラプト・ハンドラ・メッセージ : 00486～ 00569
ORA-00568: インタラプト・ハンドラの最大数を超えましたインタラプト・ハンドラの最大数を超えましたインタラプト・ハンドラの最大数を超えましたインタラプト・ハンドラの最大数を超えました。。。。

原原原原因因因因 :  ブレーク・キーが入力されたときのために登録されているインタラプト処理ルー
チンの数が、許容最大数を超えています。 
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SQL*Connectファイルのオープンおよび読込みメッセージ : 00570～ 00599
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  登録されているインタラプト・ハンドラの数を減らしてください。 

SQL*Connectファイルのオープンおよび読込みメッセージ : 
00570～ 00599 

このトピックに関するメッセージは、Oracle8エラー・メッセージ、リリース 8.0.3のエ
ラー・メッセージ・セットの他の場所に説明されています。

Oracle例外メッセージ : 00600～ 00639 
この節では、Oracleに内部例外が発生するときに出力されるメッセージを記載します。

ORA-00600: 内部エラー・コード、引内部エラー・コード、引内部エラー・コード、引内部エラー・コード、引数数数数 : [num], [?], [?], [?], [?], [?] 
原原原原因因因因 :  Oracleのプログラム例外に対する一括内部エラー・メッセージです。 プロセスに
予期しない条件が発生したことを示しています。 次にこのメッセージの原因をいくつか
示します。 

■ タイム・アウト 

■ ファイルの破壊 

■ メモリー内のデータチェックのメモリー誤り

■ ハードウェア、記憶、I/O の誤り 

■ 誤ったファイルの保存 

最初の引数は内部メッセージ番号です。 他の引数は各種の数値、名前、文字列です。詳
細は、1-3ページの、『オラクル社カスタマー・サポートへの連絡』を参照してくださ
い。 Oracle Serverバージョンによって番号の意味は異なります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  以下の情報を収集した後、このエラーをオラクル社カスタマー・サポートに
報告してください。 

■ エラーに至るまでの経過 

■ エラーに至った操作 

■ エラー時のオペレーティング・システムおよびデータ・ベースの状況 

■ ORA-00600メッセージが出力される以前に発生したなんらかの異常な状況 

■ エラー発生によって生成されたトレース・ファイルの内容 

■ アラートファイルの関連部分 

注意 : このメッセージの原因は異なる場合に異なるエラーとして出力されるようです。 
この内部エラーより前のエラーに注目してください。 

ORA-00601: クリーン・アップ・ロックの競合が発生しましたクリーン・アップ・ロックの競合が発生しましたクリーン・アップ・ロックの競合が発生しましたクリーン・アップ・ロックの競合が発生しました。。。。
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ディクショナリ・キャッシュ・メッセージ : 00700～ 00709
原原原原因因因因 :  プロセス・モニター・プロセスによるプロセスの回復中に、ロックの競合が発生
しました。 これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

ORA-00602: 内部プログラミング例外が発生しました内部プログラミング例外が発生しました内部プログラミング例外が発生しました内部プログラミング例外が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部プログラミング例外が発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーはオラクル社カスタマー・サポートにプログラムのバグとして報
告してください。 

ORA-00603 : 致命的なエラーが発生したため、致命的なエラーが発生したため、致命的なエラーが発生したため、致命的なエラーが発生したため、Oracleサーバー・セッションが終了しましサーバー・セッションが終了しましサーバー・セッションが終了しましサーバー・セッションが終了しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleサーバー・セッションは回復不能の状態にあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleに再ログインしてください。新規のサーバー・セッションが自動的に
作成されます。 詳細は、セッション・トレース・ファイルを調べてください。 

ORA-00604: 再再再再帰帰帰帰 SQLレベレベレベレベルルルル :numでエラーが発生しましたでエラーが発生しましたでエラーが発生しましたでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  再帰 SQL文の処理中にエラーが発生しました。 再帰 SQL文は、内部ディクショ
ナリ表に適用します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタックに次に表示されるメッセージに記述されている状態が修正できる場
合は、修正してください。それ以外の場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。 

ORA-00606: 内部エラー・コード内部エラー・コード内部エラー・コード内部エラー・コード
原原原原因因因因 :  遅延 UPI関数へのコールが遅延モード以外で行われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

SQL*Connectメッセージ : 00640～ 00699 
このトピックに関するメッセージは、Oracle8エラー・メッセージ、リリース 8.0.3のエ
ラー・メッセージ・セットの他の場所に説明されています。

ディクショナリ・キャッシュ・メッセージ : 00700～ 00709 
この節では、Oracleディクショナリ・キャッシュがアクセスされているときに出力される
メッセージを記載します。行キャッシュはディクショナリ・キャッシュのシノニムです。  

ORA-00701: データベースの起動に必要なオブジェクトを変更できませんデータベースの起動に必要なオブジェクトを変更できませんデータベースの起動に必要なオブジェクトを変更できませんデータベースの起動に必要なオブジェクトを変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  データベースのウォーム・スタートに必要な、制御ファイルのブートストラッ
プ・セグメント中に定義されている表、クラスタ、索引を変更しようとしたか削除しよ
うとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクト名の綴りを訂正するか、その名前を ALTER文または DROP文
から取り除いてください。 
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メッセージ変換メッセージ : 00816～ 00816
ORA-00702: ブートストラップのバージョブートストラップのバージョブートストラップのバージョブートストラップのバージョンンンン versionがバージョがバージョがバージョがバージョンンンン versionと矛盾しますと矛盾しますと矛盾しますと矛盾します。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイル内のブートストラップ・データのバージョンがソフトウェアの現行バー
ジョンと互換性がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイルと互換性のあるソフトウェアのバージョンを復元してくだ
さい。 

ORA-00703: ディクショナリ・キャッシュ・インスタンス・ロックの最大数を超えましたディクショナリ・キャッシュ・インスタンス・ロックの最大数を超えましたディクショナリ・キャッシュ・インスタンス・ロックの最大数を超えましたディクショナリ・キャッシュ・インスタンス・ロックの最大数を超えました。。。。 
原原原原因因因因 :  使用できない資源を操作が要求しました。ディクショナリ・キャッシュ・インス
タンス・ロックの最大数は、INIT.ORAの ROW_CACHE_INSTANCE_LOCKSパラメー
タに指定してあります。 この最大値を超えると、それ以上の要求は処理されなくなりま
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数分してから操作を再試行してください。 このエラーが頻繁に発生する場合
は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-00704: ブートストラップ・プロセスに障害が発生しましたブートストラップ・プロセスに障害が発生しましたブートストラップ・プロセスに障害が発生しましたブートストラップ・プロセスに障害が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ブートストラップ・データの処理中にエラーが発生しました。 問題の原因に関す
る詳細な情報は、ともに表示されるエラー・メッセージを調べてください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のメッセージで示される誤りを修正してください。 問題が残る場合は、オ
ラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

ORA-00704: 起動中の状態が不安定です。インスタンスを停止して再起動してください起動中の状態が不安定です。インスタンスを停止して再起動してください起動中の状態が不安定です。インスタンスを停止して再起動してください起動中の状態が不安定です。インスタンスを停止して再起動してください。。。。
原原原原因因因因 :  直前のインスタンスの起動が終了しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを完全に停止してから、再起動してください。 

メッセージ変換メッセージ : 00816～ 00816
ORA-00816: エラー・メッセージ変換が失敗しましたエラー・メッセージ変換が失敗しましたエラー・メッセージ変換が失敗しましたエラー・メッセージ変換が失敗しました。。。。

原原原原因因因因 :  ルーチンでメッセージ・コードを変換できないような内部エラーが発生しまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

SQLの解析メッセージ : 00900～ 00999
この節では、SQL文が Oracle Serverにより解析されるときに出力されるメッセージを記載
します。 この節で取り上げるメッセージはたいていの場合、誤った SQL文が入力されるとき
に出力されます。 SQL構文については、Oracle8 Server SQL 言語リファレンス を参照してく
ださい。

Trusted Oracleを使用している場合、その環境のエラー・メッセージ情報については Trusted 
Oracleドキュメンテーションを参照してください。

ORA-00900: SQL文が無効です文が無効です文が無効です文が無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  ユーザーが入力した文は有効な SQL文として認められません。 このエラーは
Procedural Optionがインストールされていない場合で、かつ CREATE PROCEDURE文
などのこのオプションを必要とする SQL文が発行された場合に起こります。 SQL*Plus
を起動して Procedural Optionがインストールされているかを決定できます。 PL/SQL
バナーが表示されていない場合には、このオプションはインストールされません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正するか、あるいは Procedural Optionをインストールしてくださ
い。

ORA-00901: CREATEコマンドは有効コマンドは有効コマンドは有効コマンドは有効なななな CREATEオプションにそっていませんオプションにそっていませんオプションにそっていませんオプションにそっていません。。。。
原原原原因因因因 :  構文を訂正してください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00902: データ型が無効ですデータ型が無効ですデータ型が無効ですデータ型が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE文または ALTER TABLE文に指定したデータ型は無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00903: 表名が無効です表名が無効です表名が無効です表名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効または存在しない表名またはクラスタ名を入力しました。 また、このメッ
セージは ALTER CLUSTER文や DROP CLUSTER文中に無効なクラスタ名を指定した
か、またはクラスタ名を指定しなかった場合にも出力されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  綴りをチェックしてください。 表名またはクラスタ名の先頭は英字でなけれ
ば なりません。また、英数字および特殊文字 $、_、#しか使用できません。 名前は 30
文字以下の予約語以外の単語でなければなりません。 

ORA-00904: 列名が無効です列名が無効です列名が無効です列名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  列名を入力していないか、または無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な列名を入力してください。 列名の先頭は英字でなければなりません。
長さは 30文字以内で、英数字と特殊文字 $、_、#で構成されていなければなりません。 
それ以外の文字を含んでいる場合は、二重引用符で囲まなければなりません。 また、予
約語であってはなりません。 

ORA-00905: キーワードが欠落していますキーワードが欠落していますキーワードが欠落していますキーワードが欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  必須のキーワードがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00906: 左カッコがありません左カッコがありません左カッコがありません左カッコがありません。。。。
原原原原因因因因 :  左カッコを指定していません。 ある種のコマンド（CREATE TABLE、CREATE 
CLUSTER、INSERTなど）では、一連の項目をカッコで囲むことが要求されます。 
WHERE句や UPDATE表の SET列 =(SELECT...)文の副問合せもカッコで囲む必要があ
ります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文の必要な箇所に左カッコを挿入して訂正してから、文を再実行してくだ
さい。
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ORA-00907: 右カッコがありません右カッコがありません右カッコがありません右カッコがありません。。。。
原原原原因因因因 :  左カッコはあるが右カッコが抜けている、または、カッコの間に不要の情報があ
ります。 カッコは対で指定しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正して、文を再実行してください。 

ORA-00908: NULLキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  次のいずれかの原因が考えられます。CREATE TABLE文または ALTER TABLE
文の中で、その列中に NULL値を認めないことを指定するNOTはあるが、NULLキー
ワードがない。 IS [NOT] NULL 論理オペレータの中で、NULLキーワードがない。 たと
えば、次の文に続いてこのメッセージが出力されます。 

SELECT * FROM EMP WHERE DEPTNO IS NOT; 
NULLキーワードが IS NOTキーワードの後に続かなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00909: 引数の個数が無効です引数の個数が無効です引数の個数が無効です引数の個数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  参照した Oracle関数の引数の数が間違っています。 SYSDATEを除く Oracleの関
数には、少なくとも引数が 1つ必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な数の引数を入力して、関数の構文を訂正してください。 

ORA-00910: 指定した長さがデータ型に対して長すぎます指定した長さがデータ型に対して長すぎます指定した長さがデータ型に対して長すぎます指定した長さがデータ型に対して長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  キャラクタ・フィールドにサイズを指定しなかったか、指定したサイズが正しく
ありませんでした。 それぞれのキャラクタ列には最大長を指定する必要があります。 こ
の長さの最大値は、CHARまたは VARCHAR2など、データ型によって異なります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  フィールドに最大長を入力してください。 

ORA-00911: 文字が無効です文字が無効です文字が無効です文字が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  特殊文字は特定の場所でしか使えません。 名前に $、_、#以外の特殊文字を使用
しており、その名前を二重引用符 (")で囲んでいない場合にこのメッセージが出力され
ます。 この規則が適用されない 1つの例外は、データベースの名前です。この場合には、
二重引用符は除去され、無視されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効な文字を文から削除するか、オブジェクト名を二重引用符で囲んでくだ
さい。 

ORA-00913: 値の個数が多すぎます値の個数が多すぎます値の個数が多すぎます値の個数が多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文には同数の 2組の値が必要ですが、 2組目の項目数が 1組目に比べて多く
なっています。 たとえば、WHERE句またはHAVING句の中の副問合せから返される
列が多すぎる、VALUES句または SELECT句から INSERTにリストされているより多
くの列が返されるなどです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各組の項目数を調べて、2組とも同数になるように SQL文を変更してくださ
い。 

ORA-00914: ADDキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
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原原原原因因因因 :  次の中にキーワード ADDがないものがあります。 

■ ALTER DATABASE文のキーワード LOGFILE 

■ ALTER TABLE文の列要素または表制約 

■ ALTER TABLESPACE文のキーワード DATAFILE 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER文にキーワードADDを指定してください。 

ORA-00915: ディクショナリ表のネットワーク・アクセスは現在使用できませんディクショナリ表のネットワーク・アクセスは現在使用できませんディクショナリ表のネットワーク・アクセスは現在使用できませんディクショナリ表のネットワーク・アクセスは現在使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-00917: カンマがありませんカンマがありませんカンマがありませんカンマがありません。。。。
原原原原因因因因 :  INSERT文中の列または値の並び、または ((C,D),(E,F), ...)形式の並びに必要なカ
ンマが抜けています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00918: 列の定義が未確定です列の定義が未確定です列の定義が未確定です列の定義が未確定です。。。。
原原原原因因因因 :  結合に使用されている単一の列名が複数の表に存在しており参照があいまいで
す。 結合において列名を参照する場合、それが複数の表に存在しているものであれば、
その列名に表名の接頭辞を付ける必要があります。 列の参照は TABLE.COLUMNまたは
TABLE_ALIAS.COLUMNを使用します。 たとえば、表 EMPと DEPTを結合しており、
両者に列 DEPTNOが含まれている場合、DEPTNOに対する参照は、表名に
EMP.DEPTNOまたは E.DEPTNOのように接頭辞を付けます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  複数の表に存在する列名には、上記の例のように表名または表の別名とピリ
オド (.)の接頭辞をつけてください。

ORA-00919: 関数が無効です関数が無効です関数が無効です関数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ある入力が関数呼出しのような形式になっていますが、Oracle関数として認識で
きません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。

 

ORA-00920: 関係演算子が無効です関係演算子が無効です関係演算子が無効です関係演算子が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  関係演算子が欠けているか、無効の状態で探索条件が入力されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  条件の中に、=、!=、^=、<>、>、<、>=、<=、ALL、ANY、
[NOT]BETWEEN、EXISTS、[NOT]IN、IS[NOT]NULL、[NOT]LIKEなどの有効な関係
演算子を指定してください。

ORA-00921: SQLコマンドが不完全ですコマンドが不完全ですコマンドが不完全ですコマンドが不完全です。。。。
原原原原因因因因 :  SQLコマンドが不完全です。 有効なコマンドの一部が入力されましたが、少なく
とも 1つの主要なコンポーネントが省略されています。 
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SQLの解析メッセージ : 00900～ 00999
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00922: オプション指定されていないか、または無効ですオプション指定されていないか、または無効ですオプション指定されていないか、または無効ですオプション指定されていないか、または無効です。。。。
原原原原因因因因 :  列または storage句の定義で無効なオプションが指定されました。列指定には、
いかなる NULL値も含むことを許さないことを指定するNOT NULLオプションが有効
です。 また、データ型の後には制約条件しか指定することが許されません。 なお、DATE
または LONGデータ型に対して最大長を指定した場合もこのエラーが発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 列または記憶領域の指定から誤ったオプションま
たは長さの指定を除去してください。 

ORA-00923: FROMキーワードが指定の位置にありませんキーワードが指定の位置にありませんキーワードが指定の位置にありませんキーワードが指定の位置にありません。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT文または REVOKE文の中で、キーワード FROMが抜けているか、位置
が間違っているか、綴りが間違っています。 キーワード FROMは、SELECT文では最後
に選択した項目の後に、REVOKE文では権限の後に指定してください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 適切な位置にキーワード FROMを挿入してくださ
い。 選択リストそのものが誤っている可能性もあります。 別名で引用符を使用している
場合は、その別名を二重引用符で囲んでいることを 確認してください。 また、別名に予
約語を使用していないことを確認してください。 

ORA-00924: BYキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  GROUP BY、ORDER BY、CONNECT BY句のキーワード BYがありません。 
GRANT文ではキーワード IDENTIFIEDの後にも BYが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 必要な場所にキーワード BYを挿入して、文を再
試行してください。 

ORA-00925: INTOキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  INSERT文にキーワード INTOが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 必要な場所にキーワード INTOを挿入して、文を
再試行してください。 

ORA-00926: VALUESキーワードがキーワードがキーワードがキーワードが欠欠欠欠落しています落しています落しています落しています。。。。
原原原原因因因因 :  INSERT文にキーワード VALUESまたは SELECTが指定されていません。 
INSERT INTO句の後には、VALUES句または SELECT副問合せなどを指定する必要が
あります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 INSERT INTO句の後に VALUES句または副問合
せを入れてください。 

ORA-00927: 等号がありません等号がありません等号がありません等号がありません。。。。
原原原原因因因因 :  次の箇所の 1つに等号がありません。 

■ UPDATE文の SET句 

■ 検索条件中の「i」 （等しくないことを意味する）の後 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 必要な場所に等号を挿入して、文を再試行してく
ださい。 

ORA-00928: SELECT キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE VIEW文には SELECT副問合せを指定する必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 CREATE VIEW句の後に必須の SELECT句を挿入
して、文を再試行してください。 

ORA-00929: ピリオドがありませんピリオドがありませんピリオドがありませんピリオドがありません。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-00930: アスタリスクがありませんアスタリスクがありませんアスタリスクがありませんアスタリスクがありません。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-00931: 識別子がありません識別子がありません識別子がありません識別子がありません。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-00932: データ型が一致しませんデータ型が一致しませんデータ型が一致しませんデータ型が一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  次のいずれかです。 

■ データ型の互換性がない操作を試行しました。 たとえば、キャラクタ・フィールド
を日付フィールドに追加する（日付は、数値フィールドにしか追加できない）、ま
たはキャラクタ・フィールドを長いフィールドに連結する操作などが、この操作に
該当します。 

■ 通常は使用しないことになっているデータベース・オブジェクト（表または
ビュー）に対し操作を試行しました。 たとえば、システム表をユーザーが変更する
ことはできません。 まれに、誤った綴りのオブジェクト名が制限付きオブジェクト
名に対応付けられていることが原因で、このエラーが発生することもあります。 

■ 記述されていないビューの使用を試行しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  原因に応じて次の処置を行ってください。 

■ データ型が異なっていることが原因である場合は、データ型が一致する ようにして
ください。 たとえば、キャラクタ・フィールドを数値フィールドに変換し、
TO_NUMBER関数を指定してから、日付フィールドに追加してください。 長い
フィールドでファンクションを使用することはできません。 

■ 通常は使用しないことになっているオブジェクトにアクセスしたことが原因である
場合は、制限付きオブジェクトにアクセスしないようにしてください。 

ORA-00933: SQLコマンドが正しく終了されていませんコマンドが正しく終了されていませんコマンドが正しく終了されていませんコマンドが正しく終了されていません。。。。
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原原原原因因因因 :  SQL文が不適切な句で終っています。 たとえば、CREATE VIEW文または
INSERT文の中に ORDER BY句が入っているなどです。 ORDER BYを順序付ビューの
作成またはある種の順序の挿入には使用できません。 また、引数を 1つだけ伴う IN句 
（たとえば、IN(X)）を使用すると、SQLは正しく終了しません。 IN句には 2つ以上の引
数を指定する必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  不適切な句を取り除いて構文を訂正してください。 取り除いた句は別の SQL
文で重複して使用できます。 たとえば、ビューの行を順序付けする場合、ビューの作成
時ではなく、問合せるときに実行できます。 このエラーはまた、SQL*Formsのアプリ
ケーション中で継続行が字下げされている場合にも発生します。 字下げされている行を
調べ、その空白部を削除してください。 

ORA-00934: ここではグループ関数は使用できませんここではグループ関数は使用できませんここではグループ関数は使用できませんここではグループ関数は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  WHERE句または GROUP BY句の中で、AVG、COUNT、MAX、MIN、SUM、
STDDEV、VARIANCEなどのグループ関数のいずれか 1つが使われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  WHERE句または GROUP BY句からグループ関数を取り除いてください。 
副問合せまたは HAVING句の中に関数を含めることによって、当初の効果が達成でき
ます。 

ORA-00935: グループ関数のネスト・レベルが深すぎますグループ関数のネスト・レベルが深すぎますグループ関数のネスト・レベルが深すぎますグループ関数のネスト・レベルが深すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-00936: 式がありません式がありません式がありません式がありません
原原原原因因因因 :  句または式のある必須部分が抜けています。 たとえば、列または式のリストがな
い SELECT文、または、(SAL+)のような不完全な式の SELECT文を入力しています。 
また、このメッセージは、SELECT TABLE文などに誤って予約語を使用した場合にも出
力されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、抜けている部分を指定してください。 

ORA-00937: シングル・グループのグループ関数ではありませんシングル・グループのグループ関数ではありませんシングル・グループのグループ関数ではありませんシングル・グループのグループ関数ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  個別の列式を GROUP BY句に含めない限り、SELECTリスト・グループ関数
（AVG、COUNT、MAX、MIN、SUM、STDDEV、VARIANCEなど）と個別の列式の
両方を含められません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECTリストからグループ関数または個別の列式のどちらかを削除する
か、またはリストされている個別の列式をすべて含む GROUP BY句を追加してくださ
い。 

ORA-00938: 関数の引数が不足しています関数の引数が不足しています関数の引数が不足しています関数の引数が不足しています。。。。
原原原原因因因因 :  関数の参照での引数が少なすぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関数の構文を調べて、必要な数の引数を指定してください。

ORA-00939: 関数の引数が多すぎます関数の引数が多すぎます関数の引数が多すぎます関数の引数が多すぎます。。。。
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原原原原因因因因 :  関数の参照での引数が多すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関数の構文を調べて、必要な数の引数だけを指定するようにしてください。

ORA-00940: ALTERコマンドが無効ですコマンドが無効ですコマンドが無効ですコマンドが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な ALTERオプションを指定しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00941: クラスタ名がありませんクラスタ名がありませんクラスタ名がありませんクラスタ名がありません。。。。
原原原原因因因因 :  クラスタ名が欠けているか無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なクラスタ名を指定してください。 有効なクラスタ名は、英字で始まり、
30文字以内で、英数字または特殊文字 $、_、#しか使用できません。 また、予約語で
あってはなりません。 名前はキーワード CREATE CLUSTERの直後に指定する必要があ
ります。 

ORA-00942: 表またはビューが存在しません表またはビューが存在しません表またはビューが存在しません表またはビューが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定した表またはビューが存在しません。または、ここでは許可されていないシ
ノニムが使われています。または、表が要求されているところでビューが参照されてい
ます。 既存のユーザーの表およびビューは、データ・ディクショナリを問合せることに 
よって一覧できます。 表にアクセスするのに、特定の権限が必要な場合があります。 ア
プリケーションがこのメッセージを戻した場合は、アプリケーションがアクセスしよう
とした表がデータベースに存在しないか、またはアプリケーションがその表へのアクセ
ス権を持っていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次の点をチェックしてください。 

■ 表またはビューの名前の綴りが正しいか。 

■ 表が必要な位置にビューが指定されているか。 

■ 存在する表またはビュー名があるか。 

表が作成される必要、またはユーザーやアプリケーション権限が表にアクセスする必要
がある場合には、データベース管理者に連絡してください。 

また、表またはビューを他のスキーマでアクセスする場合は、正しいスキーマが参照さ
れていること、そしてそのアクセスが認められていることを確認してください。 

ORA-00943: クラスタが存在しませんクラスタが存在しませんクラスタが存在しませんクラスタが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  現行ユーザーは、指定した名前のクラスタを所有していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キーワード CLUSTERの後に有効なクラスタ名を指定して、文を再試行して
ください。 

ORA-00944: クラスタ列の個数が不足していますクラスタ列の個数が不足していますクラスタ列の個数が不足していますクラスタ列の個数が不足しています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CLUSTER文の指定より少ない数のクラスタ列で表を作成しようとしま
した。 CREATE TABLE文の CLUSTER句では、クラスタを作成したときに定義されたす
べてのクラスタ列を指定する必要があります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE TABLE文のクラスタ列をすべて指定してから、文を再試行してく
ださい。 

ORA-00945: 指定したクラスタ列は存在しません指定したクラスタ列は存在しません指定したクラスタ列は存在しません指定したクラスタ列は存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE TABLE文のクラスタ句に指定した列はこの表中の列ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表に対して定義した列の名前を使用して、文を再試行してください。 

ORA-00946: TOキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  キーワード TOを付けずに GRANT文を指定したか、GRANTコマンドが無効な
形式で入力されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GRANTコマンドの構文を調べて、必要な箇所にキーワード TOを補ってか
ら文を再試行してください。 

ORA-00947: 値の個数が不足しています値の個数が不足しています値の個数が不足しています値の個数が不足しています。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文には同数の 2組の値が必要ですが、2組目の項目数が 1組目に比べて少な
い場合にこのエラーが発生します。 この原因は、次に示すようにWHERE句または
HAVING句でネストされた SELECT文が戻す列が不足している点にあります。 

WHERE (A,B) IN (SELECT C FROM ...) 
このエラーのもう一つの共通した原因は INSERT文で、次の例のように、VALUES句ま
たは SELECT句に INSERTに必要な個数の値が含まれていない場合です。 

INSERT INTO EMP(EMPNO,ENAME) VALUES(’JONES’) 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各組の項目数を調べて、2組とも同数になるように SQL文を変更してくださ
い。 

ORA-00948: ALTER CLUSTER文はサポートされていません文はサポートされていません文はサポートされていません文はサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER CLUSTER文は使用できなくなりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  既存の表からクラスタにデータを追加するためには、次の SQL文を使用し
てください。

CREATE TABLE newtable SELECT * FROM oldtable CLUSTER clustername;
DROP Old table;
RENAME TABLE newtable oldtable; 

ORA-00949: リモート・データベースへの参照は無効ですリモート・データベースへの参照は無効ですリモート・データベースへの参照は無効ですリモート・データベースへの参照は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-00950: DROP オプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  DROPコマンドの後に、CLUSTER、DATABASE LINK、INDEX、ROLLBACK 
SEGMENT、SEQUENCE、SYNONYM、TABLE、TABLESPACE、VIEWなどの、有効
な DROPオプションが指定されていません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を調べ、有効な DROPオプションを指定して文を再試行して
ください。 

ORA-00951: クラスタが空ではありませんクラスタが空ではありませんクラスタが空ではありませんクラスタが空ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  DROP CLUSTER文に空ではないクラスタを指定しました。 オプションの
INCLUDING TABLES句を指定しない限り、表を含んでいるクラスタを DROPするこ
とはできません。 DROP TABLEコマンドを使用すれば、クラスタから表を削除できま
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DROP CLUSTER文の INCLUDING TABLES句を指定するか、DROP 
TABLEコマンドでクラスタからすべての表を削除してから、DROP CLUSTERコマンド
を発行してください。 

ORA-00952: GROUPキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  現在グループは実現されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

ORA-00953: 索引名が無効です索引名が無効です索引名が無効です索引名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE INDEX、DROP INDEX、または VALIDATE INDEX文で、索引名が欠
けているか、無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キーワード INDEXの後に有効な索引名を指定してください。 既存の索引を
削除したり検証したりする場合は、データ・ディクショナリを検索して名前を調べてく
ださい。 新しい索引を作成する場合は、再試行の前に構文に誤りがないことを調べてく
ださい。 

ORA-00954: IDENTIFIEDキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT CONNECT文にキーワード IDENTIFIEDを指定していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、最後のユーザー名の後にキーワード IDENTIFIEDを指定して
ください。 フォーマットは次の通りです。 

GRANT CONNECT TO user-list IDENTIFIED BY password-list; 

ORA-00955: すでに使用されているオブジェクト名ですすでに使用されているオブジェクト名ですすでに使用されているオブジェクト名ですすでに使用されているオブジェクト名です。。。。
原原原原因因因因 :  すでに存在するデータベース・オブジェクト（表、ビュー、クラスタ、索引、シ
ノニムなど）を作成しようとしました。 他のデータベース・オブジェクトと区別できる
名前を付けなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・オブジェクトに一意の名前を入力するか、既存のオブジェク
トを変更または削除して再使用できるようにしてください。 

ORA-00956: 監査オプションが無効です監査オプションが無効です監査オプションが無効です監査オプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  AUDITまたは NOAUDITコマンドの後に、有効なオプションまたはキーワード
ALLが指定されていません。 たとえば、表を監査する場合、ALTER、AUDIT、
COMMENT、DELETE、GRANT、INDEX、INSERT、LOCK、RENAME、SELECT、
UPDATEなどのオプションを指定する必要があります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00957: 列名が重複しています列名が重複しています列名が重複しています列名が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE文または INSERT文の中で、1つの列名が 2度指定されました。 単一の
表、ビュー、クラスタ中の列名は一意でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE文の中で、どちらかの列名を新しい一意の列名に変更してくださ
い。 INSERT文の場合は、重複する名前の片方を取り除いてください。 

ORA-00958: CHECKキーワキーワキーワキーワーーーードがありませんドがありませんドがありませんドがありません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE VIEW文のWITH OPTION句では、キーワードWITHの後にキーワー
ド CHECKを続けて指定しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所にキーワード CHECKを挿入してから、 文を再実
行してください。 

ORA-00959: 表領域表領域表領域表領域 "name" が存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  文で存在しない表領域名を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  存在する表領域の名前を入力してください。 表領域名のリストについては
データ・ディクショナリを問合せてください。 表領域を削除し、同じ名前で再作成する
場合は、新しい表領域は削除された表領域とは異なるため（同じ名前の場合でも）、
ALTER USERを使用してデフォルト表領域名または一時表領域名を再設定してくださ
い。 

ORA-00960: 選択リストに未確定の列名があります選択リストに未確定の列名があります選択リストに未確定の列名があります選択リストに未確定の列名があります。。。。
原原原原因因因因 :  順序リストにある列名が一つ以上の選択リスト列に適合しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複する列名を選択リストから除いてください。

ORA-00962: group-by またはまたはまたはまたは order-by 式が多すぎます式が多すぎます式が多すぎます式が多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  グループまたは順序列リストに 255より多い式があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  グループまたは順序列リストに 255より多い式を使わないでください。

ORA-00964: FROMリストに表名がありませんリストに表名がありませんリストに表名がありませんリストに表名がありません。。。。
原原原原因因因因 :  問合せの SELECTリストに指定した表が、FROM句リストには指定されていま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表名の綴りを調べ、SELECTリストの各表名が FROMリストの表名と一致
することを確認してから、文を再試行してください。 

ORA-00965: *(アスタリスアスタリスアスタリスアスタリスクククク )に対して列の別名は使用できませんに対して列の別名は使用できませんに対して列の別名は使用できませんに対して列の別名は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  SELECTリストのすべての列を返す機能（*）に対して別名を使用しました。 次に
例を示します。 

SELECT * COL_ALIAS FROM EMP; 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  個別に列を指定するか、または、"*"に別名を指定しないでください。 
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ORA-00966: TABLEキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  LOCK文を指定しましたが、キーワード TABLEがないか、綴りが間違っている
か、位置が違っています。 LOCK文の先頭は、LOCK TABLE tablename でなければなり
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00967: WHERE キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT文の中のキーワードWHEREが欠けているか、スペルが違うか、位置が
違っています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00968: INDEX キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE UNIQUE INDEXまたは VALIDATE INDEX文の中のキーワード
INDEXが欠けているか、綴りが違うか、位置が違っています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00969: ONキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT、REVOKEまたは CREATE INDEX文の中のキーワードONが欠けてい
るか、綴りが違うか、位置が違っています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文と綴りを調べ、必要であればキーワード ONを使用してください。 

ORA-00970: WITHキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  キーワードWITHを付けずにキーワード STARTが指定されました。 ツリー構造
の問合せで START WITH句を使用する場合は、キーワードは両方とも必要になります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キーワード STARTをキーワード START WITHに変更して、 文を再実行して
ください。 

ORA-00971: SET キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  UPDATE文中のキーワード SETが欠けているか、綴りが違うか、位置が違って
います。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文と綴りを調べて修正します。また、表名の後にキーワード SETを指定し
て文を再実行してください。 

ORA-00972: 識別子が長すぎます識別子が長すぎます識別子が長すぎます識別子が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  スキーマ・オブジェクトの名前が 30文字を超えています。スキーマ・オブジェ
クトとは、表、クラスタ、ビュー、索引、シノニム、表領域、ユーザ名などです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前を 30文字以下にしてください。 

ORA-00974: PCTFREE値パーセンテージが無効です値パーセンテージが無効です値パーセンテージが無効です値パーセンテージが無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  CREATE INDEX文に指定された使用可能領域のパーセンテージの値が 0から
100の間ではありません。 PCTFREE値が 0の場合、ブロック全体が使用できます。 値が
100であれば、データをこれ以上挿入できないので無用です。 省略時解釈値は 10です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PCTFREEの値を 0から 100の間で指定して、 文を再実行してください。 

ORA-00975: date + date は許可されていませんは許可されていませんは許可されていませんは許可されていません。。。。
原原原原因因因因 :  2つのデータ・フィールドを同時に加算しようとしました。 日付は数値フィール
ドにだけ加算できます。他の日付フィールドには加算できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle関数 TO_NUMBERを使用して片方のデータ・フィールドを数値
フィールドに変換してから、もう片方のデータ・フィールドにそれを加算します。 

ORA-00976: LEVEL,PRIOR,ROWNUMはここでは使用できませんはここでは使用できませんはここでは使用できませんはここでは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  このコンテキストにおいて、PRIOR句、擬似列レベル L、ROWNUMを使用す
ることは不適切です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文の構文を調べてください。 キーワード PRIOR、LEVEL、ROWNUM
の位置を変えるか取り除いてください。 

ORA-00977: 監査オプションが重複しています監査オプションが重複しています監査オプションが重複しています監査オプションが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  AUDIT文または NOAUDIT文に同じオプションが 2度以上指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他の監視オプションを指定せずに ALLだけ指定するか、重複する監査指定
を取り除いてください。 

ORA-00978: GROUP BY句が指定されずにグループ関数がネスト句が指定されずにグループ関数がネスト句が指定されずにグループ関数がネスト句が指定されずにグループ関数がネストししししていますていますていますています。。。。
原原原原因因因因 :  グループ関数（AVG、COUNT、MAX、MIN、SUM、STDDEV、VARIANCEな
ど）が別のグループ関数の中で (たとえば、MAX（COUNT(*))などの形で）、対応する
GROUP BY句を指定しないで使用されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GROUP BY句を指定するか、不要なレベルのネストを取り除いてください。 

ORA-00979: GROUP BYの式がありませんの式がありませんの式がありませんの式がありません。。。。
原原原原因因因因 :  GROUP BY句には SELECT句中の式がすべて含まれていません。 グループ関数
AVG、COUNT、MAX、MIN、SUM、STDDEV、VARIANCEなどに含まれない
SELECT式は GROUP BY句の中にリストされていなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GROUP BY句に、グループ関数でない SELECT式をすべて含めてください。 

ORA-00980: シノニムの変換ができませんシノニムの変換ができませんシノニムの変換ができませんシノニムの変換ができません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが使用したシノニムは、存在しない表、ビュー、シノニムに基づいてい
ます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  シノニムをそれが参照するオブジェクトの名前で置き換えるか、シノニムを
再作成して、有効な表、ビュー、シノニムを参照するようにしてください。 

ORA-00981: 表およびシステム監査オプションは混在できません表およびシステム監査オプションは混在できません表およびシステム監査オプションは混在できません表およびシステム監査オプションは混在できません。。。。
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原原原原因因因因 :  1つの AUDIT文中に、表範囲のオプションとシステム範囲のオプションが両方
指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  AUDITコマンドの構文を調べて、 1つまたは複数の AUDIT文を再実行して
ください。

ORA-00982: 正符号がありません正符号がありません正符号がありません正符号がありません。。。。
原原原原因因因因 :  結合条件の中に左カッコが出てきますが、その後に正符号 (+)がありません。 通
常、結合条件中の左カッコは外部結合を指定するため、後に正符号が続きます。 結合処
理で、ある列に対して外部結合を指定するためには、結合条件の列参照の後に、カッコ
で囲んで正符号 (+)を指定しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL構文を訂正して、文を再実行してください。

ORA-00984: ここでは列は使用できませんここでは列は使用できませんここでは列は使用できませんここでは列は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  たとえば INSERT文の VALUES句のように、式の認められていない位置に列名
が使われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文の構文を調べて、適切な位置に列名を使用するようにしてください。 

ORA-00985: プログラム名が無効ですプログラム名が無効ですプログラム名が無効ですプログラム名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  構文エラーの可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00986: グループ名が無効ですグループ名が無効ですグループ名が無効ですグループ名が無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  構文エラーの可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。 

ORA-00987: ユーザー名が指定されていないか、または無効ですユーザー名が指定されていないか、または無効ですユーザー名が指定されていないか、または無効ですユーザー名が指定されていないか、または無効です。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文の中にユーザー名が指定されていません。または、指定されたユー
ザー名のいずれかが無効です。 GRANT文では、有効なユーザー名をキーワード TOの
後に続けて指定し、ユーザーを定義しなければなりません。 ユーザー名は、英字で始ま
り、英数字、特殊文字 $、_、#から成り、30文字以下でなければなりません。 それ以外
の文字を含んでいる場合は、二重引用符で囲まなければなりません。 また、予約語で
あってはなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GRANT文の中に、有効なユーザー名またはユーザー名のリストをキーワー
ド TOの後に続けて指定してください。 

ORA-00988: パスワードが指定されていないか、または無効ですパスワードが指定されていないか、または無効ですパスワードが指定されていないか、または無効ですパスワードが指定されていないか、または無効です。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文にパスワードの数より多いユーザー名が指定されました。 GRANT文
にリストされた各ユーザー名に対して、有効なパスワードを 1つ指定する必要がありま
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各ユーザー名に対して有効な列名を１つ入力してください。 

ORA-00989: ユーザー名に対するパスワードが多すぎますユーザー名に対するパスワードが多すぎますユーザー名に対するパスワードが多すぎますユーザー名に対するパスワードが多すぎます。。。。
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原原原原因因因因 :  GRANT文にユーザー名の数より多いパスワードが指定されました。 GRANT文
にリストされた各ユーザー名に対して、パスワードは 1つだけ入力できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー名とパスワードの数を同一にして入力してください。 

ORA-00990: 権限が指定されていないか、または無効です権限が指定されていないか、または無効です権限が指定されていないか、または無効です権限が指定されていないか、または無効です。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT権限文に権限が指定されていないか、指定された権限の 1つが無効で
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECT、INSERT、DELETE、UPDATE、ALTER、INDEX、
REFERENCES、ALLなどの有効な権限を 1つ以上入力してください。 複数の権限を付
与する場合は、カンマ (,)で区切って入力します。または、ALLキーワードを指定する
と、すべての権限を付与できます。 

ORA-00992: REVOKEコマンドの書式が無効ですコマンドの書式が無効ですコマンドの書式が無効ですコマンドの書式が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  入力された REVOKEコマンドの形式が無効です。 REVOKEコマンドには 2つの
形式があります。 第 1の形式は、ユーザーのデータベース・アクセス権限を取り消すの
に使用されます。 第 2の形式は、ユーザーのオブジェクト権限を取り消すのに使用され
ます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド構文を調べ、文を再実行してください。 

ORA-00993: GRANT キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文の終わりに、キーワード GRANTを指定せずにキーワードWITHを指
定しました。ユーザーに権限を認め、他のユーザーに自分の権限を付与するためには、
GRANT文の終わりにキーワードWITH GRANT OPTIONを指定しなければなりませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キーワードWITHをキーワードWITH GRANT OPTIONに変更して、文を
再実行してください。 

ORA-00994: OPTIONキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文の終わりに、キーワード OPTIONを伴わないキーワードWITH 
GRANTが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キーワードWITH GRANTをキーワードWITH GRANT OPTIONに変更し
て、 文を再実行してください。 

ORA-00995: シノニムの識別子が無効ですシノニムの識別子が無効ですシノニムの識別子が無効ですシノニムの識別子が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE SYNONYM文または DROP SYNONYM文中のシノニム名が欠けてい
るか、無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文と綴りを調べてください。 どちらの文にも、キーワード SYNONYMの
直後に有効なシノニム名を指定する必要があります。 有効なシノニム名は、英字で始ま
り、英数字と特殊文字 $、_、#から成り、30文字 以内でなければなりません。 また、予
約語であってはなりません。 

ORA-00996: 連結演算子は連結演算子は連結演算子は連結演算子は || ですですですです。。。。 | ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。
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原原原原因因因因 :  単一の縦線（|）で連結を指定しようとしましたが、連結演算子は 2本の縦棒
（||）です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  連結する場合は 2本の縦線（||）を入力してください。連結でなければ、単
一の縦線（|）は取り除いてください。 

ORA-00997: LONGデータ型は使用できませんデータ型は使用できませんデータ型は使用できませんデータ型は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  関数の中または DISTINCT、WHERE、CONNECT BY、GROUP BY、ORDER 
BYの各句の中でデータ型 LONGの値が使用されました。 LONG値は SELECT句の中で
しか使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関数または句から LONG値を削除してください。 

ORA-00998: 式に列の別名を指定しなければなりません式に列の別名を指定しなければなりません式に列の別名を指定しなければなりません式に列の別名を指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE VIEW文の中で式または関数を使用していますが、対応する列名が指定
されていません。 式または関数をビューの中で使用する場合は、そのビューに対応する
すべての列名を CREATE VIEW文に明示的に指定する必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ビュー内の各列について、ビュー名の後にカッコで囲んだ列名を入力してく
ださい。 

ORA-00999: ビュー名が無効ですビュー名が無効ですビュー名が無効ですビュー名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE VIEW文のビュー名が欠けているか、無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なビュー名を CREATE VIEWの後に指定してください。 有効なビュー名
は、英字で始まり、英数字と特殊文字 $、_、#から成り、30文字以内で、かつ 予約語
であってはいけません。 これ以外の文字を使用する場合は、二重引用符で囲む必要があ
ります。 

ユーザー・プログラム・インタフェース・メッセージ : 01000
～ 01099

この節では、Oracle Serverに対して UPIを使用するときに出力されるメッセージを記載し
ます。 Oracleプリコンパイラおよび SQLフォームは UPIを使用する製品の一部です。

Trusted Oracleを使用している場合、その環境のエラー・メッセージ情報については Trusted 
Oracleドキュメンテーションを参照してください。

ORA-01000: 最大オープン・カーソル数を超えました最大オープン・カーソル数を超えました最大オープン・カーソル数を超えました最大オープン・カーソル数を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト言語プログラムがオープンしようとしているカーソルの数が多すぎます。 
ユーザーひとりあたりのカーソルの最大数は、初期化パラメータ OPEN_CURSORSに
よって決定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プログラムを変更してカーソルの数を減らしてください。 このエラーが頻発
するようであれば、Oracleをいったん停止して、OPEN_CURSORSの値を大きくして
から、Oracleを再起動してください。 

ORA-01001: カーソルが無効ですカーソルが無効ですカーソルが無効ですカーソルが無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  ホスト言語のプログラム・コールが無効なカーソルを指定したか、プリコンパイ
ラ・コマンドの AREASIZEオプションおよびMAXOPENCURSORSオプションの値が
小さすぎます。 SQL、DESCRIBE、NAME、DEFINE、BIND、EXEC、FETCH、CLOSE
の各句を任意に参照する場合、その前に OOPENコールを使用してすべてのカーソルを
オープンし ておかなければなりません。 ログオン・データ領域 (LDA)は OLONまたは
OLOGON を使用して定義しておかなければなりません。 LDAが定義されていない場
合、OPEN、COM、CON、ROL、LOGOFFの各コールに対してこのメッセージが出力
されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラーとなったコール文を確認してください。 必要に応じて 、正しい LDA
領域を指定するか、カーソルをオープンしてください。 カーソルに問題がなければ、場
合によっては、プリコンパイルの前に AREASIZEオプションおよび
MAXOPENCURSORSオプションの値を大きくする必要があります。 

ORA-01002: フェッチ順序が無効ですフェッチ順序が無効ですフェッチ順序が無効ですフェッチ順序が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト言語プログラム中の FETCHコードの発行順序が違っています。 取出しの
前には parse-and-executeコールが正常に発行されていなければなり ません。 全レコー
ドの取出し後にアクティブ・セットから FETCHを実行しよう とすると、このエラーが
発生する場合があります。 または、コミット後の SELECT FOR UPDATEカーソルから
の取出しによってエラーが発生する場合もあ ります。 また、PL/SQLカーソル・ループ
が暗黙に取出しを行うとエラーの原因となる場合もあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データを取り出す前に、SQL文を解析して実行してください。 

ORA-01003: 文が解析されていません文が解析されていません文が解析されていません文が解析されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト言語プログラム・コールがカーソルを参照しましたが 、対応する解析済み
の SQL文がありません。 単一の SQLコール (たとえば OSQL3)を使用して SQL文を
Oracleに渡し、文とオープン・カーソルを対応させる必要 があります。 カーソルは、次
のコールのいずれかの中で参照される場合、対応する SQL文がなければなりません。
DESCRIBE、NAME、DESCRIBE、NAME、DEFINE、BIND、EXECUTE、FETCH。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文、たとえば OSQLを実行して必要な SQL文をパスしてから 、カーソ
ルを参照してください。 

ORA-01004: デフォルトのユーザー名は使用できません。ログオンは拒否されましたデフォルトのユーザー名は使用できません。ログオンは拒否されましたデフォルトのユーザー名は使用できません。ログオンは拒否されましたデフォルトのユーザー名は使用できません。ログオンは拒否されました。。。。 
原原原原因因因因 :  自動ログオンをサポートしていないシステムでこの機能を使用しようとしまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  完全なユーザー名とパスワードを指定して Oracleにログオンしてください。 

ORA-01005: NULLパスワードが指定されました。ログオンが拒否されましたパスワードが指定されました。ログオンが拒否されましたパスワードが指定されました。ログオンが拒否されましたパスワードが指定されました。ログオンが拒否されました。。。。
原原原原因因因因 :  ログオンで指定したパスワードは無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なパスワードを指定してください。 

ORA-01006: バインド変数がありませんバインド変数がありませんバインド変数がありませんバインド変数がありません。。。。
原原原原因因因因 :  対応する SQL文中にリストされていない変数に対して、プロ グラムから BIND
コールが発行されました。 BINDコール（OBINDや OBINDN）では、SQL文のコロン
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（:）またはアンパサンド（&）の接頭辞が付いている変 数だけが参照できます。 このエ
ラーは、プリコンパイラ・プログラムと関連するライブラリ（SQLLIB）間の不一致が
原因で発生することもあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  BINDコールを変更して、対応付けられた SQL文に指定された 代替変数の 1
つを参照するようにしてください。 

ORA-01007: 変数が選択リストにありません変数が選択リストにありません変数が選択リストにありません変数が選択リストにありません。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT句にリストされていない変数を参照しました。 OCIの場合、次のコール
のいずれかで渡された位置パラメータ番号が 1より小さいか、または DESCRIBE、
NAME、DEFINE内の SELECT句内の変数の数より大き い場合に、このエラーが発生
することがあります。 また、SQL*Formsまたは SQL*Reportでは、SELECT句に指定し
た数より多くの変数を INTO句に指定すると、このエラーが発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCIで、位置番号に 1と SELECT句の番号の数の間の数を指定し ます。 
SQL*Formsまたは SQL*Reportでは、SELECTと INTO句には同数の変数を指定するよ
うにしてください。 

ORA-01008: バインドされていない変数がありますバインドされていない変数がありますバインドされていない変数がありますバインドされていない変数があります。。。。
原原原原因因因因 :  置換変数を含む SQL文を実行したときに、バインドされない変数が残りました。 
SQL文を実行するときに、置換変数には置換される値が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCIで、OBINDまたは OBINDNコールを使って必要な値を置換してくださ
い。 

ORA-01009: 必須パラメータがありません必須パラメータがありません必須パラメータがありません必須パラメータがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト言語プログラム・コールによって必須パラメータがすべて渡されていませ
ん。 各コールの構文およびパラメータの記述については、『Oracleプリコンパイラ・プ
ログラマーズ・ガイド』に記載されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コールの構文を調べて、必須パラメータをすべて入力してく ださい。 

ORA-01010: OCI操作が無効です操作が無効です操作が無効です操作が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  次のどれかです。 

■ 無効な OCI操作を試行しました。 

■ ユーザーは現在バージョン 7.1(またはそれ以上 )のライブラリにリンクした Oracle
クライアント・アプリケーションを使用しており、環境 ORA_ENCRYPT_LOGIN
が TRUEに設定されている状況で、バージョン 7.0またはそれ以下の Oracle Server
に接続しようとしました。 

■ ユーザーは現在バージョン 7.1(またはそれ以上 )の Oracle Serverに接続しており、
初期化パラメータ DBLINK_ENCRYPT_LOGINが TRUEに設定されている状況で、
バージョン 7.0またはそれ以下の Oracle Serverを指示しているデータベース・リン
クを使用しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  上記の原因に応じて次の処置を行ってください。 
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■ 無効な OCI操作を使用しないでください。 

■  分散データベースにある暗号化された接続パスワードを使わない場合に は、
ORA_ENCRYPT_LOGINを FALSEに設定してください。 暗号化された接続パス
ワードを使う場合には、すべての Oracle Serversをバージョン 7.1(またはそれ以上
)にアップグレードしてください。 

■ 分散データベースにある暗号化されたデータベース・リンクを使わない 場合には、
DBLINK_ENCRYPT_LOGINを FALSEに設定してください。 暗号化されたデータ
ベース・リンクを使う場合には、すべての Oracle Serversをバージョン 7.1(または
それ以上 )にアップグレードしてください。 

ORA-01011: バージョバージョバージョバージョンンンン 6と交信する時にと交信する時にと交信する時にと交信する時にはははは V7互換モードは使用できません互換モードは使用できません互換モードは使用できません互換モードは使用できません。。。。 
原原原原因因因因 :  Oracleバージョン 6を接続しているときに、Oracle7の互換モードを使おうとし
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バージョン 6の SQL言語タイプを使用してください。 必要に応じてバージョ
ン 6の SET COMPATIBILITY コマンドを使用してください。 

ORA-01012: ログオンしていませんログオンしていませんログオンしていませんログオンしていません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleにログオンせずに、ホスト言語プログラムが OLONまたは OLOGON以
外の Oracleコールを発行しました。 このエラーは、ユーザー・プロセスが接続されてい
るインスタンスがプロセスを強制的に切断して終了した後に、このユーザー・プロセス
がデータベースにアクセスしようとすると、発生する場合があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OLONまたは OLOGONをコールしてOracleにログオンした後に、 Oracle
コールを発行してください。 インスタンスが再起動されたら、再試行してください。 

ORA-01013: ユーザーによって現行操作の取消しが要求されましたユーザーによって現行操作の取消しが要求されましたユーザーによって現行操作の取消しが要求されましたユーザーによって現行操作の取消しが要求されました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが CTRL-C（コントロール－ C）または他の取消し操作によって Oracle
の操作を中断しました。 このため現行操作は強制的に終了されます。 これは情報メッ
セージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次の操作を続行してください。 

ORA-01014: Oracleの停止処理中ですの停止処理中ですの停止処理中ですの停止処理中です。。。。
原原原原因因因因 :  停止 (シャットダウン )処理の進行中に Oracleにログオンしようとしたユーザー
がいます。 停止処理中に Oracleにログオンすることはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleが再度立ち上がるのを待って、ログオンしてください。 

ORA-01015: ログオンが再帰的に呼び出されましたログオンが再帰的に呼び出されましたログオンが再帰的に呼び出されましたログオンが再帰的に呼び出されました。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01016: フェッチ後しかこのファンクションはコールできませんフェッチ後しかこのファンクションはコールできませんフェッチ後しかこのファンクションはコールできませんフェッチ後しかこのファンクションはコールできません。。。。
原原原原因因因因 :  カーソルが無効な状態にあります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  フェッチ後、無効なファンクションをコールする前に適切な OCI/UPIファ
ンクションをコールしてください。 

ORA-01017: 無効なユーザー無効なユーザー無効なユーザー無効なユーザー名名名名 /パスワードです。ログオンは拒否されましたパスワードです。ログオンは拒否されましたパスワードです。ログオンは拒否されましたパスワードです。ログオンは拒否されました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleにログオンするときに、無効なユーザー名またはパスワードが入力されま
した。 ユーザー名およびパスワード は、GRANT CONNECT文に指定したものでなけれ
ばなりません。 ユーザー名とパスワードを共に入力する場合の形式は、ユーザー名 /パ
スワードです。  

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なユーザー名とパスワードの組合わせを、正しい形式で入力してくださ
い。 

ORA-01018: LONGデータ型の列ではありませんデータ型の列ではありませんデータ型の列ではありませんデータ型の列ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  LONG取出しオプションを使用してデータを取り出そうとしましたが、指定した
列は LONGではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LONG取出しオプションを指定しないで取出しを再実行するか、LONG列
で表を作成してください。 

ORA-01019: ユーザー・サイドのメモリーを割当てることができませんユーザー・サイドのメモリーを割当てることができませんユーザー・サイドのメモリーを割当てることができませんユーザー・サイドのメモリーを割当てることができません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・サイドのメモリー・アロケータがエラーを戻しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロセス・ヒープ・サイズを大きくするか、または古いコール・セットに切
り換えてください。 

ORA-01020: コンテキストの状態が不明ですコンテキストの状態が不明ですコンテキストの状態が不明ですコンテキストの状態が不明です。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01021: 指定したコンテキスト・サイズが無効です指定したコンテキスト・サイズが無効です指定したコンテキスト・サイズが無効です指定したコンテキスト・サイズが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01022: この構成では、データベース操作はサポートされていませんこの構成では、データベース操作はサポートされていませんこの構成では、データベース操作はサポートされていませんこの構成では、データベース操作はサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  通信している二つの Oracle serverに対して、データベース・操作がユーザー・
プログラミング・インタフェース (UPI)に合致 しませんでした。 

7.0.13サーバーを使用しており、7.0.12サーバー上で PL/SQLコールまたはリモート・
プロシージャ・コールの使用を試行すると、この問題が発生します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一つまたはそれ以上の Oracle serverをアップグレードするか、またはユー
ザーサイドのアプリケーションを新しいライブラリに再リンクするかしてください。 

ORA-01023: カーソル・コンテキストが見つかりませカーソル・コンテキストが見つかりませカーソル・コンテキストが見つかりませカーソル・コンテキストが見つかりませんんんん (カーソル番号が無効でカーソル番号が無効でカーソル番号が無効でカーソル番号が無効ですすすす )。。。。 
原原原原因因因因 :  カーソル番号が有効なオープン・カーソルではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  カーソルがオープンしていることを確認してください。 
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ORA-01024: OCIコールのデータ型が無効ですコールのデータ型が無効ですコールのデータ型が無効ですコールのデータ型が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  OCIプログラム・コールに無効なデータ型が指定されました。 OCIコールでは、
Oracleデータ型には 1から 7までの数を指定します。 データ型については、『Oracleプ
リコンパイラ・プログラマーズ・ガイド』に記述されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ型の記述を参照して、正しい数を入力してください。 

ORA-01025: UPIパラメータの値が有効範囲外ですパラメータの値が有効範囲外ですパラメータの値が有効範囲外ですパラメータの値が有効範囲外です。。。。
原原原原因因因因 :  UPI関数に対する整数パラメータが範囲外になっています。 これは通常は出力さ
れない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01026: バインド・リストにサイズバインド・リストにサイズバインド・リストにサイズバインド・リストにサイズがががが 2000を超える複数バッファが存在していますを超える複数バッファが存在していますを超える複数バッファが存在していますを超える複数バッファが存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  バインド・リストに複数の大きなバッファが存在しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常の列へのバインド変数境界に対して、バッファ・サイズを変更して 255
より小さくしてください。 

ORA-01027: データ定義操作ではバインド変数は使用できませんデータ定義操作ではバインド変数は使用できませんデータ定義操作ではバインド変数は使用できませんデータ定義操作ではバインド変数は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  SQLデータ定義文中でバインド変数を使用しようとしました。たとえば、
CREATE TABLE AS SELECT文中で SELECTのWHERE句が変数を参照している場合
です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バインド変数を削除してください。 SQL文を再試行してください。 

ORA-01030: SELECT ... INTO 変数が存在しません変数が存在しません変数が存在しません変数が存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  バインド・コールの SELECT...INTOが SQL文中の変数と対応していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文を訂正できない場合、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

ORA-01031: 権限が不足しています権限が不足しています権限が不足しています権限が不足しています。。。。
原原原原因因因因 :  適切な権限のないユーザーが現行のユーザー名またはパスワードを変更しようと
しました。 ある表に対する SELECT権限だけを有するユーザーが、その表を UPDATE
しようとした場合や、オペレーティング・システム権限なしに「内部的変換」を試みる
と、このエラーが発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者に依頼して、操作を行ってもらうか、または必要な権限
を付与してもらってください。 

ORA-01032: ユーザユーザユーザユーザーーーー IDが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート /インポートに関連する内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01033: Oracleの初期化または停止中ですの初期化または停止中ですの初期化または停止中ですの初期化または停止中です。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleの起動中または停止中にログオンしようとしました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数分間待ってから、 操作を再試行してください。

ORA-01034: Oracle は使用不能ですは使用不能ですは使用不能ですは使用不能です。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleは起動されていません。 次の原因が考えられます。 

SGAに、割当てられていたよりも多くの領域が必要になっている。

インスタンスを指すオペレーティング・システム変数が正しく定義されていない。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて出力されるメッセージを参考にして、原因を確認し、その他のメッ
セージで説明されている問題を訂正してください。 Oracleを初期化した後、再試行して
ください。 

Oracleが初期化されている場合には、いくつかのオペレーティング・システ ム上で、
Oracleが正しくリンクされていることを確認してください。 プラットフォーム固有の
Oracleマニュアルを参照してください。 

ORA-01035: Oracleはははは RESTRICTED SESSION権限を持つユーザーのみ使用可能です権限を持つユーザーのみ使用可能です権限を持つユーザーのみ使用可能です権限を持つユーザーのみ使用可能です。。。。
原原原原因因因因 :  インスタンスが制限モードで起動されているため、ログインは禁止されていま
す。 RESTRICTED SESSIONシステム権限を有するユーザーだけがログオンできます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制限オプションを付けずに Oracleを再起動するよう要求するか、または
RESTRICTED SESSIONシステム権限を取得してください。 

ORA-01036: 変数変数変数変数のののの name/numが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザー・サイドにバインド・コンテキストを見つけられません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バインドされている変数が SQL文に存在することを確認してください。 

ORA-01037: カーソル・メモリーの最大値を超えましたカーソル・メモリーの最大値を超えましたカーソル・メモリーの最大値を超えましたカーソル・メモリーの最大値を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  カーソルの使用可能なメモリーをすべて消費する複合 SQL文を処理しようとし
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  複合 SQL文を単純にしてください。 

ORA-01038: DBファイルのバージョファイルのバージョファイルのバージョファイルのバージョンンンン :numににににはははは Oracleバージョバージョバージョバージョンンンン :numでは書込めませでは書込めませでは書込めませでは書込めませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  古い形式でデータ・ファイルのヘッダーに書き込もうとしました。 新しい形式は、
現在のソフトウェア・バージョンに互換性があることをデータベースが検査した後で使
用可能です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースをオープンして新しいファイル形式にしてから 、操作を繰り返
します。 データベースをオープンする前にその操作が必要な場合は、前のリリースのソ
フトウェアを使用してその操作を行ってください。 

ORA-01039: ビューの基礎オブジェクトに対する権限が不十分ですビューの基礎オブジェクトに対する権限が不十分ですビューの基礎オブジェクトに対する権限が不十分ですビューの基礎オブジェクトに対する権限が不十分です。。。。
原原原原因因因因 :  他のユーザー・ビューの基礎オブジェクトに対して必要な権限を持っていないに
もかかわらず、そのビューを使用しようとしました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な権限を取得するか、違反操作を実行しないようにしてください。 

ORA-01040: パスワードが無効でパスワードが無効でパスワードが無効でパスワードが無効ですすすす ; ログオンが拒否されましたログオンが拒否されましたログオンが拒否されましたログオンが拒否されました。。。。
原原原原因因因因 :  パスワードにマルチバイト文字が入っているか、US7ASCII範囲にない文字があ
ります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な文字を使用して、パスワードを再入力してください。 

ORA-01041: 内部エラーが発生しました内部エラーが発生しました内部エラーが発生しました内部エラーが発生しました。。。。 hostdefエクステンションが存在しませんエクステンションが存在しませんエクステンションが存在しませんエクステンションが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  hostdef内の hostdefエクステンションのポインタが nullです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バグとしてオラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01042: オープン・カーソルを持つセッションを切り離すことはできませんオープン・カーソルを持つセッションを切り離すことはできませんオープン・カーソルを持つセッションを切り離すことはできませんオープン・カーソルを持つセッションを切り離すことはできません。。。。
原原原原因因因因 :  カーソルをオープンしているセッションを切り離そうとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セッションを切り離す前にカーソルをすべてクローズしてください。 

ORA-01043: ユーザー・メモリーが壊れています。ユーザー・メモリーが壊れています。ユーザー・メモリーが壊れています。ユーザー・メモリーが壊れています。[num],[num ], [num], [num] 
原原原原因因因因 :  アプリケーション・コードがユーザー・メモリーを壊しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーション・コードがメモリーに上書きしていないことを確認して、 
オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01044: バッファのサイバッファのサイバッファのサイバッファのサイズズズズ :num(変変変変数数数数 :name用用用用 )が最大が最大が最大が最大値値値値 :numを超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  全サイズが許可されている最大サイズを超えたバッファをバインドしようとしま
した。 全配列サイズは次のように計算します。（要素のサイズ）*（要素の数）

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バッファ・サイズを小さくしてください。 

ORA-01045: ユーザユーザユーザユーザーーーー :nameににににはははは CREATE SESSION権限がありません。ログオンが拒否さ権限がありません。ログオンが拒否さ権限がありません。ログオンが拒否さ権限がありません。ログオンが拒否さ
れましたれましたれましたれました。。。。 
原原原原因因因因 :  セッション作成権限を持たないユーザー IDに接続しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  該当ユーザーに CREATE SESSION権限を付与してください。 

ORA-01046: コンテキスト領域を拡張するための領域を獲得できませんコンテキスト領域を拡張するための領域を獲得できませんコンテキスト領域を拡張するための領域を獲得できませんコンテキスト領域を拡張するための領域を獲得できません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleはオペレーティング・システムが必要な領域を割当てないため、現在の領
域をこれ以上拡張できません。 このメッセージに続いてシステムに固有のエラー・メッ
セージが出力されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  カーソルをいくつかクローズして再度、試みてください。または、仮想記憶
域をこれ以上使用できないことを確認するため、オペレーティング・システムの割当て
量を調べてください。 オペレーティング・システム固有の Oracleマニュアルも参照して
ください。 

ORA-01047: 上のエラーは、スキー上のエラーは、スキー上のエラーは、スキー上のエラーは、スキーママママ =name,パッケーパッケーパッケーパッケージジジジ =name,プロシージプロシージプロシージプロシージャャャャ =nameで発で発で発で発
生しました生しました生しました生しました。。。。
原原原原因因因因 :  固有の情報がさらに提供された後にこのメッセージが出力されます。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  以前に出力されたメッセージから原因と処置を調べてください。 

ORA-01048: 与えられたコンテキストには指定されたプロシージャはみつかりません与えられたコンテキストには指定されたプロシージャはみつかりません与えられたコンテキストには指定されたプロシージャはみつかりません与えられたコンテキストには指定されたプロシージャはみつかりません。。。。 
原原原原因因因因 :  プロシージャのユーザーが存在しない遅延 RPCを指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロシージャが正しく指定されたこと、および複写プロセスがプロシージャ
を位置指定できることを確認してください。 

ORA-01049: 名前によるバインドはストリームされ名前によるバインドはストリームされ名前によるバインドはストリームされ名前によるバインドはストリームされたたたた RPCにはサポートされませんにはサポートされませんにはサポートされませんにはサポートされません。。。。
原原原原因因因因 :  新しいサーバー・バージョンが古いサーバー・バージョンからサポートされてい
ない操作を要求するときにこのエラーが起こります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一つまたはそれ以上の Oracle Server をアップグレードするか、またはユー
ザー・アプリケーションを新しいライブラリに再リンクし てください。 

ORA-01050: コンテキスト領域をオープンするための領域を獲得できませんコンテキスト領域をオープンするための領域を獲得できませんコンテキスト領域をオープンするための領域を獲得できませんコンテキスト領域をオープンするための領域を獲得できません。。。。
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システムが必要な領域を割当てないた め、Oracleは新しい
コンテキスト領域をオープンできません。 このメッセージに続いてシステムに固有のエ
ラー・メッセージが出力されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  カーソルをいくつかクローズして再度、試みてください。または、仮想記憶
域をこれ以上使用できないことを確認するため、オペレーティング・システムの割当て
量を調べてください。 オペレーティング・システム固有の Oracleマニュアルも参照して
ください。

ORA-01051: 遅遅遅遅延延延延 RPCバッファのフォーマットが無効ですバッファのフォーマットが無効ですバッファのフォーマットが無効ですバッファのフォーマットが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SYS.DEF$_CALL にある遅延 RPCが破壊されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01052: 必須のアーカイブ必須のアーカイブ必須のアーカイブ必須のアーカイブ先先先先 2つのうつのうつのうつのうちちちち 1つが指定されていませんつが指定されていませんつが指定されていませんつが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DESTが 2に設定されていますが、
LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTが指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTを指定してください。または、
LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DESTを 1に減らしてください。

ORA-01053: ユーザー記憶領域のアドレスが読み込めませんユーザー記憶領域のアドレスが読み込めませんユーザー記憶領域のアドレスが読み込めませんユーザー記憶領域のアドレスが読み込めません。。。。
原原原原因因因因 :  バインド変数または他のユーザー領域を Oracleで読めません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なユーザー・バッファ上でバインドしていることを調べて、操作を再試
行してください。 

ORA-01054: ユーザー記憶領域のアドレスに書き込めませんユーザー記憶領域のアドレスに書き込めませんユーザー記憶領域のアドレスに書き込めませんユーザー記憶領域のアドレスに書き込めません。。。。
原原原原因因因因 :  定義 (FETCH...INTOまたは SELECT...INTO)、変数または他のユーザー領域に書
き込めません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTO変数および標識が正しく指定されていることを調べて、操作を再試行
してください。 操作を再試行してください。
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ORA-01057: ユーザー・イグジットで参照しているブロック・フィールドが未確定または無ユーザー・イグジットで参照しているブロック・フィールドが未確定または無ユーザー・イグジットで参照しているブロック・フィールドが未確定または無ユーザー・イグジットで参照しているブロック・フィールドが未確定または無
効です効です効です効です。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・イグジット中の「ブロック・フィールド」識別子に対する参照が正し
くないか、あいまいです。綴りが誤っているか、不完全 のためと思われます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文および識別子の綴りを調べて、 参照を訂正してください。 

ORA-01058: 新新新新 Upiインタフェースの内部エラーですインタフェースの内部エラーですインタフェースの内部エラーですインタフェースの内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  存在しない HSTDEF拡張要素を削除しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01059: バインドまたは実行の前に解析する必要がありますバインドまたは実行の前に解析する必要がありますバインドまたは実行の前に解析する必要がありますバインドまたは実行の前に解析する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  クライアント・アプリケーションが、文の解析前に変数をバインドしようとした
か、または PL/SQLブロックでオープンされたカーソルを 実行しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バインドまたは実行前に、文が必ず解析されるようにしてください。 

ORA-01060: 配列のバインドまたは実行はできません配列のバインドまたは実行はできません配列のバインドまたは実行はできません配列のバインドまたは実行はできません。。。。
原原原原因因因因 :  クライアント・アプリケーションがカーソルの配列をバインドしようとしたか、
またはタイプ・カーソルのバインド変数を使用して PL/SQLブロックに対して繰り返し
実行しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  単一カーソルをバインドするか、PL/SQLブロック 1を実行してください。 

ORA-01061: V7のクライアント・アプリケーションを使っのクライアント・アプリケーションを使っのクライアント・アプリケーションを使っのクライアント・アプリケーションを使ってててて V8のサーバーは起動できませのサーバーは起動できませのサーバーは起動できませのサーバーは起動できませ
んんんん。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザーは、バージョン 7（またはそれ以下）のライブラリにリンクした Oracle
クライアント・アプリケーションを使用していますが、バージョン 8（またはそれ以上）
のサーバーを起動しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バージョン 8（またはそれ以上）のライブラリにリンクした Oracleクライア
ント・アプリケーションを使用してください。

ORA-01070: サーバーサーバーサーバーサーバーでででで Oracleの旧バージョンを使用していますの旧バージョンを使用していますの旧バージョンを使用していますの旧バージョンを使用しています。。。。
原原原原因因因因 :  古い Oracle Serverを使用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サーバーをアップグレードしてください。 

ORA-01071: Oracleを起動しないで操作を実行することはできませんを起動しないで操作を実行することはできませんを起動しないで操作を実行することはできませんを起動しないで操作を実行することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleを起動する前に操作を実行しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleを起動してから、 操作を再試行してください。

ORA-01072: Oracleは稼働していないので停止できませんは稼働していないので停止できませんは稼働していないので停止できませんは稼働していないので停止できません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleを停止しようとしましたが、Oracleは稼働していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 
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ORA-01073: 致命的な接続エラーが発生しました。コール・タイプが認識できません致命的な接続エラーが発生しました。コール・タイプが認識できません致命的な接続エラーが発生しました。コール・タイプが認識できません致命的な接続エラーが発生しました。コール・タイプが認識できません。。。。
原原原原因因因因 :  無効な内部操作が試みられました。 これは通常は出力されない内部エラー・メッ
セージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01074: Oracleを停止できません。ログオフしてくださいを停止できません。ログオフしてくださいを停止できません。ログオフしてくださいを停止できません。ログオフしてください。。。。
原原原原因因因因 :  ログオン・セッション内で Oracleを停止しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleを停止する前にログオフしてください。 

ORA-01075: すでにログオンしていますすでにログオンしていますすでにログオンしていますすでにログオンしています。。。。
原原原原因因因因 :  すでにログオンしているのにログオンしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-01076: 1つのプロセスに対する複数ログオンはサポートされていませんつのプロセスに対する複数ログオンはサポートされていませんつのプロセスに対する複数ログオンはサポートされていませんつのプロセスに対する複数ログオンはサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleは 1つのプロセスに対する複数ログオンをサポートしていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-01077: バックグラウンド・プロセス初期化が失敗しましたバックグラウンド・プロセス初期化が失敗しましたバックグラウンド・プロセス初期化が失敗しましたバックグラウンド・プロセス初期化が失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleバックグラウンド・プロセスの初期化中に障害が発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  付属のエラー・メッセージ・スタックまたはトレース・ファ イル中の診断情
報を参照してください。 

ORA-01078: 初期化パラメータの処理中に障害が初期化パラメータの処理中に障害が初期化パラメータの処理中に障害が初期化パラメータの処理中に障害が 発生しました発生しました発生しました発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  システム起動時に INIT.ORAパラメータの処理が失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  付属のエラー・メッセージ・スタックの中の診断情報を参照し、適切な処置
を行ってください。 

ORA-01079: Oracleが正しく作成されていないので操作は中止になりましたが正しく作成されていないので操作は中止になりましたが正しく作成されていないので操作は中止になりましたが正しく作成されていないので操作は中止になりました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースか制御ファイル作成時のエラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが最初に作成されたとき、または制御ファイルが再作成された
ときに表示されたメッセージを確認してください。 そして、適切な処置を行い、データ
ベースを再度作成するか、制御ファイルを再作成してください。 

ORA-01080: Oracleの停止中にエラーが発生しましたの停止中にエラーが発生しましたの停止中にエラーが発生しましたの停止中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  システムの停止時に障害が発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  付属のエラー・メッセージ・スタックの中の診断情報を参照し、適切な処置
を行ってください。 

ORA-01081: すでに稼働中すでに稼働中すでに稼働中すでに稼働中のののの Oracleを起動しようとしました。まを起動しようとしました。まを起動しようとしました。まを起動しようとしました。まずずずず Oracleを停止してくだを停止してくだを停止してくだを停止してくだ
さいさいさいさい。。。。 
原原原原因因因因 :  すでに稼働中の Oracleを起動しようとしました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleを再起動したいのであれば、いったん停止してください。 

ORA-01082: row_locking = alwaysはトランザクション処理オプションではトランザクション処理オプションではトランザクション処理オプションではトランザクション処理オプションですすすす。。。。
原原原原因因因因 :  INIT.ORAファイルに ROW_LOCKING = ALWAYSが指定されています。 この機
能は、トランザクション・プロセシング・オプションのない Oracleではサポートして
いません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INIT.ORAファイルから ROW_LOCKING = ALWAYSを削除するか、 または
DEFAULTまたは INTENTに設定してください。 

ORA-01083: パラメータパラメータパラメータパラメータ値値値値 :nameが他のサーバーのパラメータ値と一致していませんが他のサーバーのパラメータ値と一致していませんが他のサーバーのパラメータ値と一致していませんが他のサーバーのパラメータ値と一致していません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定された初期化パラメータ値は、パラレル構成のすべての サーバーと同じであ
る必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他の制御ファイルの値と一致するように初期化パラメータ・ファイルの値を
変更してください。 

ORA-01084: OCIコールの引数が無効ですコールの引数が無効ですコールの引数が無効ですコールの引数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  エラーの原因となった OCIコールには、無効な値を持つ引数が含まれています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な引数値を使用してください。 詳細は、『Oracle Callインタフェース・
プログラマーズ・ガイド :Vol.2』の「OCI」を参照するか、適切なプログラミング言語
補足マニュアルを参照してください。

ORA-01085: 遅遅遅遅延延延延 RPCのエラーのエラーのエラーのエラーをををを name.name.nameに送りますに送りますに送りますに送ります。。。。
原原原原因因因因 :  指定したプロシージャが遅延リモート・プロシージャ・コー ルとして実行された
ときに、エラーが検出されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  前に発生したエラーの原因を訂正してください。 

ORA-01086: セーブポインセーブポインセーブポインセーブポイントトトト :nameは設定されていませんは設定されていませんは設定されていませんは設定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  一度も設定していないセーブポイントに対してロールバックしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-01087: Oracleにログオンしているので、起動はできませんにログオンしているので、起動はできませんにログオンしているので、起動はできませんにログオンしているので、起動はできません。。。。
原原原原因因因因 :  現在 Oracleにログオンしているユーザーが Oracleを起動しよ うとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  いったんログオフしてから、 STARTUPコマンドを発行してください。 

ORA-01088: アクティブ・プロセスがあるのアクティブ・プロセスがあるのアクティブ・プロセスがあるのアクティブ・プロセスがあるのでででで Oracleは停止できませんは停止できませんは停止できませんは停止できません。。。。 
原原原原因因因因 :  ログオンしているユーザーがまだ存在します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのユーザーがログオフするまで待つか、SHUTDOWN IMMEDIATE
コマンドを実行して、ユーザーをシステムから強制的に切り離してください。 または、
SHUTDOWN ABORTコマンドを使用して、ユーザーが切り離されるのを待たずに、
データベースを停止してください。 

ORA-01089: 停止処理停止処理停止処理停止処理中中中中 (shutdown immediate)なので操作は許可されませんなので操作は許可されませんなので操作は許可されませんなので操作は許可されません。。。。 
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原原原原因因因因 :  稼働中の Oracleインスタンスを停止するために、データベース管理者が
SHUTDOWN IMMEDIATEコマンドを実行しました、そのためユーザーの操作は終了
しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスの再起動を待つか、データベース管理者に連絡してください。 

ORA-01090: 停止処理中なので接続はできません停止処理中なので接続はできません停止処理中なので接続はできません停止処理中なので接続はできません。。。。
原原原原因因因因 :  稼働中の Oracleインスタンスを停止するために、データベース管理者が
SHUTDOWNコマンドを実行しました。そのため Oracleへの接続はできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスの再起動を待つか、データベース管理者に連絡してください。 

ORA-01091: 強制起動時にエラーが発生しました強制起動時にエラーが発生しました強制起動時にエラーが発生しました強制起動時にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  旧 SGAは破壊できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  手作業で旧 SGAを除去してください。 手順については、オペ レーティング・
システム固有の Oracleマニュアルを参照してください。 その後、STARTUPコマンドを
再試行してください。 

ORA-01092: Oracle インスタンスが終了しましたインスタンスが終了しましたインスタンスが終了しましたインスタンスが終了しました。。。。 強制的に接続が切り離されます強制的に接続が切り離されます強制的に接続が切り離されます強制的に接続が切り離されます。。。。
原原原原因因因因 :  接続していたインスタンスが異常終了しました。SHUTDOWN ABORTによる可
能性があります。 現行のプロセスは強制的にインスタンスから切り離されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者に連絡して、インスタンスをいつ再起動するかを判断し
てください。 インスタンスが再実行された後に接続し直してみてください。 

ORA-01093: ALTER DATABASE CLOSEは接続中のセッションがない場合にしか実行できは接続中のセッションがない場合にしか実行できは接続中のセッションがない場合にしか実行できは接続中のセッションがない場合にしか実行でき
ませんませんませんません。。。。 
原原原原因因因因 :  インスタンスにログインしているセッションが、現行セッション以外に少なくと
ももう 1つ存在しています。 他のセッションが活動状態にあるときに ALTER 
DATABASE CLOSEは実行できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のセッションを見つけて切り離してから、 ALTER DATABASE CLOSEコマ
ンドを再試行してください。 また、SHUTDOWN IMMEDIATEコマンドを発行して、
ユーザーをシステムから強制的に切り離すか、または SHUTDOWN ABORTコマンドを
使用して、ユーザーが切り離されるのを待たずに、データベースを停止してください。 

ORA-01094: ALTER DATABASE CLOSEを処理中なのでを処理中なのでを処理中なのでを処理中なので 接続できません接続できません接続できません接続できません。。。。 
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE CLOSEコマンドでクローズされている最中のデータベース
に接続しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースがオープンしているときに接続し直してください。 データベー
ス管理者に連絡してデータベースがオープンされる時間を確認してください。 

ORA-01095: DML文文文文はははは 0行処理しました行処理しました行処理しました行処理しました。。。。
原原原原因因因因 :  OTEX()コールによる DMLカーソルが実行時に 0行処理しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コール側でロールバックするか、またはメッセージを無視してカーソル配列
中の残りのカーソルを実行できます。 
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ORA-01096: プログラムプログラムプログラムプログラムのののの Ver.numがインスタンがインスタンがインスタンがインスタンスススス :numと適合しませんと適合しませんと適合しませんと適合しません。。。。 
原原原原因因因因 :  このプログラムは、接続しようとしているインスタンスとは異なるバージョンの
サーバーにリンクされています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プログラムをインスタンスと同じバージョンの Oracleと再リンクするか、
そのプログラムのバージョンのサーバーを使用してデータベースを再起動 (強制起動 )
します。 

ORA-01097: トランザクションの処理中にデータベースを停止できません。コミットまたはトランザクションの処理中にデータベースを停止できません。コミットまたはトランザクションの処理中にデータベースを停止できません。コミットまたはトランザクションの処理中にデータベースを停止できません。コミットまたは
ロールバックを実行してくださいロールバックを実行してくださいロールバックを実行してくださいロールバックを実行してください。。。。
原原原原因因因因 :  原因  トランザクションの処理中にデータベースを停止しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行のトランザクションをコミットまたはロールバックしてから、データ
ベースを停止してください。 

ORA-01098: LONG挿入の際にプログラム・インタフェース・エラーが発生しました挿入の際にプログラム・インタフェース・エラーが発生しました挿入の際にプログラム・インタフェース・エラーが発生しました挿入の際にプログラム・インタフェース・エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  TTCGETVコールが失敗するときの内部エラーのために、アプリケーション・プ
ログラム・インタフェースは LONG列を挿入したり更新したり できません。 たとえば、
ネットワークの読込みエラーやコールにパスしたパラメータは有効ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  挿入または更新を再試行してください。 

ORA-01099: 単一プロセス・モードで起動し単一プロセス・モードで起動し単一プロセス・モードで起動し単一プロセス・モードで起動したたたた DBはははは SHAREDモードではマウントできまモードではマウントできまモードではマウントできまモードではマウントできま
せんせんせんせん。。。。 
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ SINGLE_PROCESSを TRUEに設定して、パラレル・モードで
データベースをマウントしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラレル（共有）モードでインスタンスを起動する前に、EXCLUSIVEモー
ドでデータベースをマウントするか、初期化パラメータ SINGLE_PROCESSを FALSE
に設定してください。 

Oracleファイル・メッセージ : 01100～ 01250
この節では、Oracle Serverがファイルにアクセスするときに生成されるメッセージを記載し
ます。

ORA-01100: データベースはすでにマウントされていますデータベースはすでにマウントされていますデータベースはすでにマウントされていますデータベースはすでにマウントされています。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーがマウントしようとしているデータベースと同じ名前のデータベースを
現在別のインスタンスがマウントしています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-01101: 作成中のデータベースは別のインスタンスによってマウントされています作成中のデータベースは別のインスタンスによってマウントされています作成中のデータベースは別のインスタンスによってマウントされています作成中のデータベースは別のインスタンスによってマウントされています。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザーが作成しようとしているデータベースと同じ名前のデータベースをある
別のインスタンスが現在マウントしています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース名を変更するか、他方のインスタンスを停止してください。 
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ORA-01102: データベースを排他モードでマウントすることができませんデータベースを排他モードでマウントすることができませんデータベースを排他モードでマウントすることができませんデータベースを排他モードでマウントすることができません。。。。
原原原原因因因因 :  インスタンスがデータベースを EXCLUSIVEモードでマウントしようとしました
が、他のインスタンスがそのデータベースを EXCLUSIVEモードまたは PARALLEL
モードですでにマウントしています。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースを PARALLEL(SHARED)モードでマウントするか、または他
のすべてのインスタンスを停止した後でデータベースを EXCLUSIVEモードでマウント
してください。 

ORA-01103: 制御ファイルのデータベース制御ファイルのデータベース制御ファイルのデータベース制御ファイルのデータベース名名名名 :nameがががが nameではありませんではありませんではありませんではありません。。。。 
原原原原因因因因 :  制御ファイル中のデータベース名がユーザーのデータベース名と一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい制御ファイル名およびデータベース名が使用されていることを確認し
てください。 

ORA-01104: 制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの数数数数 :numがががが num と一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  このインスタンスに使用される制御ファイルの数が、既存のインスタンスの制御
ファイルの数と一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルがすべて初期化パラメータ・ファイル CONTROL_FILESに記
述されるようにして、操作を再試行してください。 

ORA-01105: マウントは別のインスタンスによるマウントと矛盾しますマウントは別のインスタンスによるマウントと矛盾しますマウントは別のインスタンスによるマウントと矛盾しますマウントは別のインスタンスによるマウントと矛盾します。。。。 
原原原原因因因因 :  データベースをマウントしようとしましたが、別のインスタンスが同一の名前で
データベースをマウントしており、マウントは両立しま せん。 このメッセージとともに
エラー・メッセージが表示され、マウントが両立しない理由を示します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な処置については付随するエラー・メッセージを参照してください。 

ORA-01106: ディスマウントする前にデータベースをクローズしなければなりませんディスマウントする前にデータベースをクローズしなければなりませんディスマウントする前にデータベースをクローズしなければなりませんディスマウントする前にデータベースをクローズしなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  クローズする前にデータベースをディスマウントしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースをクローズしてから操作を再試行してください。 

ORA-01107: メディア回復を行うにはまずデータベースをマウントしなければなりませんメディア回復を行うにはまずデータベースをマウントしなければなりませんメディア回復を行うにはまずデータベースをマウントしなければなりませんメディア回復を行うにはまずデータベースをマウントしなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  媒体を回復しようとするときにデータベースがマウントされていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースをマウントしてから操作を再試行してください。 

ORA-01108: ファイファイファイファイルルルル :name は媒体回復中ですは媒体回復中ですは媒体回復中ですは媒体回復中です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたファイルに媒体回復が現在適用されています。 ファイルを通常のデー
タベース・アクセスやクラッシュの回復には使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  媒体回復の完了を待つか、または媒体回復セッションを取り消してくださ
い。

ORA-01109: データベースがオープンしていませんデータベースがオープンしていませんデータベースがオープンしていませんデータベースがオープンしていません。。。。
原原原原因因因因 :  オープンされていないデータベースに対して操作を実行しようとしました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースをオープンしてから操作を再試行してください。 

ORA-01110: データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル name: str 
原原原原因因因因 :  このメッセージは他のメッセージに関係のあるファイル名を伝えます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題の記述については関連するエラー・メッセージを参照してください。 

ORA-01111: データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル名名名名 :nameが不明なため正しいファイルへの改名が必要ですが不明なため正しいファイルへの改名が必要ですが不明なため正しいファイルへの改名が必要ですが不明なため正しいファイルへの改名が必要です。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEコマンドに指定されたデータ・ファイルが不明です。
または、そのデータ・ファイルが作成される以前に保存された制御ファイルを使用し
て、バックアップ制御ファイルの回復が行われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  不明なファイルの名前を実際のファイルの名前に改名してください。 

ORA-01112: メディア回復処理が開始されていませんメディア回復処理が開始されていませんメディア回復処理が開始されていませんメディア回復処理が開始されていません。。。。
原原原原因因因因 :  メディア回復処理を継続しようとしましたが、メディア回復処理は開始されてい
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-01113: ファイファイファイファイルルルル :nameは媒体回復が必要ですは媒体回復が必要ですは媒体回復が必要ですは媒体回復が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  媒体回復が必要なデータ・ファイルをオープンしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージに示されたデータ・ファイルの媒体を回復してから、操作を再試
行してください。 

ORA-01114: ファイファイファイファイルルルル name(ブロック番ブロック番ブロック番ブロック番号号号号 :num)への書込への書込への書込への書込みみみみ I/Oエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルが置かれている装置がオフラインになっている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  装置へのアクセスを復元してから操作を再試行してください。 

ORA-01115: ファイファイファイファイルルルル name（ブロック番（ブロック番（ブロック番（ブロック番号号号号 :num））））からの読込からの読込からの読込からの読込みみみみ I/Oエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイルが置かれている装置がオフラインになっている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  装置へのアクセスを復元してから操作を再試行してください。 

ORA-01116: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル :name のオープン・エラーが発生しましたのオープン・エラーが発生しましたのオープン・エラーが発生しましたのオープン・エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  通常、ファイルにはアクセスできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・ファイルが所定の位置にあり、アクセス可能であることを確
かめて、操作を再試行してください。 

ORA-01117: ファイファイファイファイルルルル nameはブロック・サイはブロック・サイはブロック・サイはブロック・サイズズズズ :numでは登録できませでは登録できませでは登録できませでは登録できませんんんん (制限制限制限制限値値値値 :num )。。。。
原原原原因因因因 :  許可されている最大のブロック・サイズを超える大きさのデータベース・ファイ
ルを登録しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ブロック・サイズを小さくして操作を再試行してください。 
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ORA-01118: データベース・ファイルをこれ以上登録できません。制限データベース・ファイルをこれ以上登録できません。制限データベース・ファイルをこれ以上登録できません。制限データベース・ファイルをこれ以上登録できません。制限数数数数 :numを超えましを超えましを超えましを超えまし
たたたた。。。。 
原原原原因因因因 :  データベース・ファイルを登録しようとして失敗しました。ファイル数制限を超
えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース領域がさらに必要な場合は、データベースをエクスポートして
から、データ・ファイル数の制限およびファイル・サイズの制限を大きくして、データ
ベースを再作成してください。 

ORA-01119: データベース・ファイデータベース・ファイデータベース・ファイデータベース・ファイルルルル :nameの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しましたの作成でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  通常、このエラーは装置上の領域が不足するために発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  要求するファイルのサイズを小さくするか、使用可能な領域 を確保できる別
の装置上にファイルを割り振ってください。 ファイル・サイズが文に指定されなかった
場合は、装置上の使用可能な領域よりも小さいファイル・サイズを指定してください。 

ORA-01120: オンライン・データ・ファイオンライン・データ・ファイオンライン・データ・ファイオンライン・データ・ファイルルルル nameが削除できません。データベースがオーが削除できません。データベースがオーが削除できません。データベースがオーが削除できません。データベースがオー
プンしているか、パラレルにマウントされていますプンしているか、パラレルにマウントされていますプンしているか、パラレルにマウントされていますプンしているか、パラレルにマウントされています。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン・データベース・ファイルがクローズされていないか、共有データ
ベース・モードでオープンされているため、削除に失敗しました。 このメッセージは、
表領域を削除しようとすると出力されることがあります。 表領域のデータ、索引、ロー
ルバック、一時セグメントなどにユーザーがアクセスしているとき、または、データ
ベースがパラレル・モードでマウントされている場合は、表領域を削除できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleをいったん停止してからデータベースを排他モードで マウントして
表領域を削除してください。 ユーザーが表領域をオープンしないようにするには、表領
域をオフラインにするか、インスタンスを制限付きアクセス・モードにしてください。 

ORA-01121: データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル name が改名できません。ファイルが使用中か、または回復が改名できません。ファイルが使用中か、または回復が改名できません。ファイルが使用中か、または回復が改名できません。ファイルが使用中か、または回復
中です中です中です中です。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン・データ・ファイルを改名しようとしましたが失敗しました。ファイ
ルがクローズされていないか、回復中のためです。 ファイルがオンラインで複数のイン
スタンスに対してオープンされているか、または、別のプロセスで現在そのファイルの
媒体回復が行われています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルをクローズするか、Oracleをいったん停止して、デ ータベースを
排他モードでマウントしてください。 すべての回復セッションを終了してください。 
ユーザーがファイルをオープンしないようにするには、その表領域をオフラインにする
か、インスタンスを制限付きモードにしてください。 

ORA-01122: データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル nameの整合性チェックに失敗しましたの整合性チェックに失敗しましたの整合性チェックに失敗しましたの整合性チェックに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・ファイルの情報が、制御ファイルの情報と一致しません。 次のい
ずれかの原因の可能性があります。 

■ 制御ファイルがデータ・ファイルより以前のものである。 

■ データ・ファイルのサイズが制御ファイルで指定されたサイズと一致しない。 
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■ データ・ファイルが破壊されている。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・ファイルおよび制御ファイルがこのデータベースに対して適
切なファイルであることを確かめて、操作を再実行してください。 

ORA-01123: メディア回復が使用不能なのでオンライン・バックアップを開始できませんメディア回復が使用不能なのでオンライン・バックアップを開始できませんメディア回復が使用不能なのでオンライン・バックアップを開始できませんメディア回復が使用不能なのでオンライン・バックアップを開始できません。。。。 
原原原原因因因因 :  オンラインの表領域のバックアップを開始しようとして失敗しました。媒体の回
復が使用可能になっていないためです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  媒体の回復を使用可能にして操作を再試行してく ださい。 

ORA-01124: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル :nameは回復できません。ファイルは使用中またはは回復できません。ファイルは使用中またはは回復できません。ファイルは使用中またはは回復できません。ファイルは使用中または回回回回復中で復中で復中で復中で
すすすす。。。。 
原原原原因因因因 :  媒体回復しようとした際に、ファイルが回復不可能であることが分かりました。 
オンラインか他のインスタンスでデータベースがオープンであるか、または他のプロセ
スがファイルの媒体回復を行っています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  媒体回復を行わないでください。 

ORA-01125: name はオンライン・バックアップ設定なので媒体回復を無効にできませんはオンライン・バックアップ設定なので媒体回復を無効にできませんはオンライン・バックアップ設定なので媒体回復を無効にできませんはオンライン・バックアップ設定なので媒体回復を無効にできません。。。。
原原原原因因因因 :  媒体の回復を使用停止にしようとしましたが、オンラインの回復は進行中です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復が終了するまで待って、操作を再試行してください。 

ORA-01126: データベースを排他モードでマウントする必要があります。この操作用にはデータベースを排他モードでマウントする必要があります。この操作用にはデータベースを排他モードでマウントする必要があります。この操作用にはデータベースを排他モードでマウントする必要があります。この操作用には
オープンされていませんオープンされていませんオープンされていませんオープンされていません。。。。 
原原原原因因因因 :  データベースが排他モードでマウントされていないため、操作が失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleをいったん停止してからデータベースを排他モードでマウントしてく
ださい。 

ORA-01127: データベース名データベース名データベース名データベース名 name のサイズが制限ののサイズが制限ののサイズが制限ののサイズが制限の num文字を超えています文字を超えています文字を超えています文字を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  指定したデータベース名が長すぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  8文字 (バイト )以内のデータベース名を指定し直して、操作を再試行して
ください。

ORA-01128: オンライン・バックアップが開始できません。ファイルオンライン・バックアップが開始できません。ファイルオンライン・バックアップが開始できません。ファイルオンライン・バックアップが開始できません。ファイル name がオフラインでがオフラインでがオフラインでがオフラインで
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン・バックアップでバックアップを行うファイルがオフラインです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかの処置をしてください。 

■ ファイルをオンラインにしてからオンライン・バックアップをする。 

■ オフライン・バックアップをする。 

ORA-01129: ユーザーのデフォルト表領域がありませんユーザーのデフォルト表領域がありませんユーザーのデフォルト表領域がありませんユーザーのデフォルト表領域がありません。。。。
15-82 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Oracleファイル・メッセージ : 01100～ 01250
原原原原因因因因 :  ユーザーのデフォルトまたは一時表領域が削除されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  削除されている表領域を再作成するか、ユーザーのデフォルトまたは一時表
領域を変更してください。 

ORA-01130: データ・ファイルのバージョンデータ・ファイルのバージョンデータ・ファイルのバージョンデータ・ファイルのバージョン num がががが Oracleのバージョンのバージョンのバージョンのバージョン num と互換性があと互換性があと互換性があと互換性があ
りませんりませんりませんりません。。。。
原原原原因因因因 :  このデータベース・ファイルは互換性のないバージョンの Oracleで作成された
ものです。または、ファイルが無効であるか存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleをいったん停止して、適切なバージョンを起動するか、またはデータ
ベース・ファイルに対する参照を確認してデータベース・ファイルが存在することを確
認してください。 

ORA-01131: DB_FILESシステムシステムシステムシステム・・・・パラメータパラメータパラメータパラメータ値値値値 :numが制限が制限が制限が制限値値値値 :num を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ DB_FILESに指定した値が大きすぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DB_FILESパラメータの値を小さくして、操作を再試行してください。 

ORA-01132: データベース・ファイルデータベース・ファイルデータベース・ファイルデータベース・ファイル名名名名 :nameの長さが文字制限の長さが文字制限の長さが文字制限の長さが文字制限数数数数 :numを超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  指定したデータベース・ファイル名が長すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  短いファイル名を指定し直して、操作を再試行してください。 

ORA-01133: ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル名名名名 :nameの長さが文字制限の長さが文字制限の長さが文字制限の長さが文字制限数数数数 :numを超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  指定したログ・ファイル名が長すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  短いファイル名を指定し直して、操作を再試行してください。 

ORA-01134: データベースは別のインスタンスにより排他モードでマウントされていますデータベースは別のインスタンスにより排他モードでマウントされていますデータベースは別のインスタンスにより排他モードでマウントされていますデータベースは別のインスタンスにより排他モードでマウントされています。。。。
原原原原因因因因 :  データベースをアクセスしようとして失敗しました。別のインスタンスによって
排他モードでマウントされているためです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別インスタンスを停止するか、そのインスタンスがデータベースをクローズ
するか、共有モードでマウントするのを待って、操作を再試行してください。 

ORA-01135: DML/問合せでアクセスしているファイ問合せでアクセスしているファイ問合せでアクセスしているファイ問合せでアクセスしているファイルルルル :nameはオフラインですはオフラインですはオフラインですはオフラインです。。。。
原原原原因因因因 :  オフラインの表領域に属するデータベース・ファイルを参照したため問合せが失
敗しました。 オフラインの表領域中のデータは、オンラインに設定されるまでアクセス
することはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域がオンラインになるのを待って、問合せを実行してください。 

ORA-01136: ファイファイファイファイルルルル :numに指定したサイに指定したサイに指定したサイに指定したサイズズズズ (numブロッブロッブロッブロックククク )は元のサイズのは元のサイズのは元のサイズのは元のサイズの numブロッブロッブロッブロッ
ク未満ですク未満ですク未満ですク未満です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE CREATE datafileコマンドの AS句に、必要なサイズよりも
小さいサイズを指定しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルに対して正しいサイズを指定して文を再発行してください。 
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ORA-01137: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル :nameはオフラインにされていますはオフラインにされていますはオフラインにされていますはオフラインにされています。。。。
原原原原因因因因 :  オンラインにしようとしているオフラインのファイルに対してロックを獲得でき
ませんでした。 ファイルをオフラインにしているインスタンスがロックを保持している
可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その他のインスタンスがファイルのロックをリリースするのを待ちます。 

ORA-01138: このインスタンスでデータベースをオープンしなければなりませんこのインスタンスでデータベースをオープンしなければなりませんこのインスタンスでデータベースをオープンしなければなりませんこのインスタンスでデータベースをオープンしなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  データベースはこのインスタンスによってマウントされ、オープンされていませ
んが、別のインスタンスがデータベースをオープンしているときに、要求された操作は
実行できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オープン・インスタンスで操作を実行するか、現行インスタンスでデータ
ベースをオープンするか、または他のインスタンスでデータベースをクローズしてくだ
さい。 

ORA-01139: RESET LOGSオプションはデータベース手動回復後のみ有効ですオプションはデータベース手動回復後のみ有効ですオプションはデータベース手動回復後のみ有効ですオプションはデータベース手動回復後のみ有効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE OPEN文に RESET LOGSオプションを指定しましたが、手
作業による回復処理が行われていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RESET LOGSを指定しないで文を再実行してください。 

ORA-01140: 全ファイルがオフラインなのでオンライン・バックアップを終了できません全ファイルがオフラインなのでオンライン・バックアップを終了できません全ファイルがオフラインなのでオンライン・バックアップを終了できません全ファイルがオフラインなのでオンライン・バックアップを終了できません。。。。 
原原原原因因因因 :  オンライン・バックアップを終了しようとした時、すべてのファイルがオフライ
ン状態でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 オンライン・バックアップは、表領域に対して終了する必要はありま
せん。 

ORA-01141: nameの改名エラー発生、新ファイの改名エラー発生、新ファイの改名エラー発生、新ファイの改名エラー発生、新ファイルルルル : nameが見つかりませんが見つかりませんが見つかりませんが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  新しい名前のファイルが見つからず、制御ファイル中のデータ・ファイル名を変
更をしようとして失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイルがオペレーティング・システムによって正しく改名されて
いることを確かめ、操作を再試行してください。 

ORA-01142: バックアップ中のファイルがないのでオンライン・バックアップを終了できまバックアップ中のファイルがないのでオンライン・バックアップを終了できまバックアップ中のファイルがないのでオンライン・バックアップを終了できまバックアップ中のファイルがないのでオンライン・バックアップを終了できま
せんせんせんせん。。。。 
原原原原因因因因 :  オンライン・バックアップを終了しようとした時、ファイルが見つかりませんで
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 オンライン・バックアップは、表領域に対して終了する必要はありま
せん。 

ORA-01143: メディア回復を使用不可にできません。ファイメディア回復を使用不可にできません。ファイメディア回復を使用不可にできません。ファイメディア回復を使用不可にできません。ファイルルルル :nameはメディア回復が必要はメディア回復が必要はメディア回復が必要はメディア回復が必要
ですですですです。。。。 
原原原原因因因因 :  メディア回復を使用停止にしようとしましたが、メディア回復が必要なファイル
が検出されました。 このため、メディア回復を使用停止にできません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題のあるファイルを回復するか、そのファイルが属する表領域を削除し
て、操作を再試行してください。 

ORA-01144: ファイル・サイファイル・サイファイル・サイファイル・サイズズズズ (numブロッブロッブロッブロックククク )が最大が最大が最大が最大値値値値 :numブロックを超えていますブロックを超えていますブロックを超えていますブロックを超えています。。。。 
原原原原因因因因 :  許可される最大サイズよりも大きなファイル・サイズを指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  小さなサイズを指定してください。 

ORA-01145: メディア回復が使用可能でないと即時にオフラインにできませんメディア回復が使用可能でないと即時にオフラインにできませんメディア回復が使用可能でないと即時にオフラインにできませんメディア回復が使用可能でないと即時にオフラインにできません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLESPACE ... OFFLINE IMMEDIATE文または ALTER DATABASE 
DATAFILE OFFLINEは、データベースが ARCHIVE LOGモードの時にだけ使用可能で
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域を通常どおりオフラインにするか、必要なオペレ -シ ョンの前に停止
処理をしてください。 データベースのバックアップ計画を見直す必要があります。 
ARCHIVE LOGモードが使用可能な場合は、操作が実行されます。

ORA-01146: nameはバックアップ中なためオンライン・バックアップを開始できませんはバックアップ中なためオンライン・バックアップを開始できませんはバックアップ中なためオンライン・バックアップを開始できませんはバックアップ中なためオンライン・バックアップを開始できません。。。。 
原原原原因因因因 :  オンライン・バックアップを開始しようとしましたが、オンライン・バックアッ
プがデータ・ファイルの 1つに対してすでに開始されていました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最初のバックアップが終了してから別のバックアップを開始してください。 

ORA-01147: SYSTEM表領域ファイ表領域ファイ表領域ファイ表領域ファイルルルル :nameがオフラインですがオフラインですがオフラインですがオフラインです。。。。 
原原原原因因因因 :  SYSTEM表領域に属するファイルに、DBAによってオフライン になっているも
のがあります。 SYSTEM表領域に属するファイルすべてが、オンラインとなりオープン
可能になるまで、データベースは起動できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルをオンラインにしてください。 

ORA-01148: この操作でこの操作でこの操作でこの操作ではははは DBは排他モードでマウントされなくてはいけませんは排他モードでマウントされなくてはいけませんは排他モードでマウントされなくてはいけませんは排他モードでマウントされなくてはいけません。。。。 
原原原原因因因因 :  ロック・マネージャが存在しないにもかかわらず、データベース PARALLELを
マウントしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースを EXCLUSIVEモードでマウントして、操作を再試行してくだ
さい。

ORA-01149: シャットダウンできません。ファイルシャットダウンできません。ファイルシャットダウンできません。ファイルシャットダウンできません。ファイル name は、オンライン・バックアップには、オンライン・バックアップには、オンライン・バックアップには、オンライン・バックアップに
設定されています設定されています設定されています設定されています。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン・バックアップが進行中にデータベースを停止しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オンライン・バックアップを終了させてから、データベースを停止してくだ
さい。 

ORA-01150: nameがオンライン・バックアップ設定なので書き込みを防止できませんがオンライン・バックアップ設定なので書き込みを防止できませんがオンライン・バックアップ設定なので書き込みを防止できませんがオンライン・バックアップ設定なので書き込みを防止できません。。。。 
原原原原因因因因 :  オンライン・バックアップが進行中に、表領域はオフライン 、または読取り専用
に設定できません。 この操作が許可されてしまうと、バックアップ終了時のファイル・
ヘッダーの書込みが実行されません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オンライン・バックアップを終了させてから、オフラインにしてください。
または、読取り専用に設定してください。 

ORA-01151: メディア回復を使用してブロックの回復とバックアップの復元を行ってくださメディア回復を使用してブロックの回復とバックアップの復元を行ってくださメディア回復を使用してブロックの回復とバックアップの復元を行ってくださメディア回復を使用してブロックの回復とバックアップの復元を行ってくださ
いいいい。。。。 
原原原原因因因因 :  クラッシュ回復またはインスタンス回復はブロックに変更を 適用できませんでし
た。次の変更ではなかったためです。 これはブロックが破壊され、回復中に修正された
場合に発生します。 このエラーは通常 ORA-01172とともに発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORA-01172には追加情報があります。 ブロックを含むファイ ルに対して、
データ・ファイルを対象とした RECOVERを実行してください。 これによって問題が解
決されない場合は、バックアップからファイルを回復し、再度回復を行ってください。 

ORA-01152: ファイファイファイファイルルルル :nameは十分に古いバックアップから復元されていませんは十分に古いバックアップから復元されていませんは十分に古いバックアップから復元されていませんは十分に古いバックアップから復元されていません。。。。 
原原原原因因因因 :  不完全回復セッションを開始しましたが、データベースを一貫したものにするた
めに適用する REDOログ・ファイルの数が足りません。 このファイルは、最後に適用さ
れた REDOログに依然として存在しています。 不完全回復を実行する前に、バックアッ
プからファイルを回復することを忘れたためにエラーが発生した可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが一貫した状態になるまでログを適用し続けるか、またはより
古いバックアップからデータ・ファイルを回復して回復処理を繰返してください。 

ORA-01153: 互換性のないメディア回復がアクティブです互換性のないメディア回復がアクティブです互換性のないメディア回復がアクティブです互換性のないメディア回復がアクティブです。。。。
原原原原因因因因 :  両立しない媒体回復を開始しようとしたか、または媒体回復 中にリセット・ロ
グ・ファイルをオープンしようとしました。 同一のデータ・ファイルを回復しようとす
る場合、媒体回復セッションは両立しません。 不完全媒体回復または OPEN 
RESETLOGSはどの媒体回復とも互換性がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他の媒体回復を完了させるか取り消してください。 

ORA-01154: データベースがビジーですデータベースがビジーですデータベースがビジーですデータベースがビジーです。。。。 オープン、クローズ、マウント、ディスマウントオープン、クローズ、マウント、ディスマウントオープン、クローズ、マウント、ディスマウントオープン、クローズ、マウント、ディスマウント
は現在実行できませんは現在実行できませんは現在実行できませんは現在実行できません。。。。 
原原原原因因因因 :  データベースがオープンまたはマウント状態のままであることを必要とする操作
が進行中です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その操作の終了を待って、再試行してください。 必要な場合はデータベース
を停止させ、再起動してください。 

ORA-01155: データベースは現在オープン、クローズ、マウント、ディスマウントのいずれデータベースは現在オープン、クローズ、マウント、ディスマウントのいずれデータベースは現在オープン、クローズ、マウント、ディスマウントのいずれデータベースは現在オープン、クローズ、マウント、ディスマウントのいずれ
かを実行中ですかを実行中ですかを実行中ですかを実行中です。。。。 
原原原原因因因因 :  実行しようとした操作は、インスタンスがこのメッセージであげているいずれか
の状態である場合、成功しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オープン、クローズ、マウント、またはディスマウントが終了するのを待っ
て、再試行してください。 必要な場合はデータベースを停止させ、再起動してください。 

ORA-01156: 現在処理中の回復作業で、ファイルへのアクセスを必要としています現在処理中の回復作業で、ファイルへのアクセスを必要としています現在処理中の回復作業で、ファイルへのアクセスを必要としています現在処理中の回復作業で、ファイルへのアクセスを必要としています。。。。
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原原原原因因因因 :  メディアまたはインスタンスの回復が進行中です。 回復では、その操作で使用し
ようとしたファイルにアクセスしなければならない場合があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復作業が終了するのを待って、再試行してください。 

ORA-01157: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル :nameを識別することができません。ファイルがみつかりまを識別することができません。ファイルがみつかりまを識別することができません。ファイルがみつかりまを識別することができません。ファイルがみつかりま
せんせんせんせん。。。。 
原原原原因因因因 :  バックグラウンド・プロセスはデータ・ファイルの 1つを見 つけられませんでし
た。 データベースはこのファイルへのアクセスを禁止し ますが、他のファイルに影響は
およびません。 ただし、データベースをオープンする最初のインスタンスはすべてのオ
ンライン・データ・ファイルをアク セスする必要があります。 オペレーティング・シス
テムによって、ファイルが見つからない理由を記述したエラー・メッセージがあわせて
表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースがファイルを使用できるようにします。 そして、データベース
をオープンするか、またはデータ・ファイルの ALTER SYSTEM CHECKを実行してく
ださい。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してください。 

ORA-01158: データベーデータベーデータベーデータベースススス :nameはすでにマウントされていますはすでにマウントされていますはすでにマウントされていますはすでにマウントされています。。。。
原原原原因因因因 :  別のインスタンスがこの名前ですでにマウントしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE CONTROLFILE文を発行する前に、このデータベースをマウント
しているインスタンスを見つけて停止してください。 

ORA-01159: DBIDがががが無無無無効なためファイ効なためファイ効なためファイ効なためファイルルルル nameは先のファイルと同一データベースに存在は先のファイルと同一データベースに存在は先のファイルと同一データベースに存在は先のファイルと同一データベースに存在
しませんしませんしませんしません。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILE文に指定したファイルで同一データベースに存在しな
いファイルがあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE CONTROLFILE文に指定したファイルのリストを調べて、同一
データベース上に存在しないファイルの指定を削除してください。 

ORA-01160: ファイルファイルファイルファイル name がががが str ではありません。これは、型ではありません。これは、型ではありません。これは、型ではありません。これは、型 str ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILE文のデータ・ファイル・セクションまたはログ・ファ
イル・セクションのファイルが、コマンド行にリストされている種類と異なります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルを調べて種類を確認してください。 正しいファイルの種類を指定し
て、コマンドを再実行してください。 

ORA-01161: ファイル・ヘッダー内のデータベースファイル・ヘッダー内のデータベースファイル・ヘッダー内のデータベースファイル・ヘッダー内のデータベース名名名名 :nameは指定しは指定しは指定しは指定したたたた nameと一致しませと一致しませと一致しませと一致しませ
んんんん。。。。 
原原原原因因因因 :  コマンド行に指定したデータベース名と、ファイル・ヘッダ ーに記録されたデー
タベース名が一致しません。 コマンド行に指定したデータベース名が間違っています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいデータベース名を再度入力してください。 

ORA-01162: ファイル・ヘッダー内のブロック・サイファイル・ヘッダー内のブロック・サイファイル・ヘッダー内のブロック・サイファイル・ヘッダー内のブロック・サイズズズズ :numはははは DB_BLOCK_SIZE: numとととと
一致しません一致しません一致しません一致しません。。。。 
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原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEによって、このファイルのブロック・サイズは、
キャッシュ・バッファを割当てるのに使用された初期化パラメー タ DB_BLOCK_SIZE
と互換性がないことが判明しました。 これが最初のファイルでない場合は、ブロック・
サイズが混在しているか、またはファイルが破壊されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このファイルがコマンドの最初のファイルであれば、DB_BLOCK_SIZEを
ファイルに合致させてインスタンスを再起動してください。最初のファイルではない場
合は、ファイルの正しいバージョンを見つけてく ださい。 

ORA-01163: SIZE句で示句で示句で示句で示すすすす num（ブロック）はヘッダ（ブロック）はヘッダ（ブロック）はヘッダ（ブロック）はヘッダーーーー numと一致している必要がありまと一致している必要がありまと一致している必要がありまと一致している必要がありま
すすすす。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILE文の SIZE句にバイト単位で指定されたサイズが、ヘッ
ダーに記録されているブロック数と等しくありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいファイル名とサイズをバイト単位で指定してください。 

ORA-01164: MAXLOGFILESはははは numを超えることはできませんを超えることはできませんを超えることはできませんを超えることはできません。。。。
原因原因原因原因:  コマンド行に指定したMAXLOGFILESの値が＜数値＞の値を超えています。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXLOGFILESに＜数値＞以下の値を指定して、コマンドを再試行してく
ださい。 

ORA-01165: MAXDATAFILESはははは numを超えることはできませんを超えることはできませんを超えることはできませんを超えることはできません。。。。 
原原原原因因因因 :  コマンド行に指定したMAXDATAFILESの値が＜数値＞を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXDATAFILESに＜数値＞以下の値を指定して、コマンドを再試行してく
ださい。 

ORA-01166: ファイル番ファイル番ファイル番ファイル番号号号号 :numがががが num(num)より大きくなっていますより大きくなっていますより大きくなっていますより大きくなっています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILE文において、指摘されたファイルに、MAXDATAFILES
またはMAXLOGFILESに指定したファイル数を超えるファイル番号があります。また
はファイル番号が初期化パラメータ DB_FILESに指定した最大数を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXDATAFILESまたはMAXLOGFILES、またはパラメータ DB_FILESの
値を大きくしてください。 

ORA-01167: 2つのファイルは同一ファイル番つのファイルは同一ファイル番つのファイルは同一ファイル番つのファイルは同一ファイル番号号号号 /グループ番号または同一ファイルですグループ番号または同一ファイルですグループ番号または同一ファイルですグループ番号または同一ファイルです。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で指定したファイルのファイル番号か重複しているか、同一ファイル
が 2度指定されています。完全に同じファイルでない場合は、どちらかのファイルは一
方のファイルのバックアップである可能性があります。同じログの 2つのメンバーであ
る場合は、グループ・ファイル指定に一緒に指定しなければなりません。このメッセー
ジは、同じコントロール・ファイルが INIT.ORAファイル内の CONTROL_FILESに 2
回以上表れた時にも表示されます。これが起きた時には、その他のエラー・メッセージ
もチェックしてください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定したファイルが、すでにコマンドの中で指定したファイ ルではないこと
を確認します。 別のファイルである場合は、以前のバックアップを削除してください。
同じログのメンバーである場合は、同じグループのファイル指定であることを確認して
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ください。 コントロール・ファイルが 2重であるためこのメッセージが表示された場合、
INIT.ORA内の CONTROL_FILESパラメータをチェックし、ファイルが 2回以上指定
されているかどうかを確認してください。すべてのファイル名が一意であれば、実際の
コントロール・ファイル自体が一意であることを確認してください。たとえば UNIXで
は、リスト内の別のコントロール・ファイルにシンボリック・リンクあるいはハード・
リンクしていることを確認してください。                    

ORA-01168: 物理ブロック・サイ物理ブロック・サイ物理ブロック・サイ物理ブロック・サイズズズズ :numは他メンバーのサイは他メンバーのサイは他メンバーのサイは他メンバーのサイズズズズ :numと一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルが、グループ内の他のメンバーとは異なる物理ブロック・サイズの装置
上にあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一致するブロック・サイズの物理装置を使用してください。 

ORA-01169: DATAFILE番番番番号号号号 1がありませんがありませんがありませんがありません。。。。 これは、必須ですこれは、必須ですこれは、必須ですこれは、必須です。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイル番号 1が、CREATE CONTROLFILE文に指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行にデータ・ファイル 1を指定して、CREATE CONTROLFILE文
を再試行してください。 

ORA-01170: ファイファイファイファイルルルル nameが見つかりませんが見つかりませんが見つかりませんが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILE文に指定されたファイルがありません。 
NORESETLOGSが使用されている場合、CREATE CONTROLFILE文を発行するプロセ
スは、すべてのデータ・ファイルおよびログ・ファイルにアクセスできなければなりま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文を調べてファイル名の綴りの間違いを調べ、すべてのファ イルが存在する
ことを確認してください。 ファイル名を訂正してから文を再発行してください。 

ORA-01171: チェックポイントが進まないためデータファイチェックポイントが進まないためデータファイチェックポイントが進まないためデータファイチェックポイントが進まないためデータファイルルルル strはオフラインになりましはオフラインになりましはオフラインになりましはオフラインになりまし
たたたた。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダー内のチェックポイントを進められません。 理由については他
のエラーを確認してください。 データ・ブロックの書込みエラーの場合と同様に、デー
タ・ファイルはオフラインになります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は付随するメッセージをご覧ください。 ファイルへのアクセスを復旧し、
メディア回復を行い、オンラインに戻してください。 

ORA-01172: スレッドスレッドスレッドスレッド num の回復が停止しましたの回復が停止しましたの回復が停止しましたの回復が停止しました。。。。（ファイル（ファイル（ファイル（ファイル name 、ブロック、ブロック、ブロック、ブロック num ））））
原原原原因因因因 :  クラッシュ回復またはインスタンス回復はブロックに変更を 適用できませんでし
た。次の変更ではなかったためです。 これはブロックが破壊され、回復中に修正された
場合に発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ブロックを含むファイルに対して、データ・ファイルを対象 とした
RECOVERを実行してください。 これで問題が解決されない場合は、バックアップから
ファイルを復元し、再度回復してください。 

ORA-01173: データ・ディクショナリが、システム表領域からデータ・ファイルが削除されデータ・ディクショナリが、システム表領域からデータ・ファイルが削除されデータ・ディクショナリが、システム表領域からデータ・ファイルが削除されデータ・ディクショナリが、システム表領域からデータ・ファイルが削除され
たことを示していますたことを示していますたことを示していますたことを示しています。。。。
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原原原原因因因因 :  次のいずれかです。 

■ データベースが制御ファイルの将来の時点に回復されている。 

■ CREATE CONTROLFILE文にシステム表領域のデータ・ファイルが指定されてい
ない。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかを実行してください。 

■ 最新の制御ファイルによってデータベースを回復する。 

■ システム表領域内のデータ・ファイルがすべてコマンド・ラインに指定されている
ことを確認して、制御ファイルを再作成する。 

ORA-01174: DB_FILESはははは numですが、ですが、ですが、ですが、numにする必要がありますにする必要がありますにする必要がありますにする必要があります。。。。 
原原原原因因因因 :  このインスタンスでサポートされるデータベース・ファイル の最大数が、他のイ
ンスタンスでサポートされる数と異なります。 オープンできるすべてのファイルですべ
てのインスタンスもオープンできなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  互換可能にするために DB_FILES初期化パラメータの値を変えてください。 

ORA-01175: インスタンスがサポートできるインスタンスがサポートできるインスタンスがサポートできるインスタンスがサポートできる数数数数 :numを超えるファイルがデータ・ディクを超えるファイルがデータ・ディクを超えるファイルがデータ・ディクを超えるファイルがデータ・ディク
ショナリにありますショナリにありますショナリにありますショナリにあります。。。。 
原原原原因因因因 :  データ・ディクショナリに、インスタンスがサポートできる数を超えるファイル
が含まれています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ DB_FILESの値を大きくし、インスタンスをいったん停止
してから再起動します。 

ORA-01176: 制御ファイルがサポートできる制御ファイルがサポートできる制御ファイルがサポートできる制御ファイルがサポートできる数数数数 :numを超えるファイルがデータ・ディクを超えるファイルがデータ・ディクを超えるファイルがデータ・ディクを超えるファイルがデータ・ディク
ショナリにありますショナリにありますショナリにありますショナリにあります。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILE文の実行後、データ・ディクショナリに、制御ファイ
ルがサポートできる数を超えるデータ・ファイルが含まれています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXDATAFILESの値を大きくし、制御ファイルを再作成してください。 

ORA-01177: データ・ファイルはデータ・ディクショナリと一致しません。ファイルが古いデータ・ファイルはデータ・ディクショナリと一致しません。ファイルが古いデータ・ファイルはデータ・ディクショナリと一致しません。ファイルが古いデータ・ファイルはデータ・ディクショナリと一致しません。ファイルが古い
可能性があります可能性があります可能性があります可能性があります。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEまたは OPEN RESETLOGSの実行後に制御ファイルを
データ・ディクショナリと比較したときに、このデータ・ファイル がディクショナリと
矛盾していることが判明しました。 そのファイルはデータベースから削除されたファイ
ルのバックアップであり、同じファイル番号 が新しいファイルに再使用された可能性が
あります。 また、このファイル番号が別のデータ・ファイルに使用されたときに、不完
全回復が停止した可能性もあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいファイルを指定するか、ファイルをまったく指定せずに CREATE 
CONTROLFILEを実行します。

ORA-01178: 最後最後最後最後のののの CREATE CONTROLFILE文より前に作成されたファイ文より前に作成されたファイ文より前に作成されたファイ文より前に作成されたファイルルルル nameは再作は再作は再作は再作
成できません成できません成できません成できません。。。。 
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原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEコマンドを最後に使用したときに存在していたデータ・
ファイルを、ALTER DATABASE CREATE datafileコマンドを使用して再作成しようと
しました。 このファイルを再作成するために必要な情報は、このファイルをデータベー
スに追加したときに存在した制御ファイルによって失われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルのバックアップを見つけて回復してください。 そのファイルが最初
に作成されたときよりも前の時点まで不完全回復を実行してください。 

ORA-01179: ファイルファイルファイルファイル name が存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・ファイルの回復中、データベースに含まれていないファイルがリ
ストされました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名を再度調べてください。 SQL*DBAのコマンド行では、一重引用
符を使用することに注意してください。 SQL*DBAの動作環境ではファイル名も変換さ
れます。 

ORA-01180: データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル 1 が作成できませんが作成できませんが作成できませんが作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE CREATE DATAFILEコマンドを使用して、データ・ファイル
1を作成することはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップからファイルを回復するか、またはデータベースを再作成して
ください。 

ORA-01181: 最後最後最後最後のののの RESETLOGSより前に作成されたファイより前に作成されたファイより前に作成されたファイより前に作成されたファイルルルル nameは再作成できませんは再作成できませんは再作成できませんは再作成できません。。。。 
原原原原因因因因 :  RESETLOGSオプションを使用してデータベースの最後のオープン以前に存在し
ていたデータ・ファイルを、ALTER DATABASE CREATE datafileコマンドを使用して
再作成しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルのバックアップを見つけてバックアップ・ファイルを回復してくだ
さい。 そのファイルが最初に作成されたときよりも前の時点まで不完全回復を実行して
ください。 

ORA-01182: 使用中または回復中なた使用中または回復中なた使用中または回復中なた使用中または回復中なためめめめ nameは作成できませんは作成できませんは作成できませんは作成できません。。。。 
原原原原因因因因 :  オープン・インスタンスで現在オンラインか、または回復中のデータ・ファイル
を、ALTER DATABASE CREATE datafileコマンドを使用して再作成しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのインスタンスに対してデータベースをクローズするか、すべての回
復セッションを終了します。 次にファイルをオフラインにして操作を再試行してくださ
い。 

ORA-01183: データベースデータベースデータベースデータベースをををを SHAREDモードでマウントすることはできませんモードでマウントすることはできませんモードでマウントすることはできませんモードでマウントすることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  このデータベースは EXCLUSIVEモードで、他のインスタンス によってマウント
されています。 他のインスタンスによって EXCLUSIVEモードでマウントされている
データベースを、SHAREDモードで マウントすることはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のインスタンスを停止してから、再試行してください。 

ORA-01184: ログ・グルーログ・グルーログ・グルーログ・グループプププ :numはすでに存在しますはすでに存在しますはすでに存在しますはすでに存在します。。。。
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原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE ADD log fileコマンドで指定した新しい REDOログのログ番
号は、すでに使用されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のログ・ファイル番号を指定するか、またはデータベースに未使用の番号
を選択させてください。 

ORA-01185: ログ・グループ番ログ・グループ番ログ・グループ番ログ・グループ番号号号号 :numが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE ADD log fileコマンドで指定した新しい REDOログの REDO
ログ番号が大きすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な REDOログ・ファイル番号を指定してください。 

ORA-01186: ファイファイファイファイルルルル :name は検査を通過しませんでしたは検査を通過しませんでしたは検査を通過しませんでしたは検査を通過しませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルがデータベースの一部であることを保証するための検査を通過
しませんでした。 検査を通過しなかった理由については、ともに表示されるエラー・
メッセージを調べてください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが正しいファイルを使用できるようにします。 その後、データ
ベースをオープンするか、または ALTER DATABASE CHECKコマンドを実行してくだ
さい。 

ORA-01187: ファイファイファイファイルルルル :nameは検査を通過しなかったため、このファイルから読み込むことは検査を通過しなかったため、このファイルから読み込むことは検査を通過しなかったため、このファイルから読み込むことは検査を通過しなかったため、このファイルから読み込むこと
ができませんができませんができませんができません。。。。 
原原原原因因因因 :  データ・ファイルがデータベースの一部であることを保証するための検査を通過
しませんでした。 検査を通過するまでそのファイルの読取りは認められません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが正しいファイルを使用できるようにします。 その後、データ
ベースをオープンするか、または ALTER DATABASE CHECKコマンドを実行してくだ
さい。 

ORA-01188: ヘッダー内のブロック・サイヘッダー内のブロック・サイヘッダー内のブロック・サイヘッダー内のブロック・サイズズズズ :numは物理ブロック・サイズと一致しませんは物理ブロック・サイズと一致しませんは物理ブロック・サイズと一致しませんは物理ブロック・サイズと一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEに指定された REDOログ・ファイル・メンバーが、 
REDOログを作成するために最初に使用された装置とはブロック・サイズが異なる物理
装置上に存在しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいブロック・サイズの装置にファイルを移動するか、または
RESETLOGSオプションを使用して CREATE CONTROLFILEを実行してください。 

ORA-01189: 以前のファイルと異な以前のファイルと異な以前のファイルと異な以前のファイルと異なるるるる RESETLOGSからのファイルですからのファイルですからのファイルですからのファイルです。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEコマンドで、このファイルまたはそれ以前のすべての
ファイルは最後の RESETLOGSより前のバックアップからによるも のです。 これはその
ファイルが最新の RESETLOGSからずっとオフラインであったときにも発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが、最後の RESETLOGSの前にオフラインになり、依然としてオフ
ラインのままである場合は、CREATE CONTROLFILEコマンドから このファイルを取
り除きます。 データベースをオープンした後でこのファイルを改名し、オンラインにし
てください。 それ以外の場合は、残りのデータ・ファイルと一貫性のある該当ファイル
のバージョンを確認し、コマンドを再実行してください。 
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ORA-01190: 制御ファイルまたはデータ・ファイル制御ファイルまたはデータ・ファイル制御ファイルまたはデータ・ファイル制御ファイルまたはデータ・ファイル name は最後は最後は最後は最後のののの RESETLOGSより前のもより前のもより前のもより前のも
のですのですのですのです。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイル内のログ・リセット情報が制御ファイルと 一致しないときに、
媒体回復を実行しようとしました。 ALTER DATABASE OPEN RESETLOGSコマンドを
実行する前に、データ・ファイルまたは制御ファイルをバックアップしなければなりま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  さらに新しいバックアップからファイルを復元してください。 

ORA-01191: ファイファイファイファイルルルル :nameはすでにオフラインなためオフライはすでにオフラインなためオフライはすでにオフラインなためオフライはすでにオフラインなためオフラインンンン (NORMAL)にできませにできませにできませにできませ
んんんん。。。。 
原原原原因因因因 :  表領域をオフライン (NORMAL)にしようとしましたが、指定したファイルはす
でにオフラインになっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイルをオンラインにするか、または IMMEDIATEオプション
を使用して表領域をオフラインにしてください。 

ORA-01192: 少なくと少なくと少なくと少なくともももも 1つの使用可能なスレッドが必要ですつの使用可能なスレッドが必要ですつの使用可能なスレッドが必要ですつの使用可能なスレッドが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEコマンド行に、少なくとも 1つのスレッドから、少な
くとも 2つのログ・ファイルを指定しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  足りないログ・ファイルを見つけてください。見つけたログ・ファイルを新
たにコマンド行に指定してコマンドを再実行してください。 

ORA-01193: ファイファイファイファイルルルル :nameは回復の開始に存在したファイルと異なりますは回復の開始に存在したファイルと異なりますは回復の開始に存在したファイルと異なりますは回復の開始に存在したファイルと異なります。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイルの媒体回復を実行しようとしましたが、最後の媒体 回復後、異なるファ
イルのコピーが存在しています。 無効なファイルのバックアップを回復した可能性があ
ります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいバージョンのファイルを見つけて、媒体回復を再試行してください。 

ORA-01194: ファイファイファイファイルルルル :nameは一貫した状態にするためにさらに回復が必要ですは一貫した状態にするためにさらに回復が必要ですは一貫した状態にするためにさらに回復が必要ですは一貫した状態にするためにさらに回復が必要です。。。。 
原原原原因因因因 :  不完全回復セッションを開始しましたが、ファイルを一貫したものにするために
適用するログ・ファイルの数が足りません。 指定したファイルは、データベースによっ
て以前オープンされてから、完全にクローズされていません。 不完全回復を実行する前
に、バックアップからファイルを回復することを忘れたためにエラーが発生した可能性
があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルは更新中ではない状態に回復しなければなりません。 ファイルが一
貫した状態になるまでログを適用し続けるか、またはより古いバックアップからファイ
ルを回復して回復処理を繰返してください。 

回復の詳細は、『Oracle8 サーバー管理者ガイド』の、索引項目「回復」を参照してくだ
さい。 

ORA-01195: オンライン・バックアップ・ファイオンライン・バックアップ・ファイオンライン・バックアップ・ファイオンライン・バックアップ・ファイルルルル nameは一貫した状態にするためにさらは一貫した状態にするためにさらは一貫した状態にするためにさらは一貫した状態にするためにさら
に回復が必要ですに回復が必要ですに回復が必要ですに回復が必要です。。。。 
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原原原原因因因因 :  不完全回復セッションを開始しましたが、ファイルを一貫したものにするために
適用するログ・ファイルの数が足りません。 指摘されたファイルはバックアップが終了
した時点まで回復しなければならないオンライン・バックアップ・ファイルです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが一貫した状態になるまでログを適用し続けるか、またはより古い
バックアップからファイルを回復して回復処理を繰返してください。 

オンライン・バックアップの詳細は、 『Oracle8 Server管理者ガイド』の索引項目「オ
ンライン・バックアップ」を参照してください。

ORA-01196: メディア回復セッションでエラーが発生したためファイメディア回復セッションでエラーが発生したためファイメディア回復セッションでエラーが発生したためファイメディア回復セッションでエラーが発生したためファイルルルル nameは矛盾した状は矛盾した状は矛盾した状は矛盾した状
態にあります態にあります態にあります態にあります。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイルの回復中に、回復処理が異常終了しました。 このため、ファイルは一貫
性のない状態のままです。 このファイルの回復処理は、これ以上正常に実行できません
でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが一貫した状態になるまでログを適用し続けるか、またはバック
アップからファイルを回復して回復処理を繰返してください。 

メディア回復の詳細は、 『Oracle8 Server管理者ガイド』の 索引項目「メディア回復」
を参照してください。 

ORA-01197: スレッスレッスレッスレッドドドド :numはログはログはログはログをををを 1つしか含んでいませんつしか含んでいませんつしか含んでいませんつしか含んでいません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILE文の実行中、ログに指定されたすべてのスレッドは少
なくとも 2つのログ（2番目のログと最後のログ）によって指定 されなければなりませ
ん。 指定したスレッドには、2つのログが含まれていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されたスレッドからさらに REDOログを見つけるか、またはそのス
レッドからの REDOログに対する参照をすべて削除して、コマンドを再試行してくだ
さい。 

ORA-01198: RESETLOGSではログ・ファイではログ・ファイではログ・ファイではログ・ファイルルルル nameにサイズを指定する必要がありますにサイズを指定する必要がありますにサイズを指定する必要がありますにサイズを指定する必要があります。。。。 
原原原原因因因因 :  OPEN RESETLOGSオプションつきで CREATE CONTROLFILEを実行している
場合、すべての REDOログ・ファイルにはファイル・サイズを指定しなければなりま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なログ・ファイル・サイズを指定して、コマンドを再試行してくださ
い。 

ORA-01199: ファイファイファイファイルルルル nameがオンライン・バックアップ・モードではありませんがオンライン・バックアップ・モードではありませんがオンライン・バックアップ・モードではありませんがオンライン・バックアップ・モードではありません。。。。 
原原原原因因因因 :  オンライン・バックアップ中でないファイルに対してオンライン・バックアップ
を終了しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドは必要ないので、入力しないでください。

ORA-01200: 実ファイル・サイ実ファイル・サイ実ファイル・サイ実ファイル・サイズズズズ :numが正しいサイが正しいサイが正しいサイが正しいサイズズズズ :numブロックより小さくなっていブロックより小さくなっていブロックより小さくなっていブロックより小さくなってい
ますますますます。。。。
15-94 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Oracleファイル・メッセージ : 01100～ 01250
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システムが返すファイル・サイズが、ファイル・ヘッダーと
制御ファイルに示されているファイル・サイズより小さくなっています。ファイルは切
り捨てられた可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイルをバックアップから復元して、必要であれば回復を行って
ください。 

ORA-01201: ファイファイファイファイルルルル :nameのヘッダーで書込みに失敗しましたのヘッダーで書込みに失敗しましたのヘッダーで書込みに失敗しましたのヘッダーで書込みに失敗しました。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダーの I/Oエラーがレポートされました。  エラーが検出されたた
め、再試行が行われます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  おそらくファイルの回復が必要です。  別のエラー・メッセー ジで必要な処置
が示されます。

ORA-01202: このファイルの作成日時が一致しませんこのファイルの作成日時が一致しませんこのファイルの作成日時が一致しませんこのファイルの作成日時が一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダー内の作成日付と制御ファイル内の作成日 付が一致しません。 
削除されたファイルのコピーである可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行のデータ・ファイルのコピーを復元して、必要であれば回復を行ってく
ださい。 

ORA-01203: このファイルの作成システム変更番このファイルの作成システム変更番このファイルの作成システム変更番このファイルの作成システム変更番号号号号 (SCN)が一致しませんが一致しませんが一致しませんが一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダー内の作成変更番号と制御ファイル内の作成変更番号が一致し
ません。 削除されたファイルのコピーである可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行のデータ・ファイルのコピーを復元して、必要であれば回復を行ってく
ださい。 

ORA-01204: ファイル番号ファイル番号ファイル番号ファイル番号はははは numです（です（です（です（ num ではないではないではないではない））））。ファイルが無効です。ファイルが無効です。ファイルが無効です。ファイルが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダー内のファイル番号が正しくありません。 同じデータベース内
の不当なファイルのバックアップを復元した可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいデータ・ファイルのコピーを復元して、必要であれば回復を行ってく
ださい。 

ORA-01205: データファイルではありません。ヘッダー内のファイル型データファイルではありません。ヘッダー内のファイル型データファイルではありません。ヘッダー内のファイル型データファイルではありません。ヘッダー内のファイル型はははは num ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  ヘッダー内のファイル型がデータ・ファイルとして正しくありません。 このファ
イルはおそらくログ・ファイルまたは制御ファイルです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいデータ・ファイルのコピーを復元して、必要であれば回復を行ってく
ださい。 

ORA-01206: ファイルがこのデータベースの一部ではありません。ファイルがこのデータベースの一部ではありません。ファイルがこのデータベースの一部ではありません。ファイルがこのデータベースの一部ではありません。DB IDが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダー内のデータベース IDが 制御ファイル内のデータベース ID
と一致しません。 データベースが異なるか 、またはデータベース・ファイルではない可
能性があります。 データベースを再構築した場合、再構築前のファイルである可能性も
あります。 
                                                                    サーバー・メッセージ : ORA-00000～ ORA-02350 15-95



Oracleファイル・メッセージ : 01100～ 01250
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいデータ・ファイルのコピーを復元して、必要であれば回復を行ってく
ださい。 

ORA-01207: ファイルが制御ファイルより新しくなっています（制御ファイルが古いファイルが制御ファイルより新しくなっています（制御ファイルが古いファイルが制御ファイルより新しくなっています（制御ファイルが古いファイルが制御ファイルより新しくなっています（制御ファイルが古い））））。。。。 
原原原原因因因因 :  データ・ファイル内の制御ファイル変更順序番号が、制御フ ァイル内の番号より
大きくなっています。 これは間違った制御ファイルが使用されていることを示していま
す。 

注意 : このメッセージが繰り返し発生する場合、データベースを何度もオープンすると、
問題が解決していないにもかかわらずメッセージが発生しなくなることがあります。 
データベースをオープンしようとするたびに、制御ファイル変更順序番号は十分な大き
さになるまで更新されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行の制御ファイルを使用するか、取消しベースの回復を 行って現行の制御
ファイルにしてください。 なお、取消しベースの回復の実行に対する制限には従ってく
ださい。 

ORA-01208: ファイルが制御ファイルより新しくなっています（制御ファイルが古いファイルが制御ファイルより新しくなっています（制御ファイルが古いファイルが制御ファイルより新しくなっています（制御ファイルが古いファイルが制御ファイルより新しくなっています（制御ファイルが古い））））。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダー内のチェックポイントが、制御ファイル 内のチェックポイン
トよりも前のものです。 他のインスタンスによってすでにオープンされているデータ
ベースをオープンしている場合、または他のインスタンスによってこのファイルがオン
ラインにされた場合に、データベース がファイルの異なるバージョンを参照している可
能性があります。 それ以外の場合は、ファイルがまだ使用されている最中にそのファイ
ルのバックアップが復元された可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが正しいファイルを使用できるようにします。 その後、データ
ベースをオープンするか、または ALTER DATABASE CHECK文を実行してください。 

ORA-01209: データ・ファイルは最後データ・ファイルは最後データ・ファイルは最後データ・ファイルは最後のののの RESETLOGSより前のものですより前のものですより前のものですより前のものです。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダー内のリセット REDOログ・データと制御フ ァイルが一致し
ません。データベースがクローズされているか、ファイルがオフラインの場合には、そ
のファイルは、ALTER DATABASE OPEN RESETLOGSコ マンドを最後に実行した時点
よりも前に取られた古いバックアップです。 別のインスタンスによってすでにオープン
されているデータベースをオープンしている場合、または別のインスタンスがこのファ
イルをオンラインにした場合には、別のバージョンのファイルを参照している可能性が
あります。それ以外の場合は、ファイルがまだ使用されている最中にそのファイルの
バックアップが復元された可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが正しいファイルを使用できるようにします。 その後、データ
ベースをオープンするか、または ALTER DATABASE CHECK文を実行してください。 

ORA-01210: データ・ファイル・ヘッダーにメディア欠陥がありますデータ・ファイル・ヘッダーにメディア欠陥がありますデータ・ファイル・ヘッダーにメディア欠陥がありますデータ・ファイル・ヘッダーにメディア欠陥があります。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダー・ブロックが内部的に矛盾しています。 ブロックの先頭には
チェックサム付きのヘッダー、およびブロックの一貫性を保証する他のデータが存在し
ます。 最後のディスクの書込みが正常に行われなかった可能性があります。 問題として
最も可能性が高いのは、このファイルがデータベース用ではないということです。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースが正しいファイルを使用できるようにします。 詳しい情報につ
いては、このエラーの発生後に生成されたトレース・ファイ ルを参照してください。 
チェックサムが不当であることをトレース・ファイルが示している場合、バックアップ
からファイルを復元して媒体回復を行ってください。 

ORA-01211: Oracle7データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルはははは Oracle8に移行していませんに移行していませんに移行していませんに移行していません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルが、Oracle7の下で最後に使用されたファイルのコピーではありません。 
このデータ・ファイルは、移行前に採られたバックアップ、または移行ユーティリティ
実行後に Oracle7によってオープンされたデ ータベース・ファイルのいずれかです。 
データベースを Oracle7から Oracle8に変換するときは、移行プログラムが Oracle7の
下でそのデータベースにアク セスする最後のユーティリティでなければなりません。 移
行が完了したとき に Oracle8がアクセスできるのは現行のデータファイルだけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システムに、データベースが正しいデータ・ファイルを
利用できるようにさせるか、または Oracle7から Oracle8への 移行を繰り返します。 移
行ユーティリティ実行後にデータベースがオープンしていないことを確認してくださ
い。

ORA-01212: MAXLOGMEMBERSはははは num を超えることはできませんを超えることはできませんを超えることはできませんを超えることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  MAXLOGMEMBERSに指定した値が大きすぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXLOGMEMBERSの値を小さくして、コマンドを再試行してください。 

ORA-01213: MAXINSTANCESはははは num を超えることはできませんを超えることはできませんを超えることはできませんを超えることはできません。。。。 
原原原原因因因因 :  MAXINSTANCESに指定した値が大きすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXINSTANCESの値を小さくして、コマンドを再試行してください。 

ORA-01214: MAXLOGHISTORYはははは num を超えることはできませんを超えることはできませんを超えることはできませんを超えることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  MAXLOGHISTORYに指定した値が大きすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXLOGHISTORYの値を小さくして、コマンドを再試行してください。 

ORA-01215: CREATE CONTROLFILEに使用可能なスレッに使用可能なスレッに使用可能なスレッに使用可能なスレッドドドド :numがありませんがありませんがありませんがありません。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEコマンドは、データベースに対して使用可能なスレッ
ドをすべてリストしませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE CONTROLFILEコマンドを再実行して、使用可能なスレッドをす
べて含めてください。 

ORA-01216: CREATE CONTROLFILE文のスレッ文のスレッ文のスレッ文のスレッドドドド :numを使用禁止にすべきですを使用禁止にすべきですを使用禁止にすべきですを使用禁止にすべきです。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEコマンドに指定したスレッドは使用可能となりました
が、データ・ファイルはスレッドを使用禁止にすべきことを示しています。 これは
CREATE CONTROLFILEコマンドに指定したログ・ファイルが、スレッドを使用禁止
にする以前のものである可能性があります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このスレッドはデータベースの操作には必要ありません。 ス レッドを指定し
ないでコマンドを再試行してください。 必要であれば、データベースをオープンしてか
らスレッドを再作成できます。 

ORA-01217: ロロロロググググ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイルルルル・・・・メンバーが異なるログメンバーが異なるログメンバーが異なるログメンバーが異なるログ・・・・ファイファイファイファイルルルル・グループに属しています・グループに属しています・グループに属しています・グループに属しています。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEコマンドに指定したログ・ファイル・グループのメン
バーが、先のメンバーと同じグループの一部ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE CONTROLFILEコマンドに指定したログ・ファイル・グループの
メンバーを、正しいメンバーに訂正します。 

ORA-01218: ログ・ファイル・メンバーが同じ時点のものではありませんログ・ファイル・メンバーが同じ時点のものではありませんログ・ファイル・メンバーが同じ時点のものではありませんログ・ファイル・メンバーが同じ時点のものではありません。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEコマンドに指定したログ・ファイル・グ ループのメン
バーは、先のメンバーと異なる時点のものです。 指定したメンバーの 1つが、古いバー
ジョンの REDOログ（おそらくバックアップ・コピー）である可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいバージョンのファイルを見つけて、媒体回復を再試行してください。 

ORA-01219: データベースがオープンしていません。固定のデータベースがオープンしていません。固定のデータベースがオープンしていません。固定のデータベースがオープンしていません。固定の表表表表 /ビューに対する問合せだけビューに対する問合せだけビューに対する問合せだけビューに対する問合せだけ
が可能ですが可能ですが可能ですが可能です。。。。 
原原原原因因因因 :  データベースがオープンされる前に固定の表 /ビューとして認識されていないオ
ブジェクトに対し、問合せが発行されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  固定のオブジェクトだけに対する問合せを再発行するか、データベースを
オープンしてください。 

ORA-01220: データベースのオープン前のファイル・ベースのソートは無効ですデータベースのオープン前のファイル・ベースのソートは無効ですデータベースのオープン前のファイル・ベースのソートは無効ですデータベースのオープン前のファイル・ベースのソートは無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  データベースがオープンされる前に、ソート用の一時セグメ ントが必要な表また
はビューに対し問合せが発行されました。 データベースがオープンされる前は、メモ
リー内のソートだけが可能です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せを書き換え、大きいソートをしないようにしてください。また、初期
化パラメータ・ファイルの SORT_AREA_SIZEパラメータを増や してメモリー内でソー
トできるようにしてください。 

ORA-01221: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル nameがバックグラウンド・プロセスに対して同一ファイルがバックグラウンド・プロセスに対して同一ファイルがバックグラウンド・プロセスに対して同一ファイルがバックグラウンド・プロセスに対して同一ファイル
ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。 
原原原原因因因因 :  データベース・ライターがデータ・ファイルをオープンする時、フォアグラウン
ドで回復を行う物理ファイルと異なるファイルにアクセ スしました。 フォアグラウンド
でセットされるタイムスタンプは、バックグ ラウンドでは見つかりません。 バックグラ
ウンド・プロセスがそのファイルをまったく読んでいない可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBWRトレース・ファイルの中を見て、ファイル・ヘッダーの 読込みの際
に受け取ったエラーを調べてください。 バックグラウンド・プロセスによって同一の
ファイルが正常にそのファイル名でオープンするために、必要であればオペレーティン
グ・システムの再構成を行ってください。 
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ORA-01222: numののののMAXINSTANCESは少なくともは少なくともは少なくともは少なくとも numののののMAXLOGFILESが必要ですが必要ですが必要ですが必要です
(numではなではなではなではないいいい )。。。。 
原原原原因因因因 :  再実行の 1スレッドあたり少なくとも 2つの REDOログ用の領域 のないデータ
ベースまたは制御ファイルを作成しようとしました。 再実行のスレッドを使用可能にす
るには、このスレッドが 2つのオンライン REDOログを 持っていなければなりません。 
そのログでサポートできる数以上の再実行のスレッドを許可することは、意味がありま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXINSTANCES引数を減らすかMAXLOGFILESを増やします。 

ORA-01223: 新規データベース名を設定するに新規データベース名を設定するに新規データベース名を設定するに新規データベース名を設定するにはははは RESETLOGSを指定しなければなりませを指定しなければなりませを指定しなければなりませを指定しなければなりませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEで SET database nameオプションが指定されましたが、
RESETLOGSは指定されませんでした。 データベース名は、RESETLOGSを使用して
データベースをオープンするときだけ変更できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE CONTROLFILEに対し、RESETLOGSオプションを追加するか、
SETオプションを削除してください。 

ORA-01224: ヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー name内のグループ番号は、内のグループ番号は、内のグループ番号は、内のグループ番号は、GROUP:nameと一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEで指定されたグループ番号がヘッダー中のグループ番
号と一致していません。 指定が誤っている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GROUPオプションを指定しないか、正しい GRUOPオプションを 指定して
ください。 

ORA-01225: スレッド番スレッド番スレッド番スレッド番号号号号 :numががががMAXINSTANCES:numより大きいですより大きいですより大きいですより大きいです。。。。 
原原原原因因因因 :  スレッド番号にMAXINSTANCESより大きい値を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXINSTANCESに、より大きい値を指定してから再試行してください。 

ORA-01226: ログ・メンバーのファイル・ヘッダーは他メンバーと矛盾していますログ・メンバーのファイル・ヘッダーは他メンバーと矛盾していますログ・メンバーのファイル・ヘッダーは他メンバーと矛盾していますログ・メンバーのファイル・ヘッダーは他メンバーと矛盾しています。。。。
原原原原因因因因 :  同時に出力されるエラー・メッセージのログ・ファイル・メンバーは以前のメン
バーと同じグループですが、ヘッダー中の他のフィール ドとは異なっています。 ファイ
ル・ヘッダーが壊れているか、いくつかのファイルが削除されたログのメンバーとなっ
ている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  REDOログ・メンバーを訂正するか、このメンバーをコマンド から外しま
す。 

REDOログの詳細は、 『Oracle8 Server管理者ガイド』の、索引項目「REDOログ」と
「REDOログ・ファイル」を参照してください。 . 

ORA-01227: ロロロロググググ nameが他メンバーと矛盾していますが他メンバーと矛盾していますが他メンバーと矛盾していますが他メンバーと矛盾しています。。。。
原原原原因因因因 :  メッセージと同時に出力される REDOログ・ファイルは、CREATE  
CONTROLFILEコマンド内で与えら れた別の REDOログの内容と一貫性がありませ
ん。ヘッダー・ファイルが壊れているか、またはいくつかのファイルが現在 のバージョ
ンより古いコピーである可能性があります。 一貫性の不一致なので問題の原因は表示さ
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れたログではないかもしれません。 コマンド中にリストされるすべてのログ・ファイル
は現在のバージョンのオンライン・ログでなければいけません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいオンライン REDOログを見つけるか、RESETLOGSオプションを使用
してください。 

REDOログの詳細は、『Oracle8 Server管理者ガイド』の索引項目「REDOログ」と
「REDOログ・ファイル」を参照してください。 .  

ORA-01228: SET DATABASEオプションは初オプションは初オプションは初オプションは初期期期期DBをインストールする必要がありますをインストールする必要がありますをインストールする必要がありますをインストールする必要があります。。。。 
原原原原因因因因 :  初期データベースのインストール時に、CREATE CONTROLFILE コマンド中に
SET DATABASEオプションが含まれていませんでした。 データベースは複数のサイトで
インストールされるため、データベース IDを持ってい ません。各サイトではそれぞれ
自分のデータベース IDが必要となります。 SET DATABASEと RESETLOGSオプション
を、このデータベースの制御ファイル作成のために指定する必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SET DATABASEと RESETLOGSオプションを指定して、コマンドを再試行
してください。 

ORA-01229: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル :nameがログと矛盾していますがログと矛盾していますがログと矛盾していますがログと矛盾しています。。。。
原原原原因因因因 :  同時に出力されるエラー・メッセージに示されたデータ・ファイルは、CREATE 
CONTROLFILEコマンドに指定されている REDOログの内容と 一貫性がありません。 
コマンドに 1つまたは複数のオンライン REDOログを指定していない可能性がありま
す。 また、指定されていてもそのバージョンが現行のバージョンよりも古いことが考え
られます。 コマンド中にリストされるすべてのログ・ファイルは現在のバージョンのオ
ンライン・ログでなければいけません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいオンライン REDOログを見つけるか、RESETLOGSオプションを使用
してください。 

データファイルの詳細は、『Oracle8 Server管理者ガイド』の索引項目「データ・ファイ
ル」を参照してください。 

ORA-01230: 読込み専用にできません読込み専用にできません読込み専用にできません読込み専用にできません - ファイファイファイファイルルルル :nameがオフラインですがオフラインですがオフラインですがオフラインです。。。。 
原原原原因因因因 :  表領域を読取り専用に設定しようとしましたが、オフライン・ファイルでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルをオンラインにして操作を再試行してください。 

ORA-01231: ファイファイファイファイルルルル :nameがオフラインですがオフラインですがオフラインですがオフラインです。。。。 
原原原原因因因因 :  表領域を読取り書込みに設定しようとしましたが、オフライン・ファイルでし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルをオンラインにして操作を再試行してください。 

ORA-01232: オンライン・バックアップを開始できませんオンライン・バックアップを開始できませんオンライン・バックアップを開始できませんオンライン・バックアップを開始できません - ファイファイファイファイルルルル :nameは読込み専用では読込み専用では読込み専用では読込み専用で
すすすす。。。。 read only
原原原原因因因因 :  オンライン・バックアップを起動しようとしましたが、読取り専用ファイルでし
た。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  読取り専用ファイルはオンライン・バックアップ・モードに 設定する必要は
ありません。 BEGIN BACKUP コマンドを使わないでバックアップを起動してください。 

ORA-01233: ファイファイファイファイルルルル :nameは読込み専用ですは読込み専用ですは読込み専用ですは読込み専用です。。。。 - バックアップの制御ファイルを使用して回バックアップの制御ファイルを使用して回バックアップの制御ファイルを使用して回バックアップの制御ファイルを使用して回
復できません復できません復できません復できません。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ制御ファイルを使用して媒体回復を行おうとし ましたが、読込み専
用ファイルでした。 通常、読込み専用ファイルは回復の 必要がありません。 ただし、
バックアップ制御ファイルを使用して回復する場合には、すべてのオンライン・ファイ
ルを回復しなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースをオープンした後に、読込み専用ファイルをオ フラインにし、
表領域をオンラインにしてください。 現在、読取り専用ファイルが読取り書込みになっ
ている場合に、バックアップ制御ファイルを使用 していることを確認してください。 そ
のような制御ファイルが使用不可能であれば、CREATE CONTROLFILE コマンドを使
用して再作成してください。

ORA-01234: ファイファイファイファイルルルル :nameはバックアップが終了できませんはバックアップが終了できませんはバックアップが終了できませんはバックアップが終了できません。。。。 - ファイルが使用中または回ファイルが使用中または回ファイルが使用中または回ファイルが使用中または回
復処理中です復処理中です復処理中です復処理中です。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイルがビジーなときに、ファイルのオンライン・バック アップを終了させよ
うとしました。 回復や改名といった操作がアクティブになっているか、またはデータ
ベースをオープンし、このファイルとオンライ ンになっているインスタンスが存在する
可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースをオープンさせたインスタンスがある場合、ALTER 
TABLESPACEコマンドを使ってバックアップを終了させることができま す。 それ以外
の場合は、その他の操作の完了を待ちます。

ORA-01235: END BACKUP はははは nameファイルで失敗しましたが、ファイルで失敗しましたが、ファイルで失敗しましたが、ファイルで失敗しましたが、% nameでは正常に終了では正常に終了では正常に終了では正常に終了
しましたしましたしましたしました。。。。
原原原原因因因因 :  END BACKUPコマンドの 1つまたは複数のファイルが失敗しました。 同じコマ
ンド中のその他のいくつかのファイルは成功しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップが終了しなかった理由については、付随するエラー・メッセー
ジを参照してください。 エラー・メッセージにリストされて いないファイルは成功して
います。

ORA-01236: ファイル・ヘッダー・アクセスの開始時にエラファイル・ヘッダー・アクセスの開始時にエラファイル・ヘッダー・アクセスの開始時にエラファイル・ヘッダー・アクセスの開始時にエラーーーー :nameが発生しましたが発生しましたが発生しましたが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  示されたエラーが、ファイル・ヘッダーの初期化処理中に発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  示されたエラーを訂正してください。  さらに遅いアクセス・ アルゴリズムを
使ってこのエラーからの回復を試みます。

ORA-01237: データファイデータファイデータファイデータファイルルルル :nameは拡張できませんは拡張できませんは拡張できませんは拡張できません。。。。
原原原原因因因因 :  サイズ変更の間にオペレーティング・システムのエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム・エラーの原因に対処してから 、コマンドを再
試行してください。
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ORA-01238: データファイデータファイデータファイデータファイルルルル :nameは縮小できませんは縮小できませんは縮小できませんは縮小できません。。。。
原原原原因因因因 :  サイズ変更の間にオペレーティング・システムのエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは無視され、操作は正常に続行 します。

ORA-01239: 外部キャッシュの使用には、データベース外部キャッシュの使用には、データベース外部キャッシュの使用には、データベース外部キャッシュの使用には、データベースはははは ARCHIVELOGモードでなければモードでなければモードでなければモードでなければ
なりませんなりませんなりませんなりません。。。。 
原原原原因因因因 :  オンライン・ファイルで外部キャッシュを使用しましたが、 データベースが
NOARCHIVELOGモードでした。 外部キャッシュには媒体回復が必要な場合もあるの
で、これは許可されません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースを ARCHIVELOGモードに変更するか、外部キャッ シュを使
用しないでください。 ARCHIVELOGの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の
索引項目「ARCHIVELOG」を参照してください。

ORA-01240: 1つのコマンドで追加するデータ・ファイルが多すぎますつのコマンドで追加するデータ・ファイルが多すぎますつのコマンドで追加するデータ・ファイルが多すぎますつのコマンドで追加するデータ・ファイルが多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  コマンドに指定されたデータ・ファイルの数が、1つのコマ ンドで追加できる数
を超えました。 全ファイル名を 1つのログ・エントリに組み込む必要がありますが、そ
の場合はエントリが大きくなりすぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE TABLESPACEコマンドの場合、ファイルの数を減らして作成し、
後で他のファイルを追加してください。 ADD DATAFILEコマンドの 場合は、複数のコ
マンドに分割します。 CREATE TABLESPACEと ADD DATAFILEの詳細は、『Oracle8 
Server SQLリファレンス』の索引項目「CREATE TABLESPACE」と、索引項目
「ALTER TABLESPACEコマンドの ADD DATAFILE句」を参照してください。 

ORA-01241: 外部キャッシュが消滅しています外部キャッシュが消滅しています外部キャッシュが消滅しています外部キャッシュが消滅しています。。。。
原原原原因因因因 :  外部キャッシュが再起動された可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・スタック内の該当ファイルをオフラインにして、メディア回復を行
い、そのファイルをオンラインに戻してから操作を再試行してください。 また、インス
タンスすべてを再起動して、一貫した外部キャッシュを介してインスタンスが全デー
タ・ファイルに確実にアクセスすることも確認できます。 

外部キャッシュとデータファイルのメディア回復の詳細は、 『Oracle8 Server概要』の、
索引項目「キャッシュ」と索引項目「データファイル、バックアップ、メディア回復」
を参照してください。 

ORA-01242: データ・ファイルのメディア障害発データ・ファイルのメディア障害発データ・ファイルのメディア障害発データ・ファイルのメディア障害発生生生生 :データベースデータベースデータベースデータベースははははNOARCHIVELOG
モードですモードですモードですモードです。。。。 
原原原原因因因因 :  データベースが NOARCHIVELOGモードで、メディア障害のためデータベー
ス・ファイルがアクセス不能であることが判明しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・スタック内の該当ファイルのアクセスを回復し、インスタンスを再
起動してください。 
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メディア故障の詳細は、 『Oracle8 Server管理者ガイド』の索引項目「メディア故障」
を参照してください。 NOARCHIVELOGの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』
の索引項目「NOARCHIVELOG」を参照してください。

ORA-01243: システム表領域ファイルにメディア障害が起こりましたシステム表領域ファイルにメディア障害が起こりましたシステム表領域ファイルにメディア障害が起こりましたシステム表領域ファイルにメディア障害が起こりました。。。。 
原原原原因因因因 :  システム表領域ファイルが、メディア障害によってアクセス不能であることが判
明しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・スタック内の該当ファイルのアクセスを回復し、インスタンスを再
起動してください。 

メディア故障の詳細は、 『Oracle8 Server管理者ガイド』の索引項目「メディア故障」
を参照してください。 表領域の詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目
「表領域」を参照してください。

ORA-01244: メディア・リカバリによって名前なしデータファイルが制御ファイルに追加さメディア・リカバリによって名前なしデータファイルが制御ファイルに追加さメディア・リカバリによって名前なしデータファイルが制御ファイルに追加さメディア・リカバリによって名前なしデータファイルが制御ファイルに追加さ
れましたれましたれましたれました。。。。 
原原原原因因因因 :  再作成されたバックアップ制御ファイルまたは制御ファイルを使用したメディア
回復（リカバリ）で、制御ファイルにないデータ・ファイルが作成されました。 新しい
データ・ファイル用の制御ファイルにはエントリが 1つ追加されますが 、このファイル
名は UNNAMEDnum であり、 num はファイル番号です。 ファイルの作成に使用された
元のファイル名は、後に続くエラー・メッセージで分かります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルを改名をしてファイル名を有効にし、回復を再開してください。 必
要に応じて、ALTER DATABASE CREATE DATAFILEコマンドを使用し、回 復に適し
たファイルを作成して改名します。 ファイルを回復しない場合は、DROPオプションを
指定してそのファイルをオフラインにしてください。 

データファイルおよびメディア回復の詳細は、『Oracle8 Server概要』の索引項目「回
復、メディア、データ・ファイル」を参照してください。 

ORA-01245: RESETLOGSが行われるとオフライン・ファイが行われるとオフライン・ファイが行われるとオフライン・ファイが行われるとオフライン・ファイルルルル nameが失われますが失われますが失われますが失われます。。。。 
原原原原因因因因 :  オフラインであるため失われる可能性があるファイルを使用 して、OPEN 
RESETLOGSを実行しようとしました。 このファイルは DROPオ プションを指定してオ
フラインにされていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルをオンラインにして回復するか、DROPオプショ ンを指定してファ
イルをオフラインにしてください。 

ファイルをオンラインにする方法およびファイルの回復方法の詳細は、『Oracle8 Server
概要』の索引項目「REDOログ・ファイル、オンラインの回復方法」を参照してくださ
い。  

ORA-01246: 表領表領表領表領域域域域 : nameのののの TSPITRを使用してファイルを回復しますを使用してファイルを回復しますを使用してファイルを回復しますを使用してファイルを回復します。。。。
原原原原因因因因 :  続いて表示されるエラーで示されているファイルは、この表領域に対して Point-
in－ Time表領域回復が行われる前に作成されたバックアップです。 これらのファイル
は、Point-in-Time回復後の状態に回復することはできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  さらに新しいバックアップを復元して、それらを回復してください。
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ORA-01247: 表領表領表領表領域域域域 :  nameのののの TSPITRを使用してデータベースを回復しますを使用してデータベースを回復しますを使用してデータベースを回復しますを使用してデータベースを回復します。。。。
原原原原因因因因 :  データベース全体を回復しようとしましたが、Point-in-Time表領域回復が行われ
たことを REDOが示しています。 表領域内のファイルの新規バージョンが回復に組み込
まれている必要がありますが、組み込まれていませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域を回復しない場合は、表領域内のファイルをオフラインにして削除し
てください。 回復する必要がある場合は、表領域内のファイルをオフラインにして削除
し てください。 回復する必要がある場合は、その後に、必要に応じてリストアまたは名
前変更を行い、回復を再始動してください。

ORA-01248: 作成されたファイル名で回復を行うと不完全になります作成されたファイル名で回復を行うと不完全になります作成されたファイル名で回復を行うと不完全になります作成されたファイル名で回復を行うと不完全になります。。。。
原原原原因因因因 :  switchToCopyで作成された、制御ファイルのファイル・エントリで
REESETLOGSオープンを行おうとしましたが、元々ファイルが不完全 な回復の UNTIL
時間後に作成されていました。 ファイル番号は、RESETLOGSが使用されていれば失わ
れているはずの別のファイルに使用されている可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  さらに回復を行う必要があれば、ファイルの作成時間になる まで REDOを
適用してください。 ファイルを必要とせず、回復の停止時に同じファイル番号が使用さ
れていないときは、DROPオプションでファイルを オフラインにすることができます。 
それ以外の場合は、RESETLOGSを使用する ためには別の制御ファイルが必要です。 他
のバックアップの復元や回復をしたり、CREATE CONTROLFILEを使用して制御ファ
イルを作成することもできます。

ORA-01249: クローン・データベースでアーカイブは実現できませんクローン・データベースでアーカイブは実現できませんクローン・データベースでアーカイブは実現できませんクローン・データベースでアーカイブは実現できません。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン REDOログをアーカイブしようとしたか、またはクローン・データ
ベースのアーカイブを使用可能にしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クローンからアーカイブしないでください。 アーカイブ・ログの宛先は簡単
にプライマリ・データベースの宛先と同じにして、アーカイ ブしたログを破棄すること
ができます。 アーカイブが必要であれば、データベースをクローンとしてではなく再作
成してください。

ORA-01250: ファイル・ヘッダー・アクセスの終了時にエラファイル・ヘッダー・アクセスの終了時にエラファイル・ヘッダー・アクセスの終了時にエラファイル・ヘッダー・アクセスの終了時にエラーーーー :nameが発生しましたが発生しましたが発生しましたが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  示されたエラーが、ファイル・ヘッダーの初期化処理中に発生しました。  エラー
は、WRITEエラーではありませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  示されたエラーを訂正してください。

ORA-01251: ファイル番ファイル番ファイル番ファイル番号号号号 numに不明なファイル・ヘッダー・バージョンが読み込まれましに不明なファイル・ヘッダー・バージョンが読み込まれましに不明なファイル・ヘッダー・バージョンが読み込まれましに不明なファイル・ヘッダー・バージョンが読み込まれまし
たたたた。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダーの読込みがレコードを返しましたが、そのバージョンが不明 
です。ヘッダーが破壊されているか、ファイルが有効なデータベース・ファイルではあ
りません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システムが正しいファイルをデータベースで使えるよう
にするか、ファイルを回復してください。
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この節では、SQLの実行中に出力されるメッセージを記載します。

ORA-01400: ("USER"."TABLE"."COLUMN")にににに NULLは挿入できませんは挿入できませんは挿入できませんは挿入できません。。。。
原原原原因因因因 :  次の列に NULLを挿入しようとしました。"USER"."TABLE"."COLUMN". 

たとえば、次を入力した場合、

connect scott/tiger 
create table a (a1 number not null); 
insert into a values (null); 
Oracleは、次を返します。

ORA-01400 cannot insert NULL into ("SCOTT"."A"."A1") : which means you cannot 
insert NULL into "SCOTT"."A"."A1". 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NULL以外の値で、操作を再試行してください。

ORA-01401: 列に挿入した値が大きすぎます列に挿入した値が大きすぎます列に挿入した値が大きすぎます列に挿入した値が大きすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  入力した値は、列に定義した最大の幅より大きくなります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列幅に小さい値を指定し直すか、ALTER TABLE文にMODIFYオプション
を使用して、列の幅を大きくしてください。 

ORA-01402: ビュービュービュービューののののWITH CHECK OPTION WHERE句でエラーが発生しました句でエラーが発生しました句でエラーが発生しました句でエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  CHECK OPTIONで作成したビューに対して INSERT文または UPDATE文が試
みられました。 この結果、ビューのWHERE句を満足しない行が作成されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディクショナリ表のビューのWHERE句を調べてください。 現行ビューに
CHECK OPTIONがない場合、FROMは CHECK OPTIONを使用して定義した第 2の
ビューを参照していなければなりません。 第 2のビューのWHERE句は、どのような
INSERTまたは UPDATEでも満足する必要があります。 行を挿入するには、ビューを介
して挿入するのではなく、基礎となっている表に直接挿入しなければならない場合があ
ります。 

ORA-01403: データがありませんデータがありませんデータがありませんデータがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト言語プログラム中に、すべてのレコードがフェッチされています。 この処
理のリターン・コードは +4です。SQLの問合せからレコードがすべて返されたことを
示しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECT文の処理を終了してください。 

ORA-01404: ALTER COLUMNによる連結索引が長すぎますによる連結索引が長すぎますによる連結索引が長すぎますによる連結索引が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  ある列の長さを増やすと、以前の CREATE INDEX文に指定した列結合の長さが
索引の最大長 (255)を超えてしまいます。 索引の全長は、索引付き列の幅の総和に索引
付き列の数を加算したものとなります。 データ・フィールドは長さ 7、文字フィールド
は定義された幅、数値フィールドは長さ 22になります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列を変更するには、影響を受ける索引を削除するしかありません。 索引は、
索引の最大幅を超える結果になるように作成し直すことはできません。 

ORA-01405: 取り出した列の値取り出した列の値取り出した列の値取り出した列の値がががが NULLですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  FETCH操作の INTO句に NULL値が含まれていて、インジケータが使用されま
せんでした。 プログラム内の列バッファがそのままで、カーソル回復コードが +2です。
オラクルを DBMS=6、エミュレーティング・バージョン 6で実行しているのでなけれ
ば、エラーです。実行しているのならば、警告です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかを実行します。 

■ NVL機能を使用して、検索された NULLを 0やブランクのような他の値に変換 し
てください。 これが最も簡潔な処置です。 

■ 標識を使って NULLの存在をレコードしてください。 NULLが発生しているときに
固有の処置をしたい場合にこの項目を使用できます。 

■ カーソル定義を再発行し、どの NULL値を含む列も検索されないようにしてくださ
い。

ORA-01406: 取り出された列の値は切り捨てられました取り出された列の値は切り捨てられました取り出された列の値は切り捨てられました取り出された列の値は切り捨てられました。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト言語プログラム中の FETCH処理によって、ある文字列が強制的に切り捨
てられました。 この列のプログラム・バッファ領域が文字列全体を格納する程大きくな
かったためです。 取り出しのカーソル・リターン・コードは +3でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最大列値を保持できるよう列のバッファ領域を増やすか、または他の適切な
処理を実行してください。 

ORA-01407: ("USER"."TABLE"."COLUMN") はははは NULL に更新できませんに更新できませんに更新できませんに更新できません。。。。
"TABLE"."COLUMN")をををを NULLにしますにしますにしますにします。。。。
原原原原因因因因 :  次の表の列を NULL値で更新しようとしました。"USER"."TABLE"."COLUMN".

たとえば、次を入力した場合、

connect scott/tiger 
update table a (a1 number not null); 
insert into a values (null); 
Oracleは、次を返します。

ORA-01407 "SCOTT"."A"."A1") はははは NULL に更新できません。に更新できません。に更新できません。に更新できません。列列列列 "SCOTT"."A"."A1" はははは
NULL に更新できません。に更新できません。に更新できません。に更新できません。"A1" ををををNULLにしますにしますにしますにします。。。。 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NULL以外の値で、操作を再試行してください。

ORA-01408: 列リストにはすでに索引が作成されています列リストにはすでに索引が作成されています列リストにはすでに索引が作成されています列リストにはすでに索引が作成されています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE INDEX文によってすでに索引が付いている列が指定されました。 単一
の列には 1度だけ索引を付けることができます。 連結索引の一部として使用する場合、
つまり、索引が複数の列から構成されている場合は、その列にさらに索引を作成できま
す。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要なければ、列に索引を付け直さないでください。 連結キーを作成するた
めには、CREATE INDEX文に列を追加して指定してください。 

ORA-01409: 行が昇順になっていないので、行が昇順になっていないので、行が昇順になっていないので、行が昇順になっていないので、NOSORTオプションは使用できませんオプションは使用できませんオプションは使用できませんオプションは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  データ行が昇順ではないのに、NOSORTオプションで索引を作成しました。 
NOSORTオプションはすでに昇順であるデータ行でだけ使用できます。

一意ではない索引では、ROWIDがインデックス・キーの一部とみなされました。 つま
り昇順に記憶されていると思われた二つのデータ列がそうではなかったことになりま
す。 NOSORT索引を作成する場合、表の中の 2つの行が同じ索引値を持ち、2つのエク
ステントに渡って分割されているときは、2番目のエクステントの最初のブロックの
データ・ブロックアドレスは 1番目のエクステントの最後のブロックの データ・ブロッ
ク・アドレスより小さくできます。 これらのアドレスが昇順ではない場合、ROWIDも
昇順ではありません。 これらの ROWIDはインデックス・キーとみなされているので、
インデックス・キーは昇順ではなく、したがって NOSORT索引も作成できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NOSORTオプションを使用せずに索引を作成するか、または表が 1つのエ
クステントの中に格納されるようにしてください。 

ORA-01410: ROWIDが無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ROWIDが不適切です。 ROWIDは、数字および Aから Fまでの文字を使用する
16進数として入力しなければなりません。 通常の ROWIDの形式は、
’000001F8.0001.0006’です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  形式を確認し、正しい形式を使用して ROWIDを入力してください。 
ROWIDの形式は、ブロック ID、ブロック内の行、ファイル IDです。

ORA-01411: 列の長さを標識に格納することができません列の長さを標識に格納することができません列の長さを標識に格納することができません列の長さを標識に格納することができません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleは 64Kバイトを超える列を取り出そうとし、指定された 2バイトの標識
サイズで列の長さを格納できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  長い列を取り出すために新しいバインド・タイプを使用してください。 

ORA-01412: このデータ型で長このデータ型で長このデータ型で長このデータ型で長ささささ 0は使用できませんは使用できませんは使用できませんは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  データ型 97の長さは 0です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ型に対して正しい長さを指定してください。 

ORA-01413: パッパッパッパックククク 10進数のバッファの値が無効です進数のバッファの値が無効です進数のバッファの値が無効です進数のバッファの値が無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザーによってパック 10進数としてバインドされているユーザー・バッファ
に、不正な値が含まれていました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい値を使用してください。 

ORA-01414: 配列をバインドするには、配列長が無効です配列をバインドするには、配列長が無効です配列をバインドするには、配列長が無効です配列をバインドするには、配列長が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  現在の配列の長さポインタまたは最大配列長ゼロのどちらも指定せずに配列のバ
インドを試行しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な長さを指定してください。 
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ORA-01416: 2つの表を相互に外部結合することはできませんつの表を相互に外部結合することはできませんつの表を相互に外部結合することはできませんつの表を相互に外部結合することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  結合操作中に 2つの表が互いに外部結合を指定しました。 結合条件では、一方の
表上に外部結合を指定した場合、これを他方の表上で指定することはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表の 1つから外部結合の仕様部 (+)を削除してから、操作を再試行してくだ
さい。

ORA-01417: 表が少なくと表が少なくと表が少なくと表が少なくともももも 1つの他の表に外部結合されている可能性がありますつの他の表に外部結合されている可能性がありますつの他の表に外部結合されている可能性がありますつの他の表に外部結合されている可能性があります。。。。
原原原原因因因因 :  結合操作中の表によって、外部結合が 2つ以上の他の表に指定されています。 表
で指定できる他の表への外部結合は、1つだけです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この表に外部結合 (+)を 1つだけ指定して、操作を再試行してください。

ORA-01418: 指定した索引は存在しません指定した索引は存在しません指定した索引は存在しません指定した索引は存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER INDEX文、または DROP INDEX文、VALIDATE INDEX文に、存在し
ない索引名が指定されました。 実在する索引しか変更、削除、検証できません。 データ・
ディクショナリを問合せることによって、既存の索引をリストできます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER INDEX文、DROP INDEX文、VALIDATE INDEX文に既存の索引名
を指定してください。 

ORA-01419: datdts: 書式コードが無効です書式コードが無効です書式コードが無効です書式コードが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  不正な形式を使用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  形式を検査し、必要があれば修正して、操作を再試行してください。

ORA-01420: datstd: 書式コードが無効です書式コードが無効です書式コードが無効です書式コードが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な形式を使用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  形式を検査し、必要があれば修正して、操作を再試行してください。

ORA-01421: datrnd/dattrn: 精度指定子が無効です精度指定子が無効です精度指定子が無効です精度指定子が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な精度指定子を使用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  精度指定子を検査し、必要があれば修正して、操作を再試行してください。

ORA-01422: 要求よりも多くの行が取り出されました要求よりも多くの行が取り出されました要求よりも多くの行が取り出されました要求よりも多くの行が取り出されました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたよりも多くの行が実際に取り出されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  返される行が少なくなるように問合せを修正するか、または取出しにおいて
もっと多くの行を指定してください。 

ORA-01423: 行の取出しの検査中にエラーが発生しました行の取出しの検査中にエラーが発生しました行の取出しの検査中にエラーが発生しました行の取出しの検査中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  取出しの実行中にエラーが発生しました。 このエラーに続いてより詳細なエ
ラー・メッセージが表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示される詳細なメッセージを参照して、適切な処置を行ってくださ
い。
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ORA-01424: エスケープ文字に続く文字がないか、または無効ですエスケープ文字に続く文字がないか、または無効ですエスケープ文字に続く文字がないか、または無効ですエスケープ文字に続く文字がないか、または無効です。。。。
原原原原因因因因 :  LIKEパターンにおいてエスケープ文字に続く文字が指定されていないか、また
はエスケープ文字 ’%’または ’_’のどちらかではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エスケープ文字を取り除くか、または正しく指定してください。 

ORA-01425: エスケープ文字は長エスケープ文字は長エスケープ文字は長エスケープ文字は長ささささ 1の文字列でなければなりませんの文字列でなければなりませんの文字列でなければなりませんの文字列でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  LIKEに指定されたエスケープ文字が長さ 1の文字列ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  長さ 1の文字列に変更してください。 

ORA-01426: オーバーフローが発生しましたオーバーフローが発生しましたオーバーフローが発生しましたオーバーフローが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  値式の評価でオーバーフローまたはアンダーフローが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペランド数が少なくなるように一連の式を書き直してください。 

ORA-01427: 単一行副問合せによ単一行副問合せによ単一行副問合せによ単一行副問合せによりりりり 2つ以上の行が返されますつ以上の行が返されますつ以上の行が返されますつ以上の行が返されます。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーの副問合せから複数の行が返されたので、外部問合せには比較する値を
指定するためのキーワード ANY、ALL、IN、NOT INのいずれか 1つを使用する必要
があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  比較する値を指定するために、ANY、ALL、IN、NOT INのいずれか 1つを
使用するか、または 1行だけ検索されるように問合せを修正してください。 

ORA-01428: 引引引引数数数数 num が有効範囲を超えていますが有効範囲を超えていますが有効範囲を超えていますが有効範囲を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  以下のような文で、算術関数に無効な引数または有効範囲外の引数を使用しまし
た。 たとえば次のような場合です。 

SELECT SQRT(-1) "Square Root" FROM DUAL; 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  『Oracle8 Server SQL リファレンス』を参照し、算術関数の有効な入力とそ
の範囲を確認してください。  

ORA-01429: 索引付き編成索引付き編成索引付き編成索引付き編成表表表表 : オーバーフロー列を格納するデータ・セグメントがありませオーバーフロー列を格納するデータ・セグメントがありませオーバーフロー列を格納するデータ・セグメントがありませオーバーフロー列を格納するデータ・セグメントがありませ
んんんん。。。。 
原原原原因因因因 :  オーバーフローを格納するデータ・セグメントが定義されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オーバーフロー・セグメントを追加して、操作を再試行してください。

ORA-01430: 追加する列がすでに表に存在しています追加する列がすでに表に存在しています追加する列がすでに表に存在しています追加する列がすでに表に存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE ADD文に、すでに表上にある列の名前を指定しました。 単一の表
中の列名はすべて一意でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新規列に一意の名前を指定してから、文を再実行してください。

ORA-01431: GRANTコマンドで内部エラーが発生しましたコマンドで内部エラーが発生しましたコマンドで内部エラーが発生しましたコマンドで内部エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文の実行中に内部エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 
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ORA-01432: 削除するパブリック・シノニムが存在しません削除するパブリック・シノニムが存在しません削除するパブリック・シノニムが存在しません削除するパブリック・シノニムが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  DROP PUBLIC SYNONYMに指定したパブリック・シノニムは無効です。 プライ
ベート・シノニムかもしれません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  シノニムの名前を訂正するか、シノニムがパブリックでなければ DROP 
SYNONYMを使用してください。 

ORA-01433: 作成するシノニムがすでに定義されています作成するシノニムがすでに定義されています作成するシノニムがすでに定義されています作成するシノニムがすでに定義されています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE SYNONYM文に、既存のシノニム、表、ビュー、クラスタと同じ名前
のシノニム名を指定しました。 シノニムには、それを作成したユーザーが使用可能な他
のシノニム、表、ビュー、クラスタと同じ名前を付けることはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  シノニムに一意の名前を指定してから、文を再実行してください。 

ORA-01434: 削除するプライベート・シノニムが存在しません削除するプライベート・シノニムが存在しません削除するプライベート・シノニムが存在しません削除するプライベート・シノニムが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  DROP SYNONYM文に存在しないシノニムを指定しました。 既存のシノニム名に
ついてはデータ・ディクショナリを問合せることによってリストできます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DROP SYNONYM文に存在しているシノニムの名前を指定してください。

ORA-01435: ユーザーが存在しませんユーザーが存在しませんユーザーが存在しませんユーザーが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  存在しないユーザーを参照すると、このエラーが発生します。 たとえば、
SELECT、または GRANT、REVOKE文に存在しないユーザー名を指定するとエラーと
なります。 GRANT CONNECT文にだけ新しいユーザー名を指定できます。 他の
GRANTおよび REVOKE文には、既存のユーザー名を指定しなければなりません。 ま
た、SELECT文には既存のユーザー名を指定しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECT、GRANT、または REVOKE文に存在するユーザー名だけを指定す
るか、データベース管理者に新規ユーザー名を定義してもらってください。 

ORA-01436: ユーザー・データユーザー・データユーザー・データユーザー・データでででで CONNECT BYのループが発生しましたのループが発生しましたのループが発生しましたのループが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  CONNECT BY句に指定した条件によって、問合せにループが発生しました。選
択すべき次のレコードが自分の後続者となっています。 このため、問合せは無限に続き
ます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CONNECT BY句を確認して、循環参照を削除してください。 

ORA-01437: 結合結合結合結合はははは CONNECT BYと一緒に指定できませんと一緒に指定できませんと一緒に指定できませんと一緒に指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  CONNECT BY句と同時に結合処理を指定しました。 ツリー構造の問合せに対す
る SELECT文に CONNECT BY句を使用する場合、問合せでは表は 1つしか参照できま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CONNECT BY句または結合処理を SQL文から削除してください。 

ORA-01438: 指定した精度を超える値が列に指定されています指定した精度を超える値が列に指定されています指定した精度を超える値が列に指定されています指定した精度を超える値が列に指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  レコードの挿入または更新時に、その列に対して定義されている精度を超える数
値が入力されました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数値列の精度に従った値を入力するか、ALTER TABLEコマンドのMODIFY
オプションを使用して、精度を上げてください。

ORA-01439: データ型を変更する列は空でなければなりませんデータ型を変更する列は空でなければなりませんデータ型を変更する列は空でなければなりませんデータ型を変更する列は空でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE MODIFY文でデータを含む列のデータ型を変更しようとしまし
た。 列のデータ型を変更する場合、列の値は NULLでなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ型を変更するには、最初に列の値をすべて NULLに設定してくださ
い。 

ORA-01440: 精度または位取りを下げる列は空でなければなりません精度または位取りを下げる列は空でなければなりません精度または位取りを下げる列は空でなければなりません精度または位取りを下げる列は空でなければなりません。。。。 
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE MODIFY文を使用して、データを含む数字列の位 取りまたは精
度を下げようとしました。 いずれの値を下げるにしても、列の 値は NULLでなければな
りません。 精度は上げずに位取りだけを上げようとしても、このエラーが発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列のすべての値を NULLに設定してから数字の精度または位取りを下げてく
ださい。 位取りを上げる場合は、位取りに合せて精度も上げるか、あらかじめ列の値を
すべて NULLに設定してください。 

ORA-01441: 長さを短くする列は空でなければなりません長さを短くする列は空でなければなりません長さを短くする列は空でなければなりません長さを短くする列は空でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE MODIFY文を使用して、データを含む文字フィールドのサイズを
小さくしようとしました。 文字列型の列の最大サイズを小さくする場合、列の値は
NULLでなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列のすべての値を NULLに設定してから最大サイズを小さくしてください。 

ORA-01442: NOT NULLに変更しようとした列はすでに変更しようとした列はすでに変更しようとした列はすでに変更しようとした列はすでにににに NOT NULLですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE MODIFY文を使用して、列指定を NOT NULLからNOT NULL
へ変更しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-01443: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : 参照結果のビュー列のデータ型が無効です参照結果のビュー列のデータ型が無効です参照結果のビュー列のデータ型が無効です参照結果のビュー列のデータ型が無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  ビューの参照中に内部エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01444: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : 内部データ型が無効な外部データ型にマップされました内部データ型が無効な外部データ型にマップされました内部データ型が無効な外部データ型にマップされました内部データ型が無効な外部データ型にマップされました。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01445: キー保存された表以外の結合ビューかキー保存された表以外の結合ビューかキー保存された表以外の結合ビューかキー保存された表以外の結合ビューからららら ROWIDを選択できませんを選択できませんを選択できませんを選択できません。。。。 
原原原原因因因因 :  SELECT文を使用して、結合処理によって作成されたビューから ROWIDを選択
しようとしました。 ビュー中の選択された行は基礎となる物理レコードと対応していな
いため、ROWIDを返すことができません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ビュー選択句の ROWIDを削除してから、文を再実行してください。
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ORA-01446: DISTINCT,GROUP BYなどを含むビューかなどを含むビューかなどを含むビューかなどを含むビューからららら ROWIDを選択できませんを選択できませんを選択できませんを選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT文を使用して、関数または式から導出された列を含んでいるビューから
ROWIDを選択しようとしました。 ビュー中の選択された行は基礎となる物理レコード
と対応していないため、ROWIDを返すことができません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ビュー選択句の ROWIDを削除してから、文を再実行してください。

ORA-01447: クラスタ列クラスタ列クラスタ列クラスタ列にににに ALTER TABLE文は使用できません文は使用できません文は使用できません文は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE MODIFY文に、表のクラスタ化で使用される列を指定しました。 
クラスタ列は変更できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列を変更するには、最初に、クラスタ化されてないフォームで表を再作成し
てください。 また、同時に列のサイズを大きくできます。 

ORA-01448: 型を変更する前に索引を削除しなければなりません型を変更する前に索引を削除しなければなりません型を変更する前に索引を削除しなければなりません型を変更する前に索引を削除しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE MODIFY文を使用して、索引の付いた文字列を LONGの列に変
更しようとしました。 データ型 LONGの列に索引を付けることはできません。したがっ
て、変更する前に索引を削除する必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列を参照する索引をすべて削除してから、データ型を LONGに変更してく
ださい。

ORA-01449: 列列列列はははは NULL値を含んでいるので、値を含んでいるので、値を含んでいるので、値を含んでいるので、NOT NULLに変更できませんに変更できませんに変更できませんに変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE MODIFY文を使用して、NULL値を含む列の定義を NOT NULL
に変更しようとしました。 NOT NULLに変更する列には、NULL値が含まれていては
いけません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列の NULL値を NULL以外の値に設定してから、列を NOT NULLに変更
してください。 

ORA-01450: キーが最大長を超えましたキーが最大長を超えましたキーが最大長を超えましたキーが最大長を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE INDEX文に指定されたすべての列を結合した長さが、最大索引長を超
えました。 最大索引長は、オペレーティング・システムに依存します。 索引の全長は、
索引付き列の幅の総和に索引付き列の数を加算したものとなります。 日付フィールドの
長さは 7、文字フィールドは定義された幅、数値フィールドの長さは 22として計算され
ます。 長さ = (精度 /2) + 1負の値の場合は、+1を加えてください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  索引長が、オペレーティング・システムの最大索引長を超えないように、索
引を付ける列を選択します。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参
照してください。

ORA-01451:NULLに変更しようとした列は変更できませんに変更しようとした列は変更できませんに変更しようとした列は変更できませんに変更しようとした列は変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  その列がすでに NULL値を受け入れるようになっているか、NOT NULL制約が
主キーまたはチェック制約の一部であるか、または、ALTER TABLE MODIFY文が列指
定を NULLから NULLに不必要に変更しようとしました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  主キーまたはチェック制約によって NOT NULL制約が施行されている場合
は、NOT NULL制約を削除してください。 

ORA-01452: 重複キーがあるの重複キーがあるの重複キーがあるの重複キーがあるのでででで CREATE UNIQUE INDEXは実行できませんは実行できませんは実行できませんは実行できません。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE UNIQUE INDEX文に、重複する値を含む列をいくつか指定しました。 
UNIQUE INDEXを作成するためには、索引を付ける列の値は行ごとに一意でなければ
なりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エントリが一意でなくてもよい場合は、CREATE INDEX文からキーワード
UNIQUEを取り除いてから、文を再実行してください。 主キーのようにエントリが一意
でなければならない場合は、UNIQUEの索引を作成する前に、重複する値を取り除い
てください。 

ORA-01453: SET TRANSACTIONはトランザクションの最初の文でなければなりませんはトランザクションの最初の文でなければなりませんはトランザクションの最初の文でなければなりませんはトランザクションの最初の文でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  SET TRANSACTION文が最初になかったため、トランザクションは正しく処理
されませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SET TRANSACTION文を使用する前に、現在のトランザクションをコミッ
トまたはロールバックしてください。 

ORA-01454: 列を数値データ型に変換できません列を数値データ型に変換できません列を数値データ型に変換できません列を数値データ型に変換できません。。。。 
原原原原因因因因 :  非数値を数値に変換できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  値に、数字、単一の符号、単一の小数点、文字 Eまたは e以外の値が含まれ
ていないことを確かめて、操作を再試行してください。

ORA-01455: 列の変換により整数データ型がオーバーフローしました列の変換により整数データ型がオーバーフローしました列の変換により整数データ型がオーバーフローしました列の変換により整数データ型がオーバーフローしました。。。。 
原原原原因因因因 :  指定した式の変換形が、指定したデータ型に対して大きすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より大きいデータ型を定義するか、データを訂正してください。 

ORA-01456: READ ONLYトランザクシトランザクシトランザクシトランザクショョョョンでは挿ンでは挿ンでは挿ンでは挿入入入入 /削削削削除除除除 /更新ができません更新ができません更新ができません更新ができません。。。。 
原原原原因因因因 :  非 DDL INSERT/DELETE/UPDATEまたは SELECT FOR UPDATE操作を試みま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現在のトランザクションをコミットまたはロールバックして、操作を再試行
してください。

ORA-01457: 列の変換によ列の変換によ列の変換によ列の変換によりりりり 10進数データ型がオーバーフローしました進数データ型がオーバーフローしました進数データ型がオーバーフローしました進数データ型がオーバーフローしました。。。。 
原原原原因因因因 :  指定した式の変換形が、指定した型に対して大きすぎます。 COBOLプログラム
の PICTURE句で COMP-3を使用する場合にも、このエラーが発生します。この句は
Pro*COBOLプリコンパイラおよび COBOLプリコンパイラで受け入れられますが、こ
のエラーとなります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より大きいデータ型を定義するか、データを訂正してください。 

ORA-01458: 可変長文字列の長さが無効です可変長文字列の長さが無効です可変長文字列の長さが無効です可変長文字列の長さが無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  可変長文字列をバインドしていますが、バッファ長が必要最小限 (2バイト )の長
さより小さくなっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バッファ・サイズを大きくするか、他のデータ型を使用してください。 

ORA-01459: 可変長文字列の長さが無効です可変長文字列の長さが無効です可変長文字列の長さが無効です可変長文字列の長さが無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  バッファ長が、必要な最小値（2バイト）より短いか、バインド実行時のバッ
ファ長から 2バイトを減じた長さより長い値でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 バッファ長は、フェッチ時に Oracleによって正しく設定されます。 

ORA-01460: 要求された変換ができません要求された変換ができません要求された変換ができません要求された変換ができません。。。。 
原原原原因因因因 :  要求された形式変換はサポートされていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  要求された変換を SQL文から取り除いてください。 TO_CHAR、TO_DATE、
TO_NUMBERの各関数の構文を調べて、サポートされている変換を確認してください。 

ORA-01461: LONG値値値値はははは LONG列にのみバインドできます列にのみバインドできます列にのみバインドできます列にのみバインドできます。。。。
原原原原因因因因 :  LONGデータ型の値を他のデータ型に挿入しようとしました。 これは許可されて
いません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LONGデータ型を他の型の列に挿入しないでください。 

ORA-01462: 2000文字を超えて文字を挿入できません文字を超えて文字を挿入できません文字を超えて文字を挿入できません文字を超えて文字を挿入できません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleがサポートしている最長の長さは 2000文字 (バイト )です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  定数の文字数を 2000文字以内に抑えるか、2000文字を超える場合には
VARCHAR2または LONGデータ型を使用してください。 

ORA-01463: 現行の制約では、列のデータ型を変更できません現行の制約では、列のデータ型を変更できません現行の制約では、列のデータ型を変更できません現行の制約では、列のデータ型を変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  CHARから VARCHAR、または VARCHARから CHARへのデータ型変更だけ
を許可する参照制約またはチェック制約を持つ列のデータ型を変更しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制約を削除するか、または制約に違反するような操作は行わないでくださ
い。 

ORA-01464: 表またはビューの循環的な付与が検出されまし表またはビューの循環的な付与が検出されまし表またはビューの循環的な付与が検出されまし表またはビューの循環的な付与が検出されましたたたた (上位のユーザーに権限を与上位のユーザーに権限を与上位のユーザーに権限を与上位のユーザーに権限を与
えようとしましえようとしましえようとしましえようとしましたたたた )。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文の TO句に指定したユーザーは、この表上の権限がすでに GRANTさ
れています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表上のある権限を許可したユーザーに対して、その表上の権限をそのユー
ザーに許可してはいけません。 エラーを含む文は不要と見なされます。 

ORA-01465:  16進数値が無効です進数値が無効です進数値が無効です進数値が無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  SELECT FOR UPDATEに続く UPDATE文の ROWIDの一部に無効な文字が含ま
れています。 ROWIDは、予定される正しいフォーマットで、引用符で囲んで指定しな
ければなりません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECT FOR UPDATEの中で返されたとおりに ROWIDを入力してくださ
い。 

ORA-01465:  16進数値が無効です進数値が無効です進数値が無効です進数値が無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  SELECT FOR UPDATEに続く UPDATE文の ROWIDの一部に無効な文字が含ま
れています。 ROWIDは、予定される正しいフォーマットで、引用符で囲んで指定しな
ければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECT FOR UPDATEの中で返されたとおりに ROWIDを入力してくださ
い。 

ORA-01466: 表定義が変更されているのでデータを読み込めません表定義が変更されているのでデータを読み込めません表定義が変更されているのでデータを読み込めません表定義が変更されているのでデータを読み込めません。。。。
原原原原因因因因 :  これは、表や索引などのデータベース・オブジェクトに対する時間ベースの読込
み整合性エラーです。 次のいずれかが発生した可能性があります。 

■ 表 (または索引 )が変更された後で問合せが解析されましたが、古いスナップショッ
トを使って実行されました。 

■ オブジェクトの作成タイム・スタンプが、現行のシステム時刻よりも大きくなって
います。 たとえば、システム時刻がオブジェクトの作成時刻よりも前に設定されて
いるような場合に発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のように処置します。 

■ 古いスナップショットが原因の場合は、トランザクションをコミットまたはロール
バックして、作業を再開してください。 

■ 作成タイム・スタンプの値が大きいことが原因の場合は、システム時刻を正しく設
定してください。 

オブジェクトの作成タイム・スタンプが依然としてシステム時刻よりも大きい場合は、
オブジェクトが新しい作成タイム・スタンプを持つように、オブジェクトのデータをエ
クスポートしてこのオブジェクトを削除し、オブジェクトを再作成してから、オブジェ
クトのデータをインポートし、作業を再開します。 

ORA-01467: ソート・キーが長すぎますソート・キーが長すぎますソート・キーが長すぎますソート・キーが長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  DISTINCT、GROUP BY、ORDER BY、SETの各処理では、Oracleが サポートし
ている長さを超える長さのソート・キーが要求されます。 SELECT文に指定した列また
はグループ関数の数が多すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  操作に関連する列またはグループ関数の数を減らしてください。 

ORA-01468: 外部結合表外部結合表外部結合表外部結合表はははは 1つだけ参照できますつだけ参照できますつだけ参照できますつだけ参照できます。。。。
原原原原因因因因 :  WHERE句のある述語には (+)によって異る表から 2つの列が含まれています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  WHERE句を変更して、各述語には外部結合表が 1つだけ含まれるようにし
てください。 

ORA-01469: PRIORの後に指定できるのは列名ですの後に指定できるのは列名ですの後に指定できるのは列名ですの後に指定できるのは列名です。。。。 
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原原原原因因因因 :  PRIORキーワードの後に、無効な列名が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文と綴りを確認し、有効な列名を使用して再実行してください。 

ORA-01470: Inリストの反復では、混合演算子はサポートされていませんリストの反復では、混合演算子はサポートされていませんリストの反復では、混合演算子はサポートされていませんリストの反復では、混合演算子はサポートされていません。。。。 
原原原原因因因因 :  Inリストに異なる型の定数が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Inリストに同じ型の定数を使用してください。

ORA-01471: オブジェクトと同じ名前のシノニムは作成できませんオブジェクトと同じ名前のシノニムは作成できませんオブジェクトと同じ名前のシノニムは作成できませんオブジェクトと同じ名前のシノニムは作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  参照するオブジェクトと同じ名前のシノニムを作成しようとしました。 このエ
ラーは通常、参照するいずれかのオブジェクトと同じ名前を持つプライベート・シノニ
ムをユーザーが作成しようとすると発生します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  異なるシノニム名を選択するか、異なるユーザー名でシノニムを作成してく
ださい。

ORA-01472: CONNECT BYはははは DISTINCT,GROUP BYなどを含むビューには使用できませなどを含むビューには使用できませなどを含むビューには使用できませなどを含むビューには使用できませ
んんんん。。。。 
原原原原因因因因 :  出力行と基本表の行の間に関連がないビュー上で、CONNECT BY句は使用でき
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ビューから DISTINCTまたは GROUP BYを取り除くか、CONNECT BY句
をビュー内に移してください。 

ORA-01473: CONNECT BY句には副問合せを指定できません句には副問合せを指定できません句には副問合せを指定できません句には副問合せを指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  CONNECT BY句に副問合せは使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  副問合せを取り除くか、またはWHERE句に移してください。 

ORA-01474: CONNECT BYなしなしなしなしでででで START WITHやややや PRIORは指定できませんは指定できませんは指定できませんは指定できません。。。。 
原原原原因因因因 :  START WITHおよび PRIORは、CONNECT BYを伴わなくては意味を持ちませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文の構文を調べて、必要に応じて CONNECT BY句を指定してくださ
い。 

ORA-01475: バインド変数のデータ型を変更するには、カーソルを再解析しなければなりまバインド変数のデータ型を変更するには、カーソルを再解析しなければなりまバインド変数のデータ型を変更するには、カーソルを再解析しなければなりまバインド変数のデータ型を変更するには、カーソルを再解析しなければなりま
せんせんせんせん。。。。 
原原原原因因因因 :  文を実行した後で、バインド変数を元のバインドとは異なるデータ型で再バイン
ドしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  異なるデータ型による再バインドの前に、カーソルを再解析してください。 

ORA-01476: 除数がゼロです除数がゼロです除数がゼロです除数がゼロです。。。。
原原原原因因因因 :  ある式でゼロで除算しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  式を訂正して、操作を再試行してください。

ORA-01477: ユーザー・データ領域記述子が大きすぎますユーザー・データ領域記述子が大きすぎますユーザー・データ領域記述子が大きすぎますユーザー・データ領域記述子が大きすぎます。。。。
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SQLの実行メッセージ : 01400～ 01489
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01478: LONG列はバインド配列に使用できません列はバインド配列に使用できません列はバインド配列に使用できません列はバインド配列に使用できません。。。。 
原原原原因因因因 :  最大サイズが 2000バイトを超える列で配列バインドを使用しようとしました。 こ
れは許可されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LONG列には、配列バインドを使用しないでください。 かわりに通常のバイ
ンドを使用してください。

ORA-01479: バッファ内の最後の文字バッファ内の最後の文字バッファ内の最後の文字バッファ内の最後の文字がががが NULLではありませんではありませんではありませんではありません。。。。
原原原原因因因因 :  タイプ 97のバインド変数が NULLを最後に含んでいません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最後の文字を NULLにしてください。 

ORA-01480: STRバインド値に終了バインド値に終了バインド値に終了バインド値に終了のののの NULLがありませんがありませんがありませんがありません。。。。
原原原原因因因因 :  タイプ SQLT_STRとして指定されたバインド変数の最後が NULL(0)文字ではあ
りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ストリング・バインド変数の最大長および内容を調べてください。

ORA-01481: NUMBER形式の文字が無効です形式の文字が無効です形式の文字が無効です形式の文字が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  TO_CHARまたは TO_NUMBER関数に無効な形式パラメータが使用されまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正して、操作を再実行してください。

ORA-01482: 指定されたキャラクタ・セットはサポートされていません指定されたキャラクタ・セットはサポートされていません指定されたキャラクタ・セットはサポートされていません指定されたキャラクタ・セットはサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  CONVERT関数の第 2または第 3パラメータはサポートされていないキャラク
タ・セットです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サポートされているキャラクタ・セットを使用してください。 

ORA-01483: DATEまたまたまたまたはははは NUMBERバインド変数の長さが無効ですバインド変数の長さが無効ですバインド変数の長さが無効ですバインド変数の長さが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  タイプ DATEまたはNUMBERのバインド変数が長すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最大長については、Oracleオペレーティング・システム固有のマニュアルを
確認してください。 

ORA-01484: 配列配列配列配列はははは PL/SQL文に対してのみバインドすることができます文に対してのみバインドすることができます文に対してのみバインドすることができます文に対してのみバインドすることができます。。。。 
原原原原因因因因 :  PL/SQL文以外に配列をバインドしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PL/SQL文だけに配列をバインドするように注意して、違反しているコード
を書き直してください。

ORA-01485: コンパイル・バインド長が実行バインド長と異なりますコンパイル・バインド長が実行バインド長と異なりますコンパイル・バインド長が実行バインド長と異なりますコンパイル・バインド長が実行バインド長と異なります。。。。
原原原原因因因因 :  DTYVCSタイプ（前部に 2バイトの長さを持つ VARCHAR）のバッファをバイ
ンドしました。実行時に最初の 2バイトの長さが、バインド・コールで指定された最大
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その他、ANALYZE、SQLの解析、実行 : 01490～ 01499
のバッファ長を超えています。 配列内の要素の数、および配列内の現在の要素数が配列
の最大数を超えることはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  配列 +2バイトのバッファ長を収納できるように、バッファ・サイズを十分
大きくしてください。

ORA-01486: 配列要素のサイズが大きすぎます配列要素のサイズが大きすぎます配列要素のサイズが大きすぎます配列要素のサイズが大きすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  そのデータ型には大きすぎるデータ値（たとえば、NUMBER）、または 2000バ
イトよりも大きいデータ値（たとえば、VARCHARまたは LONG）をバインドしよう
としました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  許容される長さになるようにデータ値を変換または切り捨てる方法を見つけ
てください。

ORA-01487: 指定のバッファに対してパッ指定のバッファに対してパッ指定のバッファに対してパッ指定のバッファに対してパックククク 10進数が大きすぎます進数が大きすぎます進数が大きすぎます進数が大きすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  バッファが足りなくて変換結果を収録できないため、変換要求が実行されません
でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バッファのサイズを増やしてください。 

ORA-01488: 入力データ中のニブルまたはバイトが無効です入力データ中のニブルまたはバイトが無効です入力データ中のニブルまたはバイトが無効です入力データ中のニブルまたはバイトが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  数値が不適切であり、変換要求が実行されませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数値を修正して、再試行してください。 

ORA-01489: 文字列を連結した結果、長さが最大長を超えました文字列を連結した結果、長さが最大長を超えました文字列を連結した結果、長さが最大長を超えました文字列を連結した結果、長さが最大長を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  文字列を連結した結果、文字列の最大長（2000文字）を超えました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  連結する文字列の一方または両方のサイズを小さくします。 連結した文字列
の長さの合計が 2000文字以内になるようにします。 

その他、ANALYZE、SQLの解析、実行 : 01490～ 01499 
この節には、ANALYZEコマンド、SQL解析機能などの現行プロセスによってコールされる
2次プロセス、および Oracleコマンドの実行中にコールされる 2次プロセスによって生成さ
れる様々なメッセージを記載しています。

ORA-01490: ANALYZE コマンドが無効ですコマンドが無効ですコマンドが無効ですコマンドが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ANALYZEコマンドの構文が間違っています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、正しい構文を使用してコマンドを入力してください。 

ORA-01491: CASCADEオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CASCADEオプションは、表またはクラスタに対してだけ使用します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このように CASCADEオプションを使用してはなりません。 構文を調べて再
入力してください。

ORA-01492: LISTオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
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その他、ANALYZE、SQLの解析、実行 : 01490～ 01499
原原原原因因因因 :  LISTオプションは、表またはクラスタに対してだけ使用します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このように LISTオプションを使用してはなりません。 構文を調べて再入力し
てください。 

ORA-01493: 指定され指定され指定され指定されたたたた SAMPLEサイズが無効ですサイズが無効ですサイズが無効ですサイズが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定した SAMPLEサイズが範囲外です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な範囲内の値を指定してください。 

ORA-01494: 指定された指定された指定された指定された SIZE は無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定したヒストグラムの SIZE値が範囲外でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な範囲内の値を指定してください。 

ヒストグラムの詳細は、『Oracle8 Serverチューニング』を参照してください。                    

ORA-01495: 指定した連鎖行の表がありません指定した連鎖行の表がありません指定した連鎖行の表がありません指定した連鎖行の表がありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定した表は存在しないか、またはユーザーにこの表にアクセスするための適切
な権限がありません。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  既存の表を指定するか、またはアクセスするための権限を獲得します。 

ORA-01496: 指定した連鎖行の表形式が無効です指定した連鎖行の表形式が無効です指定した連鎖行の表形式が無効です指定した連鎖行の表形式が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定した表に適切なフィールド定義がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表名の綴りを調べて、使用する正しい表を指定してください。 

ORA-01497: ANALYZE CLUSTERのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  FOR COLUMNS <列のリスト >句は、ANALYZE CLUSTERでは使用できませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な構文を使用して、再実行してください。 

ANALYZE CLUSTERの詳細は、『Oracle8 Server SQL リファレンス』  の索引項目
「ANALYZE CLUSTER」を参照してください。

ORA-01498: ブロック検査エラーです。トレース・ファイルを調べてくださいブロック検査エラーです。トレース・ファイルを調べてくださいブロック検査エラーです。トレース・ファイルを調べてくださいブロック検査エラーです。トレース・ファイルを調べてください。。。。
原原原原因因因因 :  ANALYZEコマンドによるブロックの検査中に、エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題についての詳細メッセージがないか、トレース・フ ァイルを確認してく
ださい。 これらのエラーを修正してください。 トレース・ファイルの名前は、オペレー
ティング・システムによって異なります（たとえば ORAxxxx.TRCなど）。 トレース・
ファイルは、初期化パラメータ USER_DUMP_DESTに指定したディレクトリに格納さ
れています。 USER_DUMP_DESTを設定していない場合、トレース・ファイルは作成さ
れませ ん。 オブジェクトを再作成する必要がある場合もあります。 さらにオペレーティ
ング・システム固有のマニュアルも参照してください。

ORA-01499: 表または索引の相互参照エラーです。トレース・ファイルを調べてください表または索引の相互参照エラーです。トレース・ファイルを調べてください表または索引の相互参照エラーです。トレース・ファイルを調べてください表または索引の相互参照エラーです。トレース・ファイルを調べてください。。。。 
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Oracleコマンド・メッセージ : 01500～ 01699
原原原原因因因因 :  ANALYZEコマンドによる索引または表の検査中に、エラーが発生しました。 適
切な相互参照を指していない、1つ以上のエントリがあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題についての詳細メッセージがないか、トレース・フ ァイルを確認してく
ださい。 これらのエラーを修正してください。 トレース・ファイルの名前は、オペレー
ティング・システムによって異なります（た とえば ORAxxxx.TRCなど）。 トレース・
ファイルは、初期化パラメータ USER_DUMP_DESTに指定したディレクトリに格納さ
れています。 USER_DUMP_DESTを設定していない場合、トレース・ファイルは作成さ
れません。 オブジェクトを再作成する必要がある場合もあります。 さらにオペレーティ
ング・システム固有のマニュアルも参照してください。

Oracleコマンド・メッセージ : 01500～ 01699
この節には、Oracleコマンドの入力時に生成されるメッセージを記載しています。

Trusted Oracleを使用している場合、その環境のエラー・メッセージ情報については Trusted 
Oracleドキュメンテーションを参照してください。

ORA-01500: 日日日日付付付付 /時間の取得に失敗しました時間の取得に失敗しました時間の取得に失敗しました時間の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文または ALTER TABLESPACE文の実行において、日付お
よび時間の取得に障害がありました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

ORA-01501: CREATE DATABASE に失敗しましたに失敗しましたに失敗しましたに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文の実行中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  付属のエラー・メッセージ・スタック中の診断情報を参照してください。 

ORA-01502: 索引索引索引索引 str.name はダイレクト・ロードの状態ですはダイレクト・ロードの状態ですはダイレクト・ロードの状態ですはダイレクト・ロードの状態です。。。。
原原原原因因因因 :  指定した索引はダイレクト・ロードによって無効の印が付けられています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定した索引を削除してください。 

ORA-01503: CREATE CONTROLFILE に失敗しましたに失敗しましたに失敗しましたに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILEを実行中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  同時に出力されるメッセージを参照してください。

ORA-01504: データベースデータベースデータベースデータベース名名名名 :nameがパラメーがパラメーがパラメーがパラメータタタタ DB_NAME:strと一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASEコマンドまたは START UPコマンドに指定した名前がパラ
メータ DB_NAMEに指定されている名前と一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  どちらの名前が正しいか判断し、名前を訂正してからこのコマンドを再実行
してください。 

ORA-01505: ログ・ファイル登録時にエラーが発生しましたログ・ファイル登録時にエラーが発生しましたログ・ファイル登録時にエラーが発生しましたログ・ファイル登録時にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文または ALTER DATABASE文を実行して、新しい REDO
ログ・ファイルを登録しているときにエラーが発生しました。 このコマンドを発行する
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Oracleコマンド・メッセージ : 01500～ 01699
ユーザーは、CONNECT INTERNALを実行しなければなりません。 データベースをマ
ウントする必要がありますが、REDOログ・ファイルを追加するためにはクローズしな
ければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  同時に出力される詳細情報についてのメッセージ・スタックを確認してか
ら、マウントしているデータベースをクローズして、セッションを INTERNALとして
接続するようにしてください。 

ORA-01506: データベース名が無効ですデータベース名が無効ですデータベース名が無効ですデータベース名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE文にデータベース名が指定されていません。INIT.ORAパラ
メータ DB_NAMEも指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER DATABASE文または INIT.ORAパラメータ DB_NAMEに、データ
ベース名を指定する必要があります。 START UPの一部として指定されているデータ
ベース名があれば、それを使用して、SQL*DBAコマンド START UPが ALTER 
DATABASE文を発行することに注意してください。 

ORA-01507: データベースがマウントされていませんデータベースがマウントされていませんデータベースがマウントされていませんデータベースがマウントされていません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE文に変更するデータベースの名前を指定しましたが、現在マ
ウントされているデータベースはありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL*DBAの START UPコマンドを介して ALTER DATABASEコマンドを実
行している場合は、MOUNTオプションを指定してください。 ALTER DATABASE 
DISMOUNTコマンドを直接実行している場合は何もしないでください。 それ以外の場
合は、MOUNTオプションを指定して ALTER DATABASEコマンドを再発行してくだ
さい。 

ORA-01508: ファイファイファイファイルルルル :name,行行行行 :numでエラーが発生しました。データベースが作成できまでエラーが発生しました。データベースが作成できまでエラーが発生しました。データベースが作成できまでエラーが発生しました。データベースが作成できま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  この行番号でエラーが発生したため、CREATE DATABASE文はこのファイルを
処理できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されたファイル中のエラーの行を調べてエラーを訂正してから、
CREATE DATABASE文を再実行してください。 Oracle提供のファイルにエラーがある
場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01509: 指定した名指定した名指定した名指定した名前前前前 :nameが実際の名が実際の名が実際の名が実際の名前前前前 :nameと一致しませんと一致しませんと一致しませんと一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE文に指定したデータベース名は、現在マウントされている
データベース名と一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース名の綴りを訂正するか、マウントしているデータベースを取り
外してください。 

ORA-01510: ログ・ファイルの削除中にエラーが発生しましたログ・ファイルの削除中にエラーが発生しましたログ・ファイルの削除中にエラーが発生しましたログ・ファイルの削除中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE文の実行で、REDOログ・ファイルの削除中にエラーが発生
しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックを調べて詳細情報を確認してください 
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ORA-01511: ロロロロググググ /データ・ファイルの改名中にエラーが発生しましたデータ・ファイルの改名中にエラーが発生しましたデータ・ファイルの改名中にエラーが発生しましたデータ・ファイルの改名中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE文の実行で、ログ・ファイルまたはデータ・ファイルの再命
名中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックを調べて詳細情報を確認してください 

ORA-01512: ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル name の改名中にエラーが発生しました。新しいファイルの改名中にエラーが発生しました。新しいファイルの改名中にエラーが発生しました。新しいファイルの改名中にエラーが発生しました。新しいファイル  
name が見つかりませんが見つかりませんが見つかりませんが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイル内のログ・ファイルの名前を変更しようとしてエラーが発生しまし
た。新しい名前のファイルが見つかりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルの改名がオペレーティング・システムによって正しく行われ
たかどうかを確認し、再試行してください。 

ORA-01513: オペレーティング・システムが返した現行時間が無効ですオペレーティング・システムが返した現行時間が無効ですオペレーティング・システムが返した現行時間が無効ですオペレーティング・システムが返した現行時間が無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システムが 1988年から 2121年までの間にない時間を返しま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システムが管理している時間を訂正してください。

ORA-01514: 指定したログが存在しないためエラーが発生しました指定したログが存在しないためエラーが発生しました指定したログが存在しないためエラーが発生しました指定したログが存在しないためエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ログ・ファイル名またはメンバー名リストが存在しないログ・ファイルを指定し
ています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  既存の REDOログ・ファイルの名前を指定し、名前の綴りを確認してから、
文を再実行してください。 

ORA-01515: ログが存在しないためログ・グルーログが存在しないためログ・グルーログが存在しないためログ・グルーログが存在しないためログ・グループプププ :numの削除エラーが発生しましたの削除エラーが発生しましたの削除エラーが発生しましたの削除エラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  存在しない REDOログ・ファイルを削除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  存在しているログ・ファイルの名前を指定し、文を再実行してください。 

ORA-01516: ロロロロググググ /データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル name が存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE文によって、データベース制御ファイルに認識されていない
ログ・ファイルを再命名しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  存在しているログ・ファイルの名前を指定し、文を再実行してください。 

ORA-01517: ログ・メンバログ・メンバログ・メンバログ・メンバーーーー : str 
原原原原因因因因 :  このメッセージは他のエラー・メッセージに関係のあるファイル名を伝えます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示される詳細なメッセージを参照して、適切な処置を行ってくださ
い。

ORA-01518: CREATE DATABASE文で文で文で文ではははは 2つ以上のログ・ファイルを指定しなければなりつ以上のログ・ファイルを指定しなければなりつ以上のログ・ファイルを指定しなければなりつ以上のログ・ファイルを指定しなければなり
ませんませんませんません。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文にログ・ファイルが 1つしか指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  少なくともログ・ファイルを 2つ指定して、文を再実行してください。 
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ORA-01519: ファイファイファイファイルルルル :name,行行行行 :num のあたりでエラーが発生しましたのあたりでエラーが発生しましたのあたりでエラーが発生しましたのあたりでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  このファイルの処理中に、CREATE DATABASE文に問題が発生しました。シス
テム導入時の問題の可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム導入手順を再試行するか、オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してくださ
い。

ORA-01520: 追加したデータ・ファイルの数追加したデータ・ファイルの数追加したデータ・ファイルの数追加したデータ・ファイルの数 num が制が制が制が制限限限限 num をををを超えています超えています超えています超えています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE TABLESPACE文に、このデータベースに許可されている数を超える数
のファイルを指定しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの数を減らしてください。 この制限を超える数のファイルを指定す
るためには、MAXDATAFILESの値を大きくして、データベースを作成し直す必要があ
ります。 

ORA-01521: データ・ファイルの追加中にエラーが発生しましたデータ・ファイルの追加中にエラーが発生しましたデータ・ファイルの追加中にエラーが発生しましたデータ・ファイルの追加中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  CREATEまたは ALTER TABLESPACE文で、データ・ファイルの登録中にエラー
が検出されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックを調べて詳細情報を確認してください 

ORA-01522: 改名すべきファイ改名すべきファイ改名すべきファイ改名すべきファイルルルル :nameがありませんがありませんがありませんがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLESPACE RENAME文で、改名すべきファイルがデータベース制御
ファイル中に見つかりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいファイル名を指定して、文を再実行してください。 

ORA-01523: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル :nameはすでに存在するため改名できませんはすでに存在するため改名できませんはすでに存在するため改名できませんはすでに存在するため改名できません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE RENAMEまたは ALTER TABLESPACE RENAME文で、
ファイルの新しい名前がすでに制御ファイル中に存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースの一部として使用されていないファイル名を再命名してくださ
い。 

ORA-01524: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル :nameはすでに存在するため作成できませんはすでに存在するため作成できませんはすでに存在するため作成できませんはすでに存在するため作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE CREATE DATAFILE文で、ファイルの新しい名前がすでに制
御ファイル中に存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースでまだ使用されていない名前を指定してください。 

ORA-01525: データ・ファイルの改名中にエラーが発生しましたデータ・ファイルの改名中にエラーが発生しましたデータ・ファイルの改名中にエラーが発生しましたデータ・ファイルの改名中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLESPACEの一部のファイルの改名中にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックを調べて詳細情報を確認してください (エ
ラー・メッセージ・スタックに挙げられているものを除くファイルはすべて改名されて
います )。

ORA-01526: ファイファイファイファイルルルル :nameのオープン中にエラーが発生しましたのオープン中にエラーが発生しましたのオープン中にエラーが発生しましたのオープン中にエラーが発生しました。。。。 
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原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文によって、エラー・メッセージ中のファイルをオープン
できません。 システム導入時の問題の可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム導入手順を再試行するか、オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してくださ
い。

ORA-01527: ファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しましたファイルの読込みでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文が、指定したファイルを読込みできませんでした。シス
テム導入時の問題の可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム導入手順を再試行するか、オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してくださ
い。

ORA-01528: SQL文の処理中文の処理中文の処理中文の処理中にににに EOFエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しましたエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定したファイルを読込み中に、CREATE DATABASE文が予期せずファイルの
終わりとなりました。システム導入時の問題の可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム導入手順を再試行するか、オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してくださ
い。

ORA-01529: ファイルファイルファイルファイル name のクローズにエラーが発生しましたのクローズにエラーが発生しましたのクローズにエラーが発生しましたのクローズにエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文によって、エラー・メッセージ中のファイルをクローズ
できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム導入手順を再試行するか、オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。 さらにオペレーティング・システム固有のマニュアルも参照してくださ
い。

ORA-01530: このインスタンスはすでにデータベースをマウントしていますこのインスタンスはすでにデータベースをマウントしていますこのインスタンスはすでにデータベースをマウントしていますこのインスタンスはすでにデータベースをマウントしています。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE MOUNTで、すでにマウントされているデータベースのある
インスタンスがデータベースをマウントしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このデータベースをマウントする場合は、インスタンスをいったん停止し
て、次にインスタンスを起動してから操作を再試行してください。

ORA-01531: このインスタンスはすでにデータベースをオープンしていますこのインスタンスはすでにデータベースをオープンしていますこのインスタンスはすでにデータベースをオープンしていますこのインスタンスはすでにデータベースをオープンしています。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE文で、すでにオープンされているデータベースのあるインス
タンスがデータベースをオープンしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新しいデータベースをオープンしたいのであれば、インスタンスをいったん
停止して、次にインスタンスを起動してから操作を再試行してください。

ORA-01532: インスタンスがすでに他で起動されているのでデータベースは作成できませんインスタンスがすでに他で起動されているのでデータベースは作成できませんインスタンスがすでに他で起動されているのでデータベースは作成できませんインスタンスがすでに他で起動されているのでデータベースは作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文で、別のユーザーがこのインスタンスを同時に起動して
いるように思われます。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  操作を再試行してください。 それでもエラーが再発するようであれば、オラ
クル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01533: ファイファイファイファイルルルル :nameは表領域に属していないので改名できませんは表領域に属していないので改名できませんは表領域に属していないので改名できませんは表領域に属していないので改名できません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLESPACE RENAME文で、再命名の対象となるファイルがこの表領
域に見つかりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文および綴りを調べて、正しいファイル名と表領域名を指定してくださ
い。 

ORA-01534: ロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメントトトト :nameが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTERまたは DROP ROLLBACK SEGMENT中に、指定したロールバック・セ
グメント名が見つかりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文および綴りを訂正し、ロールバック・セグメント名を正しく指定する
か、別のロールバック・セグメントを指定してください。 

ORA-01535: ロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメント name はすでに存在しますはすでに存在しますはすでに存在しますはすでに存在します。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE ROLLBACK SEGMENTの実行中に指定したロールバック・セグメント
は、すでに存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文および綴りを訂正し、ロールバック・セグメント名を正しく指定する
か、別のロールバック・セグメントを指定してください。 

ORA-01536: 表領表領表領表領域域域域 :nameに対して割当てられた領域を使い果たしましたに対して割当てられた領域を使い果たしましたに対して割当てられた領域を使い果たしましたに対して割当てられた領域を使い果たしました。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザーは、表領域中に新たにエクステントの作成を伴う操作を実行しようとし
たが、表領域内の領域割当て量をすでに使い果しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかを実行してください。 

■ 表領域内の不必要なオブジェクトを削除して、領域を再生してください。 

■ データベース管理者に表領域の割当て制限を大きくするように依頼してください。 

ORA-01537: データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル name が追加できません。このファイルはすでにデータベーが追加できません。このファイルはすでにデータベーが追加できません。このファイルはすでにデータベーが追加できません。このファイルはすでにデータベー
スの一部になっていますスの一部になっていますスの一部になっていますスの一部になっています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATEまたは ALTER TABLESPACEの中で登録しようとしているファイルはす
でにデータベースの一部となっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイル名の綴りを訂正するか、別のファイルを使用してくださ
い。 

ORA-01538: ロールバック・セグメントの獲得に失敗しましたロールバック・セグメントの獲得に失敗しましたロールバック・セグメントの獲得に失敗しましたロールバック・セグメントの獲得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  インスタンスは SYSTEMロールバック・セグメントを獲得するのに失敗しまし
た。または、PARALLEL(SHARED)で起動中に SYSTEMロールバック・セグメントへ
の追加のロールバック・セグメントを 1つ獲得するのに失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SYSTEMロールバック・セグメントが使用可能であることを確認してくださ
い。 SHAREDモードでインスタンスを起動する前に、パブリック・ロールバック・セグ
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メントをさらに 1つ作成するか、または初期化パラメータ ROLLBACK_SEGMENTSに
使用可能なプライベート・ロールバック・セグメントを指定してください。 

ORA-01539: 表領表領表領表領域域域域 :nameはオンラインではありませんはオンラインではありませんはオンラインではありませんはオンラインではありません。。。。
原原原原因因因因 :  表領域を常時オフラインにしようとしましたが、この表領域はオンラインではあ
りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域の状態を調べてください。 IMMEDIATEオプションまたは
TEMPORARYオプションを使用して、 すべてのファイルを強制的にオフラインにしてく
ださい。 また、データベースは ARCHIVELOGモードになっていなければなりません。 

ORA-01540: 表領表領表領表領域域域域 :nameはオフラインではありませんはオフラインではありませんはオフラインではありませんはオフラインではありません。。。。
原原原原因因因因 :  表領域はオフラインの状態ではないので、オンラインにすることはできません。
または、読取り専用にすることはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域の状態を調べて、操作を再試行してください。 オプション
IMMEDIATEまたは TEMPORARYを使用してすべてのファイルを強制的にオフライン
にすることもできます。 ファイルを読取り専用にする場合は、最初に表領域をオンライ
ンにしてください。

ORA-01541: SYSTEM表領域はオフラインにできません。必要ならば停止してください表領域はオフラインにできません。必要ならば停止してください表領域はオフラインにできません。必要ならば停止してください表領域はオフラインにできません。必要ならば停止してください。。。。
原原原原因因因因 :  SYSTEM表領域をオフラインにしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SYSTEM表領域は常にオンラインに設定しておく必要があるので、オフライ
ンにはできません。 復元が必要であれば停止してください。 

ORA-01542: 表領表領表領表領域域域域 :nameはオフラインなので領域は割当てられませんはオフラインなので領域は割当てられませんはオフラインなので領域は割当てられませんはオフラインなので領域は割当てられません。。。。
原原原原因因因因 :  オフラインの表領域に領域を割当てようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域をオンラインにするか、別の表領域中にオブジェクトを作成してくだ
さい。 

ORA-01543: 表領表領表領表領域域域域 :nameはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在していますはすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  すでに存在している表領域を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新しい表領域には別の名前を使用してください。 

ORA-01544: SYSTEMロールバック・セグメントは削除できませんロールバック・セグメントは削除できませんロールバック・セグメントは削除できませんロールバック・セグメントは削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  SYSTEMロールバック・セグメントを削除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

ORA-01545: 指定したロールバック・セグメン指定したロールバック・セグメン指定したロールバック・セグメン指定したロールバック・セグメントトトト : nameは使用できませんは使用できませんは使用できませんは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  次のいずれかです。 

ケース 1: 起動中に使用不可能なロールバック・セグメントをオンラインにしようとしま
した。 たとえば、ロールバック・セグメントがオフラインの表領域にあるような場合で
す。 
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ケース 2: すでにオンラインのロールバック・セグメントをオンラインにしようとしまし
た。 これは、初期化パラメータ・ファイルの ROLLBACK_SEGMENTSパラメータ中で、
そのロールバック・セグメントが二度指定されたか、または他のインスタンスによって
すでにオンラインになっているためです。

ケース 3: 現在オンラインになっているロールバック・セグメントを削除しようとしまし
た。 

ケース 4: 現在オンラインになっているロールバック・セグメントを 制限なくエクステ
ントを使用するために削除しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかを実行してください。 

ケース 1: そのロールバック・セグメントを使用可能にしてください。たとえば、オフラ
インの表領域をオンラインにしてください。 

ケース 2: 名前が重複しているとき、または他のインスタンスがそのロールバック・セグ
メントをすでに獲得しているときは、その名前をパラメータ ROLLBACK_SEGMENTS
から削除してください。

ケース 3: ロールバック・セグメントをオフラインにしてください。これを行うには、現
行のトランザクションが終了するまで待たなければならないことがあります。ロール
バック・セグメントを回復する必要があるときは、どのエラーが原因でトランザクショ
ンのロールバックが停止しているかを調べて、適切な処置を行ってください。 

ケース 4: 3の場合を参照してください。 

ALTER ROLLBACK SEGMENTの詳細は、『Oracle8 Server SQL リファレンス』  の索引
項目「ALTER ROLLBACK SEGMENT」を参照してください。

ORA-01546: 表領域に活動中のロールバック・セグメン表領域に活動中のロールバック・セグメン表領域に活動中のロールバック・セグメン表領域に活動中のロールバック・セグメントトトト nameがありますがありますがありますがあります。。。。 
原原原原因因因因 :  アクティブになっているロールバック・セグメントを持つ表領域をオフラインに
しようとしたか、または読出し専用にしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域のアクティブなロールバック・セグメントを使用するインスタンスを
停止します。 次にそれをオフラインにするか、読出し専用にしてください。

ORA-01547: 警警警警告告告告 : RECOVERは成功しましたは成功しましたは成功しましたは成功しましたががががOPEN RESETLOGSが次のエラーを受けが次のエラーを受けが次のエラーを受けが次のエラーを受け
取りました取りました取りました取りました。。。。 
原原原原因因因因 :  不完全回復オプションのうちの 1つによるメディア回復が、エラーなしで終了し
ました。 しかし、今の時点で ALTER DATABASE OPEN RESETLOGSコマンドを実行し
ようとすると 指定のエラーで失敗します。 不完全回復を実行する前に、十分に古いバッ
クアップから 1つ以上のデータファイルを回復することを忘れたために、エラーが発生
した可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のデータ・ファイルのバックアップ、別の制御ファイル、または別の停止
基準を使用して、不完全メディア回復を再実行してください。

ORA-01548: 活動中のロールバック・セグメント活動中のロールバック・セグメント活動中のロールバック・セグメント活動中のロールバック・セグメント name があるため表領域の削除を終了しまがあるため表領域の削除を終了しまがあるため表領域の削除を終了しまがあるため表領域の削除を終了しま
したしたしたした。。。。
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原原原原因因因因 :  アクティブなロールバック・セグメントを含む表領域を削除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域のアクティブなロールバック・セグメントを使用するインスタンスを
いったん停止してから、表領域を削除してください。 

ORA-01549: 表領域が空ではないの表領域が空ではないの表領域が空ではないの表領域が空ではないのでででで INCLUDING CONTENTSオプションを使用してくオプションを使用してくオプションを使用してくオプションを使用してく
ださいださいださいださい。。。。 
原原原原因因因因 :  空でない表領域を削除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域中のすべてのオブジェクトを削除するためには、DROP TABLESPACE
文に INCLUDING CONTENTSオプションを使用してください。 

ORA-01550: SYSTEM表領域は削除できません表領域は削除できません表領域は削除できません表領域は削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  表領域 SYSTEMを削除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-01551: ロールバック・セグメント拡張中にピン・ブロックが解放されましたロールバック・セグメント拡張中にピン・ブロックが解放されましたロールバック・セグメント拡張中にピン・ブロックが解放されましたロールバック・セグメント拡張中にピン・ブロックが解放されました。。。。 
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01552: SYSTEM表領域でない表領表領域でない表領表領域でない表領表領域でない表領域域域域 : nameにシステム・ロールバック・セグメントにシステム・ロールバック・セグメントにシステム・ロールバック・セグメントにシステム・ロールバック・セグメント
は使用できませんは使用できませんは使用できませんは使用できません。。。。 
原原原原因因因因 :  非 SYSTEM表領域に関係する操作にシステム・ロールバック・セグメントを使
用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1つまたは複数のロールバック・セグメントを作成してから、ALTER 
ROLLBACK SEGMENT ’名前 ’ onlineを使用してください。 新しいプライベート・ロー
ルバック・セグメントを取得するためには、INIT.ORAパラメータ
ROLLBACK_SEGMENTSを修正する必要があるかもしれません。 SYSTEM表領域外に
ロールバック・セグメントを作成する前に、SYSTEM表領域にシステム以外のロール
バック・セグメントを作成してアクティブにする必要があります。 

ORA-01553: MAXEXTENTS は、現在割り振られているエクステントは、現在割り振られているエクステントは、現在割り振られているエクステントは、現在割り振られているエクステント数数数数 num より小さくてより小さくてより小さくてより小さくて
はいけませんはいけませんはいけませんはいけません。。。。
原原原原因因因因 :  割当てられている範囲が、指定されたMAXEXTENTSより大きくなっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXEXTENTSの値を増加させてください。 

ORA-01554: トランザクションテーブルにトランザクション・スロットがトランザクションテーブルにトランザクション・スロットがトランザクションテーブルにトランザクション・スロットがトランザクションテーブルにトランザクション・スロットが ありませんありませんありませんありません。。。。 
原原原原因因因因 :  同時実行のトランザクション件数が多すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleをシャット・ダウンし、TRANSACTIONSおよび
ROLLBACK_SEGMENTSの初期化パラメータを修正してから、Oracleを再起動してく
ださい。 TRANSACTIONSパラメータの値は、どのロールバックでも処理できるほど大
きくなければなりません。 
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ORA-01555: スナップショットが古すぎます。スナップショットが古すぎます。スナップショットが古すぎます。スナップショットが古すぎます。(ロールバック・セグメントが小さすぎますロールバック・セグメントが小さすぎますロールバック・セグメントが小さすぎますロールバック・セグメントが小さすぎます。。。。
)
原原原原因因因因 :  次のどれかです。 

ロールバック・セグメントが不十分 : ロールバック・データが使用できないため、長時
間実行の問合せでは、読み取っているブロックのスナップショッ トが再構築できないか
もしれません。 これは、データベースのデータを変更し、それからコミットまたはロー
ルバックするトランザクションが多くある場合発生することがあります。 ロールバッ
ク・セグメントが変更点の数およびサイズに対して小さすぎる場合、ロールバック・
データが上書きされることがあります。 

プリコンパイラ - ロールバック・セグメントが不十分 : ロールバック・データが使用で
きないため、長時間実行される問合せは、読み取っているブロ ックのスナップショット
を再構築できない場合があります。 これは、ご使用のプログラムが FETCHまたは
UPDATE文を繰り返した後カーソルを CLOSEしない場合に発生することがあります。 
または、COMMITの後に FETCHが実行されると、現行カーソルの最後の CLOSE以来
作成された多数のロールバック・レコードが使用可能なロールバック・セグメントを埋
めて、古いレコードの上書きを開始します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  上記の原因に応じて次の処置を行ってください。 

ロールバック・セグメントが不十分 : より大きなロールバック・セグメント をより多く
作成してください。 これによって完了したトランザクションのロールバック・データを
より長く保持できます。 

プリコンパイラ - 不十分なロールバック・セグメント : fetch across commit 機能を使用し
ない場合、カーソルを適切に閉じていることを確認 してください。 使用している場合
は、ロールバック・セグメントの数とサイ ズを増やさなければなりません。 
V$ROLLSTATビューを使用して、プログラムが作成するロールバック・データのサイ
ズを推定できます。このビューには 各ロールバック・セグメント用に書込まれたバイト
数が含まれています。 単一ユーザー・モードで現在のトランザクションをロールバッ
ク・セグメント に設定し、トランザクションの前後で V$ROLLSTATを問合せてくださ
い。 V$ROLLSTATの相違が、そのトランザクション用に書かれたロールバック・デ ー
タのバイトの数を示します。 ループ内で実行されるトランザクションの合計数を推定し、
他の同時実行のトランザクションを考慮したあと、それに応じてロールバック・セグメ
ントを作成してください。 

注意 : Fetch across commit は、ANSI標準によってサポートされていません。 ANSI標準に
よれば、コミットが実行された場合カーソルは無効になり、クローズしてから再オープ
ンすることになります。 Oracleでは fetch across commitを実行できますが、 このようなエ
ラーが発生する場合があるので注意してください。

ORA-01556: ロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントののののMINEXTENTSはははは 1より大きい値でなければなりより大きい値でなければなりより大きい値でなければなりより大きい値でなければなり
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントのMINEXTENTSに 1以下を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MINEXTENTSにもっと大きい値を指定してください。
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ORA-01557: ロールバック・セグメントのエクステントは最ロールバック・セグメントのエクステントは最ロールバック・セグメントのエクステントは最ロールバック・セグメントのエクステントは最低低低低 numブロック必要ですブロック必要ですブロック必要ですブロック必要です。。。。 
原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントに対して＜数値＞ブロック未満のエクステントが指定
されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ＜数値＞ブロック以上のエクステントを指定して、操作を再試行してくださ
い。

ロールバック・セグメントと ROLLBACK_SEGMENTSパラメータの詳細は、『Oracle8 
Server SQL リファレンス』  の索引項目「ロールバック・セグメント」と
「ROLLBACK_SEGMENTSパラメータ」を参照してください。                    

ORA-01558: ロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメント num  のトランザクショのトランザクショのトランザクショのトランザクションンンン IDが範囲外になりますが範囲外になりますが範囲外になりますが範囲外になります。。。。
原原原原因因因因 :  使用可能なトランザクション IDはすべて使用されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスをいったん停止して、別のロールバック・セグメントを使用し
て再起動します。次に、これ以上トランザクション IDを持たないロールバック・セグ
メントを削除してください。 

ORA-01559: ロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントののののMAXEXTENTSはははは 1より大きい値でなければなりより大きい値でなければなりより大きい値でなければなりより大きい値でなければなり
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントに対して 2未満のMAXEXTENTS値を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  少なくともMAXEXTENTSの値に 2を指定して、操作を再試行してくださ
い。

ORA-01560: グローバル・ハッシュ表のサイズがグローバル・ハッシュ表のサイズがグローバル・ハッシュ表のサイズがグローバル・ハッシュ表のサイズが GC_name (num != num) に一致しませんに一致しませんに一致しませんに一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージはパラレル・サーバーで稼働しているシステムだけに関連し、イ
ンスタンスの起動時に発生します。 GC_＜名前＞初期化パラメータの値が、すでにマウ
ントされているインスタンスの値と一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい初期化パラメータ・ファイルが使用されていることを確認してくださ
い。 必要に応じて、違反している初期化ファイルの GC_ name パラメータを変更して、
それらのインスタンスを停止し、訂正した初期化パラメータ・ファイルを使用して再起
動してください。 

ORA-01561: 指定された表領域内のオブジェクトすべてを削除できませんでした指定された表領域内のオブジェクトすべてを削除できませんでした指定された表領域内のオブジェクトすべてを削除できませんでした指定された表領域内のオブジェクトすべてを削除できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  表領域を削除しようとしたところ、オブジェクトを全部削除できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクトがすべて削除されるまで、DROP TABLESPACEを繰り返して
ください。 

ORA-01562: ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番号号号号 :numを拡張できませんを拡張できませんを拡張できませんを拡張できません。。。。 
原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントを拡大しようとして障害が発生しました。 通常、問題
はロールバック・セグメントを拡張するためのデータベース内の領域が不足しているこ
とにあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、失敗の原因を示すもう 1つのメッセージが、通常
続いて出されます。 いったん停止して、エラーの原因に対して適切な処置を行ってくだ
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さい。 このメッセージの後に他のメッセージが出力されない場合には、データベース内
の領域不足が原因である可能性があります。

ORA-01563: ロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントがががが PUBLICです。キーワーです。キーワーです。キーワーです。キーワードドドド PUBLICを使用してくを使用してくを使用してくを使用してく
ださいださいださいださい。。。。
原原原原因因因因 :  共有ロールバック・セグメントを識別するためのキーワード PUBLICが使用され
ていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  共有ロールバック・セグメントを識別する場合は、キーワード PUBLICを使
用してください。

ORA-01564: ロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントはははは PUBLICではありませんではありませんではありませんではありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたロールバック・セグメントは共有ではありません。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  専用ロールバック・セグメントを識別する場合は、キーワード PUBLICを使
用しないでください。 

ORA-01565: ファイファイファイファイルルルル :nameの識別中にエラーが発生しましたの識別中にエラーが発生しましたの識別中にエラーが発生しましたの識別中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルを識別しようとしてエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックを調べて詳細情報を確認してください 

ORA-01566: DROP LOGFILEにファイルにファイルにファイルにファイルがががが 2回以上指定されています回以上指定されています回以上指定されています回以上指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASEで、DROP LOGFILEオプションでのファイルのリストには、
少なくとも重複が 1つあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複するファイルの指定を取り消して、文を再実行してください。

ORA-01567: nameを削除するとスレッを削除するとスレッを削除するとスレッを削除するとスレッドドドド : num 内の残りロ内の残りロ内の残りロ内の残りロググググ・ファイルの数・ファイルの数・ファイルの数・ファイルの数がががが 2より小さくより小さくより小さくより小さく
なりますなりますなりますなります。。。。 
原原原原因因因因 :  指定したファイルをすべて削除してしまうと、残りのログ・ファイル数が必要最
小限の 2以下となってしまいます。 ログを削除するよりもむしろクリアできるかもしれ
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  削除するログを減らすか、ログを消去する前にスレッドを使用禁止にしま
す。

ORA-01568: PUBLICには領域割当て量を設定できませんには領域割当て量を設定できませんには領域割当て量を設定できませんには領域割当て量を設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  表領域に PUBLICに領域割当て量を設定しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  全ユーザーに対してシステム全体または表領域全体のスペース権限を付与す
るには、次の文を使用してください。 

 GRANT UNLIMITED TABLESPACE [ON tablespace ] TO PUBLIC; 

ORA-01569:システム・ディクショナリ表に対してデータ・ファイルが小さすぎますシステム・ディクショナリ表に対してデータ・ファイルが小さすぎますシステム・ディクショナリ表に対してデータ・ファイルが小さすぎますシステム・ディクショナリ表に対してデータ・ファイルが小さすぎます。。。。 
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原原原原因因因因 :  データベースの作成中、指定したデータ・ファイルが小さすぎるため、システ
ム・ディクショナリ表を格納できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より大きな、または、より多くのファイルを指定して、データベースを再生
成してください。 

ORA-01570: MINEXTENTSは現在割当てられているエクステンは現在割当てられているエクステンは現在割当てられているエクステンは現在割当てられているエクステントトトト :numより大きくてはなより大きくてはなより大きくてはなより大きくてはな
りませんりませんりませんりません。。。。
原原原原因因因因 :  すでに割当てられているエクステントの数はコマンドで指定された
MINEXTENTSよりも少なくなっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MINEXTENTSの値としてエラー・メッセージに示されているエクステント
数を指定して、コマンドを再実行してください。 

ORA-01571: REDOのバージョンのバージョンのバージョンのバージョン num がががが Oracle のバージョンのバージョンのバージョンのバージョン num と互換性がありませんと互換性がありませんと互換性がありませんと互換性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  このバージョンでは REDOログを読み込めません。 回復が必要か、媒体回復の必
要なオフライン・データベース・ファイルがあります。 もし、ファイル名がリストされ
ていれば、媒体回復が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  いったん停止して、互換性のあるソフトウェアを使用して起動してくださ
い。 必要な媒体回復を行い、データベースをオープンしてください。 再度停止して、現
行バージョンの Oracleを使用して再起動してください。 ファイルを削除する場合は、
DROPオプションを指定してそのファイルをオフラインにし、このチェックをスキップ
してください。

ORA-01572: ロールバック・セグメントのグローバル・ハッシュ表のサイズロールバック・セグメントのグローバル・ハッシュ表のサイズロールバック・セグメントのグローバル・ハッシュ表のサイズロールバック・セグメントのグローバル・ハッシュ表のサイズ num がロールがロールがロールがロール
バック・セグメントバック・セグメントバック・セグメントバック・セグメント ID num には小さすぎますには小さすぎますには小さすぎますには小さすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  使用できない資源を操作が要求しました。Parallel Serverシステムでは、システ
ム範囲の ロールバック・セグメントの最大数は GC_ ROLLBACK_SEGMENTSパラ
メータに指定されています。 この最大値を超えると、それ以上の要求は処理されなくな
ります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロールバック・セグメントの数を減らすか、パラレル・サーバーの各初期化
パラメータのロールバック・セグメント ID番号よりも大きい数値まで、初期化パラ
メータ GC_ROLLBACK_SEGMENTSを増やしてください。 この変更は、Oracleを停止
して再起動して初めて有効となります。

ORA-01573: インスタンス停止中です。変更できませんインスタンス停止中です。変更できませんインスタンス停止中です。変更できませんインスタンス停止中です。変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  データベースが停止されている間に、プロセスが変更を加えようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-01574: 最大同時実行トランザクション数を超えました最大同時実行トランザクション数を超えました最大同時実行トランザクション数を超えました最大同時実行トランザクション数を超えました。。。。 
原原原原因因因因 :  使用できない資源を操作が要求しました。同時実行トランザクションの最大数
は、TRANSACTIONSパラメータに指定されています。 この最大値を超えると、それ以
上の要求は処理されなくなります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  後で再試行するか、初期化パラメータ・ファイルの TRANSACTIONパラ
メータを増加してください。 この変更は、Oracleを停止して再起動して初めて有効とな
ります。

ORA-01575: 領域管理リソースの待機中にタイムアウトが発生しました領域管理リソースの待機中にタイムアウトが発生しました領域管理リソースの待機中にタイムアウトが発生しました領域管理リソースの待機中にタイムアウトが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  領域管理に必要な資源を獲得する前に、システムがタイムアウトしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数分間待ってから、操作を再試行してください。

ORA-01576: インスタンス・ロック・プロトコルのバージョインスタンス・ロック・プロトコルのバージョインスタンス・ロック・プロトコルのバージョインスタンス・ロック・プロトコルのバージョンンンン num がががが Oracle のバージョンのバージョンのバージョンのバージョン 
num と互換性がありませんと互換性がありませんと互換性がありませんと互換性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  稼働している Oracleのバージョンは、所定のロック・プロトコル・バージョン
と互換性がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを起動するために使用した Oracleをバージョン・アップして、
インスタンスの互換性のあるロック・プロトコルを使用してください。 

ORA-01577: ログ・ファイログ・ファイログ・ファイログ・ファイルルルル :nameはすでに存在するため登録できませんはすでに存在するため登録できませんはすでに存在するため登録できませんはすでに存在するため登録できません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文または ALTER DATABASE文の実行中に、登録対象の
ファイルがすでにデータベース上にあることが分かりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文と入力の綴りを調べ、有効なファイル名を指定して、操作を再実行して
ください。

ORA-01578: ファイル番ファイル番ファイル番ファイル番号号号号 :num、ブロック番、ブロック番、ブロック番、ブロック番号号号号 : numでででで Oracleデータ・ブロックに障害がデータ・ブロックに障害がデータ・ブロックに障害がデータ・ブロックに障害が
発生しました発生しました発生しました発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  このデータ・ブロックには障害があります。プログラム・エラーの結果の可能性
があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  そのデータ・ブロックを含むセグメントの復元を試みてください。 このため
にはセグメントを削除し、再作成する必要があります。 トレース・ファイルがあれば、
そこに記録されているエラーをオラクル社カスタマー・サポートに報告してください。 

ORA-01579: 回復中に書込みエラーが発生しました回復中に書込みエラーが発生しました回復中に書込みエラーが発生しました回復中に書込みエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  媒体回復中に書込みエラーが起こりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  トレース・ファイルでエラーの種類を調べ、適切な処置を行ってください。

ORA-01580: バックアップ制御ファイバックアップ制御ファイバックアップ制御ファイバックアップ制御ファイルルルル :nameを作成中にエラーが発生しましたを作成中にエラーが発生しましたを作成中にエラーが発生しましたを作成中にエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  バックアップ用に参照制御ファイルを作成しようとした時に、オペレーティン
グ・システムにエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックで詳細を調べ、適切な処置を行ってくださ
い。 

ORA-01581: nameが新しが新しが新しが新しいいいい nameを使用しようとしましたがすでに割当てられていますを使用しようとしましたがすでに割当てられていますを使用しようとしましたがすでに割当てられていますを使用しようとしましたがすでに割当てられています。。。。
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原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントを拡張するようなアンドゥが生成され、現在のアン
ドゥブロック領域が不足したため、完全に割当てられていない新しいエクステントに書
込みをしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロールバック・セグメントそのものの拡張は、システムによってロールバッ
クされます。それ以上の拡張は、他のトランザクションがロールバックまたはコミット
され、次のエクステントが空くまで不能です。

ORA-01582: バックアップ用の制御ファイルがオープンできませんバックアップ用の制御ファイルがオープンできませんバックアップ用の制御ファイルがオープンできませんバックアップ用の制御ファイルがオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ用に制御ファイルをオープンしようとした時に、オペレーティン
グ・システムにエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックで詳細を調べ、適切な処置を行ってくださ
い。 

ORA-01583: バックアップ制御ファイルのブロック・サイズを得ることができませんバックアップ制御ファイルのブロック・サイズを得ることができませんバックアップ制御ファイルのブロック・サイズを得ることができませんバックアップ制御ファイルのブロック・サイズを得ることができません。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ用に制御ファイルのブロック・サイズを得ようとした時に、オペ
レーティング・システムにエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックで詳細を調べ、適切な処置を行ってくださ
い。 

ORA-01584: バックアップ制御ファイルのファイル・サイズを得ることができませんバックアップ制御ファイルのファイル・サイズを得ることができませんバックアップ制御ファイルのファイル・サイズを得ることができませんバックアップ制御ファイルのファイル・サイズを得ることができません。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ用に制御ファイルのファイル・サイズを得ようとした時に、オペ
レーティング・システムにエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックで詳細を調べ、適切な処置を行ってくださ
い。 

ORA-01585: バックアップ・ファイバックアップ・ファイバックアップ・ファイバックアップ・ファイルルルル :nameの識別中にエラーが発生しましたの識別中にエラーが発生しましたの識別中にエラーが発生しましたの識別中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ用に参照制御ファイルを識別しようとした時に、オペレーティン
グ・システムにエラーが発生しました。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックで詳細を調べ、適切な処置を行ってくださ
い。 

ORA-01586: バックアップ先ファイバックアップ先ファイバックアップ先ファイバックアップ先ファイルルルル :nameがオープンできませんがオープンできませんがオープンできませんがオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ用に制御ファイルをオープンしようとした時に、オペレーティン
グ・システムにエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックで詳細を調べ、適切な処置を行ってくださ
い。 

ORA-01587: 制御ファイルのバックアップ・ファイルのコピー中にエラーが発生しました制御ファイルのバックアップ・ファイルのコピー中にエラーが発生しました制御ファイルのバックアップ・ファイルのコピー中にエラーが発生しました制御ファイルのバックアップ・ファイルのコピー中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ用に制御ファイルをコピーしようとした時に、オペレーティング・
システムにエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージ・スタックで詳細を調べ、適切な処置を行ってくださ
い。 
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ORA-01588: DBをオープンするにをオープンするにをオープンするにをオープンするにはははは RESETLOGSオプションを使用しなければなりませオプションを使用しなければなりませオプションを使用しなければなりませオプションを使用しなければなりませ
んんんん。。。。 
原原原原因因因因 :  この処理より前に RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンし
ようとしましたが、完結しませんでした。または、制御ファイル・バックアップによっ
て回復が行われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RESETLOGSオプションを確かに指定して、再試行してください。 

ORA-01589: DBをオープンするにをオープンするにをオープンするにをオープンするにはははは RESETLOGS/NORESETLOGSを使用しなければなりを使用しなければなりを使用しなければなりを使用しなければなり
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  取消しベースの回復または時間ベースの回復が実行されました。 回復作業の終了
後、データベースのオープンには、RESETLOGSまたはNORESETLOGSオプションの
指定が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なオプションを指定してください。 

ORA-01590: セグメント空きリストのセグメント空きリストのセグメント空きリストのセグメント空きリストの数数数数 :numが最大が最大が最大が最大値値値値 :num を超えましたを超えましたを超えましたを超えました。。。。
原原原原因因因因 :  記憶領域パラメータ FREELIST GROUPSの値がブロック・サイズとして認めら
れる最大値よりも大きくなっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表または索引の作成時に、FREELIST GROUPSに対して最大値以下の数を指
定してください。 データベース作成後に、初期化パラメータ DB_BLOCK_SIZEに指定さ
れているブロック・サイズは変更できません。 

ORA-01591: インダウト分散トランザクショインダウト分散トランザクショインダウト分散トランザクショインダウト分散トランザクションンンン :numがロックを保持していますがロックを保持していますがロックを保持していますがロックを保持しています。。。。
原原原原因因因因 :  準備状態で機能していない 2フェーズ・コミット・トランザクションによって
ロックされているリソースをアクセスしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージのトランザクション番号を DBA_2PC_PENDING表の
GLOBAL_TRANS_ID列と突き合わせて、データベース・リンクとトランザクションの
状態を判断してください。 必要であれば、コーディネータとコミット・ポイントに対す
るネットワーク接続を修復してください。 適切な時期に修復ができない場合、コミッ
ト・ポイントのデータベース管理者がわかれば連絡し、保留中のトランザクションを解
決してください。 

ORA-01592: バージョバージョバージョバージョンンンン 6かかかからららら ORACLE7へのロールバック・セグメンへのロールバック・セグメンへのロールバック・セグメンへのロールバック・セグメントトトト : num の形式変換の形式変換の形式変換の形式変換
中にエラー中にエラー中にエラー中にエラー。。。。
原原原原因因因因 :  バージョン 6のロールバック・セグメントをバージョン 7で使用される形式に変
換している間にエラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  後に続く内部エラー・メッセージの原因を確認してください。 バージョン 6
のデータベースが正しく停止されなかった可能性があります。 バージョン 6のデータ
ベースをバックアップから再ロードし、もう一度停止し、正しく停止されたことを確認
する必要があるかもしれません。 

ORA-01593: ロールバック・セグメント最適化サイロールバック・セグメント最適化サイロールバック・セグメント最適化サイロールバック・セグメント最適化サイズズズズ :numブロックが計算された初期化サブロックが計算された初期化サブロックが計算された初期化サブロックが計算された初期化サ
イイイイズズズズ :numブロックより小さいですブロックより小さいですブロックより小さいですブロックより小さいです。。。。
                                                                    サーバー・メッセージ : ORA-00000～ ORA-02350 15-135



Oracleコマンド・メッセージ : 01500～ 01699
原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントの作成中、初期エクステントの累積サイズ (単位はブ
ロック )が指定した OPTIMALサイズを超えました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OPTIMALサイズを大きくしてください。 

ORA-01594: ロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメントトトト nameのエクステンのエクステンのエクステンのエクステントトトト numを使用しようとしましたを使用しようとしましたを使用しようとしましたを使用しようとしました
がすでに解放されていますがすでに解放されていますがすでに解放されていますがすでに解放されています。。。。 
原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントのエクステントを解放するために生成された UNDO
が、同じエクステントに書き込もうとしました。これは、エクステントが小さいか、開
放する数が多すぎるためです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロールバック・セグメントの最適サイズを大きくしてください。 縮小する
ロールバック・セグメントはシステムによってロールバックされます。 

ORA-01595: ロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメント name のエクステントのエクステントのエクステントのエクステント num の解放中にエラーが発生の解放中にエラーが発生の解放中にエラーが発生の解放中にエラーが発生
しましたしましたしましたしました。。。。
原原原原因因因因 :  非アクティブのロールバック・セグメントのエクステントを解放しようとしてエ
ラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  トレース・ファイルを調べ、前のメッセージを確認してください。 

ORA-01596: nameパラメータにはシステムを指定できませんパラメータにはシステムを指定できませんパラメータにはシステムを指定できませんパラメータにはシステムを指定できません。。。。 
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージに示されている INIT.ORAパラメータに、システム・ロール
バック・セグメントが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INIT.ORAパラメータを変更してください。

ORA-01597: ロールバック・セグメントをオンライロールバック・セグメントをオンライロールバック・セグメントをオンライロールバック・セグメントをオンラインンンン /オフラインに変更できませんオフラインに変更できませんオフラインに変更できませんオフラインに変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  システムのロールバック・セグメントをオンラインまたはオフラインしようとし
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-01598: ロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメントトトト :nameはオンラインではありませんはオンラインではありませんはオンラインではありませんはオンラインではありません。。。。 
原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントは、手動または SMONによってオフラインにされま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBA_ROLLBACK_SEGSでロールバック・セグメントの状態を調べてくださ
い。 

ORA-01599: キャッシュ領域がいっぱいなのでロールバックキャッシュ領域がいっぱいなのでロールバックキャッシュ領域がいっぱいなのでロールバックキャッシュ領域がいっぱいなのでロールバック セグメンセグメンセグメンセグメントトトト nameを獲得できまを獲得できまを獲得できまを獲得できま
せん（現エントリせん（現エントリせん（現エントリせん（現エントリ数数数数 :num））））。。。。
原原原原因因因因 :  割当てられたスペースの容量が十分ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロールバック・セグメントをオフラインにしてください。 

ORA-01600: GC_FILES_TO_LOCKS のののの句句句句 :strの中では、の中では、の中では、の中では、1つつつつのののの strにしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ GC_FILES_TO_LOCKSが正しく指定されていません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GC_FILES_TO_LOCKSパラメータの適切な指定方法を調べて、パラメータ・
ファイルに正しく指定してください。 他のインスタンスがデータベースをアクセスして
いる場合、そこで使用されている値を指定してください。 

ORA-01601: GC_FILES_TO_LOCKSのののの句句句句 :strでバケット・サイズが無効ですでバケット・サイズが無効ですでバケット・サイズが無効ですでバケット・サイズが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ GC_FILES_TO_LOCKSの句に指定したロックの数が、正の整
数ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GC_FILES_TO_LOCKSパラメータの適切な指定方法を調べて、パラメータ・
ファイルに正しく指定してください。 他のインスタンスがデータベースをアクセスして
いる場合、そこで使用されている値を指定してください。 

ORA-01602: GC_FILES_TO_LOCKS のロックの数がのロックの数がのロックの数がのロックの数が GC_DB_LOCKS で予約されている数で予約されている数で予約されている数で予約されている数
を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ GC_FILES_TO_LOCKS内のデータベース・ファイルに指定さ
れている PCMロックの総数が、GC_DB_LOCKSに指定されている数を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを起動する前に、GC_FILES_TO_LOCKSパラメータまたは
GC_DB_LOCKSパラメータの値を訂正してください。 他のインスタンスがデータベース
をアクセスしている場合、そこで使用されている値を指定してください。 

ORA-01603: GC_FILES_TO_LOCKS のののの句句句句 :strに無効なグループ化がありますに無効なグループ化がありますに無効なグループ化がありますに無効なグループ化があります。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ GC_FILES_TO_LOCKSが間違って指定されています。ファイ
ル番号の範囲が複数指定されている場合、各範囲はカンマで区切らなければなりませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを起動する前に、GC_FILES_TO_LOCKSパラメータの値を訂
正してください。 他のインスタンスがデータベースをアクセスしている場合、そこで使
用されている値を指定してください。 次の構文を使用してください。 

GC_FILES_TO_LOCKS = "{ filenum [- filenum ]  
   [, filenum [- filenum ]]...=  num_of_locks [EACH]}[:]..."
この filenumは V$DBFILEにリストされているファイル番号、num_of_locksは、PCM
ロックの番号です。

ORA-01604: GC_FILES_TO_LOCKSのののの句句句句 :strでファイル番号の範囲が無効ですでファイル番号の範囲が無効ですでファイル番号の範囲が無効ですでファイル番号の範囲が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ GC_FILES_TO_LOCKSの句に指定したファイル番号の範囲が
無効です。 最初のファイル番号は、2番目のファイル番号より小さくなければなりませ
ん。また、 番号はハイフン（-）で区切ります。 範囲内の数はすべて有効なファイル番号
でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを起動する前に、GC_FILES_TO_LOCKSパラメータの値を訂
正してください。 他のインスタンスがデータベースをアクセスしている場合、そこで使
用されている値を指定してください。 

ORA-01605: GC_FILES_TO_LOCKS の句の句の句の句 :str  にファイル番号がありませんにファイル番号がありませんにファイル番号がありませんにファイル番号がありません。。。。
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原原原原因因因因 :  初期化パラメータ GC_FILES_TO_LOCKSが正しく指定されていません。 それぞ
れの句には、V$DBFILEにリストされているように、1つまたは複数のファイル番号、
またはコンマで区切った一連のファイル番号がなければなりません。 次の構文を使用し
てください。 

GC_FILES_TO_LOCKS = "{ filenum [- filenum ]  
    [, filenum [- filenum ]]...=  num_of_locks [EACH]}[:]..."
二重引用符内では、スペースは使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを起動する前に、GC_FILES_TO_LOCKSパラメータの値を訂
正してください。 他のインスタンスがデータベースをアクセスしている場合、そこで使
用されている値を指定してください。 

ORA-01606: GC_FILES_TO_LOCKSがマウントされている別のインスタンスのものと同一がマウントされている別のインスタンスのものと同一がマウントされている別のインスタンスのものと同一がマウントされている別のインスタンスのものと同一
ではありではありではありではあり ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ GC_FILES_TO_LOCKSが、PARALLEL(SHARED) モードでマ
ウントされている別のインスタンスと同じではありません。 このパラメータはすべての
共有インスタンスに対して同じでなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のインスタンスと適合するようにパラメータを変更してください。その
後、インスタンスを停止して再起動してください。 

ORA-01607: GC_LCK_PROCS:num が別のインスタンが別のインスタンが別のインスタンが別のインスタンスススス :num と同一ではありませんと同一ではありませんと同一ではありませんと同一ではありません。。。。 
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ GC_LCK_PROCSが、データベースをオープンしている他のイ
ンスタンスと同じではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のインスタンスと適合するようにパラメータを変更してください。その
後、インスタンスを停止して再起動してください。 

ORA-01608: ロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメントトトト :name はオンラインにできません（状はオンラインにできません（状はオンラインにできません（状はオンラインにできません（状態態態態 :status））））。。。。 
原原原原因因因因 :  データベース管理者によって、ロールバック・セグメントがオンラインにされて
います。または、プロセスがクラッシュしてからオンラ インのままになっている可能性
があります。 このような状態は、INVALID、IN USE、AVAILABLE、OFFLINE、
NEEDS RECOVERYのいずれかである可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBA_ROLLBACK_SEGSビューでのロールバック・セグメントの状態を調べ
てください。 必要であれば、セグメントをオフラインにしてください。 

ORA-01609: ロロロロググググ :name は現行ログ（スレッは現行ログ（スレッは現行ログ（スレッは現行ログ（スレッドドドド :num）なので削除できません）なので削除できません）なので削除できません）なので削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定したスレッドに対する現行の REDOログのメンバーは削除できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スレッドがオープンされている場合、そのスレッドを使用しているインスタ
ンスによってログの切り換えが要求されます。 スレッドがオープンされていない場合は、
スレッドを使用禁止にし、ログをアーカイブするかまたはクリアしてください。

ORA-01610: BACKUP CONTROLFILEオプションを指定して回復を実行してくだオプションを指定して回復を実行してくだオプションを指定して回復を実行してくだオプションを指定して回復を実行してくだ さいさいさいさい。。。。
原原原原因因因因 :  前のデータベース回復セッションが BACKUP CONTROLFILEを指定したか、ま
たは RESETLOGSオプションを指定して制御ファイルが再作成され ました。 BACKUP 
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CONTROLFILE回復だけが許可され、データベースを次回オープンするときに、オン
ライン REDOログ・ファイルをリセットしなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  BACKUP CONTROLFILEオプションを指定して回復を実行してください。 

ORA-01611: スレッド番スレッド番スレッド番スレッド番号号号号 :num は無効です。は無効です。は無効です。は無効です。1かかかからららら num の範囲で指定してくださいの範囲で指定してくださいの範囲で指定してくださいの範囲で指定してください。。。。 
原原原原因因因因 :  コマンドに指定したスレッド番号は、制御ファイルによってサポートされるス
レッドの数を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なスレッド番号を使用するか、制御ファイルのスレッド・レコード・セ
クションまたはチェックポイントプログレスレコードセクション、あるいはその両方を
サイズ変更してください。

ORA-01612: スレッドスレッドスレッドスレッド num  はすでに使用可能ですはすでに使用可能ですはすでに使用可能ですはすでに使用可能です。。。。
原原原原因因因因 :  すでに使用可能にされているスレッドを使用可能にしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  何もする必要はありません。必要であれば、別のスレッドを使用可能にして
ください。 

ORA-01613: スレッスレッスレッスレッドドドド :num にはログにはログにはログにはログがががが num つしかありません。ログは少なくとつしかありません。ログは少なくとつしかありません。ログは少なくとつしかありません。ログは少なくともももも 2つ必要つ必要つ必要つ必要
ですですですです。。。。 
原原原原因因因因 :  対応付けられたオンライン REDOファイルが 2つより少ないため、スレッドを使
用可能にできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スレッドにログを追加するか、または別のスレッドを使用可能にしてくださ
い。 

ORA-01614: スレッスレッスレッスレッドドドド :num は使用中なため使用可能にできませんは使用中なため使用可能にできませんは使用中なため使用可能にできませんは使用中なため使用可能にできません。。。。
原原原原因因因因 :  スレッドを使用可能にしているときに、そのスレッドに対してマウント・エン
キュは獲得できません。 このスレッドを使用可能にする別のプロセスが起動されている
可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  しばらく待ってから再試行するか、使用可能な別のスレッドを検索してくだ
さい。 

ORA-01615: スレッスレッスレッスレッドドドド :num はマウントされているため使用不可にできませんはマウントされているため使用不可にできませんはマウントされているため使用不可にできませんはマウントされているため使用不可にできません。。。。 
原原原原因因因因 :  いくつかのインスタンスが (このインスタンスも )スレッドを割り当てています。 
使用中のスレッドを使用禁止にはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このスレッドを使用禁止にするには、それを使用しているイ ンスタンスを完
全に停止してください。 

ORA-01616: スレッスレッスレッスレッドドドド :num はオープンされているため使用不可にできませんはオープンされているため使用不可にできませんはオープンされているため使用不可にできませんはオープンされているため使用不可にできません。。。。
原原原原因因因因 :  スレッドがクローズされていません。 スレッドを使用した最後のインスタンスが
クラッシュしたため、スレッドはオープンされたままです。 クローズしない限り、ス
レッドを使用禁止にはできません。 クラッシュ回復またはインスタンス回復にはスレッ
ドが必要です。 
                                                                    サーバー・メッセージ : ORA-00000～ ORA-02350 15-139



Oracleコマンド・メッセージ : 01500～ 01699
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースがオープンしている場合は、インスタンス回復はスレッドをす
ぐにクローズします。 インスタンス回復がスレ ッドを解放するまでしばらく待ってくだ
さい。 または、データベースをオープンします。 クラッシュ回復によってスレッドはク
ローズされます。 

ORA-01617: num は有効なスレッド番号ではないためマウントできませんは有効なスレッド番号ではないためマウントできませんは有効なスレッド番号ではないためマウントできませんは有効なスレッド番号ではないためマウントできません。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ THREADが、1から制御ファイルで許可されているスレッド
数の間にありません。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを停止するか、または INIT.ORAパラメータを変更して起動し
てください。または、制御ファイルのスレッド・レコード・セクションまたはチェック
ポイント進捗セクション、あるいはその両方をサイズ変更してください。 

ORA-01618: スレッスレッスレッスレッドドドド :num が使用可能ではないためマウントできませんが使用可能ではないためマウントできませんが使用可能ではないためマウントできませんが使用可能ではないためマウントできません。。。。 
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ THREADは使用可能になっていないスレッドを要求していま
す。マウントする前にスレッドを使用可能にしなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを停止し、初期化パラメータを使用可能にされているスレッド
番号に変更してからインスタンスを再起動してください。 データベースが別のインスタ
ンスでオープンされている場合、スレッドは使用可能にできます。 

ORA-01619: スレッスレッスレッスレッドドドド :num は別のインスタンスによってマウントされていますは別のインスタンスによってマウントされていますは別のインスタンスによってマウントされていますは別のインスタンスによってマウントされています。。。。 
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ THREADは、別のインスタンスによってマウントされている
スレッドを要求しています。 各スレッドを使用するインスタンスは 1つだけです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを停止し、初期化パラメータを未使用のスレッドに変更してか
らインスタンスを再起動してください。 

ORA-01620: マウントに使用できるパブリック・スレッドが存在しませんマウントに使用できるパブリック・スレッドが存在しませんマウントに使用できるパブリック・スレッドが存在しませんマウントに使用できるパブリック・スレッドが存在しません。。。。 
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ THREADは、デフォルト値である 0(ゼロ )になっています。 
パブリックで使用可能にされているスレッドはありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを停止し、自分用に使用可能にしていてマウントしていないス
レッドに初期化パラメータを変更してから、インスタンスを再起動してください。 デー
タベースが別のインスタンスでオープンされている場合、スレッドをパブリックで使用
可能にできます。 

ORA-01621: データベースがオープンされている場合は現行ログ・メンバーは改名できませデータベースがオープンされている場合は現行ログ・メンバーは改名できませデータベースがオープンされている場合は現行ログ・メンバーは改名できませデータベースがオープンされている場合は現行ログ・メンバーは改名できませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  オープン・スレッドの現ログのメンバーを改名しようとして います。 もし、デー
タベースがオープンされていると、ログは使用中なので改名はできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログが現行のログでなくなるまで待つか、データベースを排他的にマウント
してください。 

ORA-01622: スレッド番号を指定してください。デフォルト指定はありませんスレッド番号を指定してください。デフォルト指定はありませんスレッド番号を指定してください。デフォルト指定はありませんスレッド番号を指定してください。デフォルト指定はありません。。。。
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原原原原因因因因 :  ログの追加時にスレッドが指定されなかったので、現在マウントされているス
レッドがデフォルトで選択されました。 現行のスレッドが明示的に指定されていないた
め、ユーザーはログが追加されるスレッドを特定できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ THREADまたは ADD LOGFILEコマンドのどちらかで、
スレッド番号を明示的に指定してください。

ORA-01623: ロロロロググググ :num は現行ログ（スレッは現行ログ（スレッは現行ログ（スレッは現行ログ（スレッドドドド :num）なので削除できません）なので削除できません）なので削除できません）なので削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  スレッドがクローズされていたとしても、そのスレッドの現行ログは削除できま
せん。 通常、使用禁止となっているスレッドは現行ログを持っていません。不完全に使
用禁止にされているスレッドは再度使用禁止にする必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースがオープンされていない場合、スレッドを使用禁止にしてくだ
さい。 データベースがオープンされており、インスタンスによってスレッドがオープン
されている場合、スレッドがオープンされているインスタンスでログを切り換えます。 

ORA-01624: スレッドスレッドスレッドスレッド num  のクラッシュ回復にはロのクラッシュ回復にはロのクラッシュ回復にはロのクラッシュ回復にはロググググ name  が必要です。削除できませんが必要です。削除できませんが必要です。削除できませんが必要です。削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  スレッドのチェックポイントがログの外に進まない限り、ログは削除できませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースがオープンしていなければ、オープンしてください。 クラッ
シュ回復はチェックポイントを進めます。 データベースがオープンしている場合は、グ
ローバル・チェックポイントを強制実行してください。 ログが破壊されたためにデータ
ベースをオープンできない場合は、このログが取り消されるまで、不完全回復を行わな
ければならない場合があります。

ORA-01625: ロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメントトトト :name はこのインスタンスに属しませんはこのインスタンスに属しませんはこのインスタンスに属しませんはこのインスタンスに属しません。。。。
原原原原因因因因 :  このインスタンスに属していないロールバック・セグメントをオフラインにしよ
うとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行インスタンスに属するロールバック・セグメントだけオフラインにして
ください。 オフラインにするロールバック・セグメントを含むインスタンスに接続して
ください。 

ORA-01626: ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番号号号号 :num はこれ以上トランザクションを処理できはこれ以上トランザクションを処理できはこれ以上トランザクションを処理できはこれ以上トランザクションを処理でき
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  セグメント内のトランザクションが多すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のロールバック・セグメントを選択するか、または同時実行のトランザク
ション数を削減してください。

ORA-01627: ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番号号号号 :num はオンラインになっていませんはオンラインになっていませんはオンラインになっていませんはオンラインになっていません。。。。
原原原原因因因因 :  このロールバック・セグメントは、データベース管理者によってオフラインにさ
れているか、または、SMONによってクリーン・アップされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBA_ROLLBACK_SEGMENTSでロールバック・セグメントの状態を調べ、
ロールバック・セグメントが実際にオンラインであることを確認してください。 
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ORA-01628: 最大エクステン最大エクステン最大エクステン最大エクステントトトト :num に達しました（ロールバック・セグメンに達しました（ロールバック・セグメンに達しました（ロールバック・セグメンに達しました（ロールバック・セグメントトトト :num  ））））。。。。
原原原原因因因因 :  すでに最大サイズに達しているロールバック・セグメントを拡張しようとしまし
た。または、オブジェクトの定義を含むデータ・ディクショナリに領域を割り当てられ
ませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能な場合は、MAXEXTENTSまたは PCTINCREASE初期化パラメータの
値を大きくしてください。または、『Oracle8 Server 管理者ガイド』で説明されているよ
うに、領域が不足しているデータ・ディクショナリ表を見つけて、記憶パラメータを変
更してください。

ORA-01629: UNDOを保存して最大エクステンを保存して最大エクステンを保存して最大エクステンを保存して最大エクステントトトト :num に達しました（表領に達しました（表領に達しました（表領に達しました（表領域域域域 :name））））。。。。 
原原原原因因因因 :  オフライン表領域に対して UNDOエントリを保存するための最大スペース容量
に達しました。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SYSTEM表領域に対する記憶領域パラメータを調べてください。 UNDO情報
を適用できるように、示された表領域をオンラインにする必要があります。 

ORA-01630: 一時セグメントで最大エクステン一時セグメントで最大エクステン一時セグメントで最大エクステン一時セグメントで最大エクステントトトト :num に達しましに達しましに達しましに達しましたたたた (表領表領表領表領域域域域 :name )。。。。 
原原原原因因因因 :  示された表領域内の一時セグメントにおいて、UNDOエントリを保存するため
の最大スペース容量に達しました。または、オブジェクトの定義を含むデータ・ディク
ショナリに領域を割り当てられませんでした。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能な場合は、MAXEXTENTSまたは PCTINCREASE初期化パラメータの
値を大きくしてください。または、『Oracle8 Server管理者ガイド』で説明されているよ
うに、領域が不足しているデータ・ディクショナリ表を見つけて、記憶パラメータを変
更してください。

ORA-01631: 表表表表 name   のエクステントが最大値のエクステントが最大値のエクステントが最大値のエクステントが最大値 num に達しましたに達しましたに達しましたに達しました。。。。
原原原原因因因因 :  示された表に対して UNDOエントリを保存するための最大スペース容量に達し
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、MAXEXTENTS記憶領域パラメータを大きくするか、または
表に対する PCTINCREASEパラメータを大きくしてください。 

ORA-01632: 索引索引索引索引 name  のエクステントが最大のエクステントが最大のエクステントが最大のエクステントが最大値値値値 num  に達しましたに達しましたに達しましたに達しました。。。。
原原原原因因因因 :  示された索引に対して UNDOエントリを保存するための最大スペース容量に達
しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、MAXEXTENTS記憶領域パラメータを大きくするか、または
表に対する PCTINCREASEパラメータを大きくしてください。 

ORA-01633: この操作ではパラレル・サーバー・オプションが必要ですこの操作ではパラレル・サーバー・オプションが必要ですこの操作ではパラレル・サーバー・オプションが必要ですこの操作ではパラレル・サーバー・オプションが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  システムがパラレル・サーバー・オプションを使用するように構成されていませ
ん。使用しようとした機能は使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社に連絡して、パラレル・サーバー・オプションを取得してくださ
い。 
15-142 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Oracleコマンド・メッセージ : 01500～ 01699
ORA-01634: ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番ロールバック・セグメント番号号号号 :str がオフラインですがオフラインですがオフラインですがオフラインです。。。。
原原原原因因因因 :  指定したロールバック・セグメントは、DBAによってオフライン指定されてい
ます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続行する前にロールバック・セグメントをオンラインにする か、または別の
ロールバック・セグメントを選択してください。 SET TRANSACTIONを使用する場合
は、ROLLBACK SEGMENT名を使用してください。

ORA-01635: 指定されたロールバック・セグメント指定されたロールバック・セグメント指定されたロールバック・セグメント指定されたロールバック・セグメント #num は使用可能でありませんは使用可能でありませんは使用可能でありませんは使用可能でありません。。。。
原原原原因因因因 :  次のいずれかです。 

■ 起動中にオフライン・ロールバック・セグメントを獲得しようとしました。 

■ アクティブなトランザクションを含むロールバック・セグメントを削除しようとし
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のどちらかを実行してください。 

■ そのロールバック・セグメントを含む表領域をオンラインにするか、またはその
ロールバック・セグメントを初期化パラメータ・ファイルに指定しないでくださ
い。 

■ そのロールバック・セグメントが使用中の場合、ロールバック・セグメ ントを使用
しているインスタンスを停止してください。 または、ロールバック・セグメントを
回復する必要がある場合、トランザクションのロールバックを抑止しているエラー
を見つけ出して適切な処置を行ってください。 

ORA-01636: ロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメントトトト :name はすでにオンラインですはすでにオンラインですはすでにオンラインですはすでにオンラインです。。。。 
原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントは 1つのインスタンスによってだけ使用できますが、
すでに使用中のロールバック・セグメントをインスタンスがオンラインしようとしまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ・ファイルの ROLLBACK_SEGMENTS、
ROLLBACK_SEGMENT_INITIAL、ROLLBACK_SEGMENT_COUNTパラメータに正
しい値 が設定されていることを確認してください。 また、現在のインスタンスが正 しい
初期化パラメータ・ファイルを参照していることを確認してください。 プライベート・
ロールバック・セグメントとパブリック・ロールバック・セグメントを混同していない
ことを確認してください。パラレル・モードでロールバック・セグメントを使う詳細
は、『Oracle8 Server管理者ガイド』を参照してください。

ORA-01637: ロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメントトトト : name はインスタンはインスタンはインスタンはインスタンスススス :name が使用中ですが使用中ですが使用中ですが使用中です。。。。
原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントは 1つのインスタンスによってだけ使用できますが、
すでに使用中のロールバック・セグメントにインスタンスがオンラインでアクセスしよ
うとしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ・ファイルの ROLLBACK_SEGMENTS、
ROLLBACK_SEGMENT_INITIAL、ROLLBACK_SEGMENT_COUNTパラメータに正
しい値 が設定されていることを確認してください。 また、現在のインスタンスが正 しい
初期化パラメータ・ファイルを参照していることを確認してください。 プライベート・
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ロールバック・セグメントとパブリック・ロールバック・セグメントを混同していない
ことを確認してください。パラレル・モードでロールバック・セグメントを使う詳細
は、『Oracle8 Parallel Server管理者ガイド』 を参照してください。

ORA-01638: パラメーパラメーパラメーパラメータタタタ :name によによによによりりりり Oracleバージョバージョバージョバージョンンンン :num がパラレル・マウントを実がパラレル・マウントを実がパラレル・マウントを実がパラレル・マウントを実
行できません行できません行できません行できません。。。。 
原原原原因因因因 :  回復互換の初期化パラメータの設定が低すぎるので、このソフトウェアのバー
ジョンをパラレル・マウントできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ソフトウェアの前のリリースを使用するか、または、 
RECOVERY_COMPATIBLEパラメータを大きくしてください。 
RECOVERY_COMPATIBLEパラメータが指定されていないときにこのエラーが発生す
る場合は、このパラメータをソフトウェアの現行リリースに設定してください。 

ORA-01639: ロック・プロセスがないと、データベースをパラレルにマウントできませんロック・プロセスがないと、データベースをパラレルにマウントできませんロック・プロセスがないと、データベースをパラレルにマウントできませんロック・プロセスがないと、データベースをパラレルにマウントできません。。。。
原原原原因因因因 :  GC_LCK_PROCSの値は 0で、データベースがパラレル・モードでマウントされ
ています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GC_LCK_PROCSを 1から 10の値に変更するか、または未定義のままにし
てデフォルトを使用してください。 

ORA-01640: アクティブなトランザクションがあるため表領域を読出し専用にできませんアクティブなトランザクションがあるため表領域を読出し専用にできませんアクティブなトランザクションがあるため表領域を読出し専用にできませんアクティブなトランザクションがあるため表領域を読出し専用にできません。。。。
原原原原因因因因 :  表領域を読出し専用にしようとしましたが、データベースに アクティブなトラン
ザクションがありました。 一貫性を確保するためすべてのトランザクションをコミット
するか、またはロールバックしなければなりません。 これには、インダウト・トランザ
クションすべてが含まれます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースを制限モードにして新しいトランザクションが開始しないよう
にし、すべてのアクティブ・トランザクションをコミットまたはロールバックして、す
べてのインダウト・トランザクションを解決してください。

ORA-01641: 表領表領表領表領域域域域 :name はオンラインではありません。データ・ファイルを追加できませはオンラインではありません。データ・ファイルを追加できませはオンラインではありません。データ・ファイルを追加できませはオンラインではありません。データ・ファイルを追加できませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  読込み専用またはオフラインに設定されている表領域に、データ・ファイルを追
加しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域をオンラインまたは読み /書き両用にしてからデータ・ファイルを追
加してください。 

ALTER TABLESPACEの詳細は、 『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目
「ALTER TABLESPACE」を参照してください。

ORA-01642: 読込み専用の表領読込み専用の表領読込み専用の表領読込み専用の表領域域域域 : name ににににはははは BEGIN BACKUPは必要ありませんは必要ありませんは必要ありませんは必要ありません。。。。
原原原原因因因因 :  読出し専用になっている表領域に BEGIN BACKUPまたは END BACKUP文を使
用しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  BEGIN BACKUPまたは END BACKUP文を使用しないでバックアッ プを開
始してください。 読出し専用ファイルは変更できないので、一貫性があります。
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ORA-01643: システム表領域は読込み専用にできませんシステム表領域は読込み専用にできませんシステム表領域は読込み専用にできませんシステム表領域は読込み専用にできません。。。。
原原原原因因因因 :  システム表領域を読込み専用にしようとしました。 システム表領域はデータベー
ス操作に対して読み /書きになっていなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この操作は行わないでください。

ORA-01644: 表領域表領域表領域表領域 name  はすでに読込み専用ですはすでに読込み専用ですはすでに読込み専用ですはすでに読込み専用です。。。。
原原原原因因因因 :  すでに読込み専用の表領域を読込み専用にしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この操作は必要ありません。

ORA-01645: 前の読前の読前の読前の読みみみみ /書きにしようとする試みは半分だけ成功しています書きにしようとする試みは半分だけ成功しています書きにしようとする試みは半分だけ成功しています書きにしようとする試みは半分だけ成功しています。。。。 
原原原原因因因因 :  表領域を読み /書きにしている最中に障害が発生し、表領域は読出し専用のまま
ですが、チェックポイントは前進しました。 表領域のファイルがオフラインの場合は、
RESETLOGS後に表領域は使用不可能になります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域を読み /書きにする操作を再度行ってください。

ORA-01646: 表領表領表領表領域域域域 :name は読込み専用ではありません。読込は読込み専用ではありません。読込は読込み専用ではありません。読込は読込み専用ではありません。読込みみみみ /書込みにできません書込みにできません書込みにできません書込みにできません。。。。
原原原原因因因因 :  すでに読み /書きの表領域を読み /書きにしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この操作は必要ありません。

ORA-01647: 表領表領表領表領域域域域 :name は読込み専用です。領域を割当てられませんは読込み専用です。領域を割当てられませんは読込み専用です。領域を割当てられませんは読込み専用です。領域を割当てられません。。。。
原原原原因因因因 :  読込み専用の表領域に領域を割当てようとしましたが、これはできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  読み /書きの表領域にオブジェクトを作成してください。

ORA-01648: ロロロロググググ :name は使用不能スレッは使用不能スレッは使用不能スレッは使用不能スレッドドドド name の現行ログですの現行ログですの現行ログですの現行ログです。。。。
原原原原因因因因 :  スレッドを使用可能にしようとしましたが、半分だけ完了し たあと失敗しまし
た。 このログは、スレッドが依然として使用できない状態 ですが、現在のログとして
残っていました。 ログ・スイッチはスレッドが使用可能になるまで行われないため、そ
のログはクリアまたはアーカイブできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用可能化コマンドを再度発行して、スレッドの使用可能化を完了してくだ
さい。 

ORA-01649: バックアップ制御ファイルを使った操作はできませんバックアップ制御ファイルを使った操作はできませんバックアップ制御ファイルを使った操作はできませんバックアップ制御ファイルを使った操作はできません。。。。 
原原原原因因因因 :  制御ファイルが復元バックアップであるときに無意味なコマンドを実行しようと
しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースがオープンされるまで待ってから再実行してください。

ORA-01650: ロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメンロールバック・セグメントトトト :name を拡張できませを拡張できませを拡張できませを拡張できませんんんん (: num、表領、表領、表領、表領域域域域 :name )。。。。
原原原原因因因因 :  表領域のロールバック・セグメントにエクステントを割当てることに失敗しまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE文を使用して、1つ以上のファイル
を指定された表領域に追加してください。
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ORA-01651: アンドゥ・セグメントの保存を拡張できません（アンドゥ・セグメントの保存を拡張できません（アンドゥ・セグメントの保存を拡張できません（アンドゥ・セグメントの保存を拡張できません（:num 表領表領表領表領域域域域 :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたオフライン表領域の UNDOエントリの保存にエクステントを割り当
てることに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  system表領域の記憶領域パラメータを確認してください。 表領域は、UNDO
が適用できるように、オンラインに戻さなければなりません。

ORA-01652: 一時セグメントを拡張できませ一時セグメントを拡張できませ一時セグメントを拡張できませ一時セグメントを拡張できませんんんん (:num表領表領表領表領域域域域 :name)。。。。
原原原原因因因因 :  表領域の一時セグメントにエクステントを割当てることに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE文を使用して 1つ以上のファイルを
指定された表領域に追加するか、または別の表領域にオブジェクトを作成してくださ
い。

ORA-01653: 表領域表領域表領域表領域 name で表で表で表で表 name.name のエクステントをのエクステントをのエクステントをのエクステントを num によって拡張できませんによって拡張できませんによって拡張できませんによって拡張できません
でしたでしたでしたでした。。。。 
原原原原因因因因 :  表領域の表セグメントにエクステントを割当てることに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE文を使用して、1つ以上のファイル
を指定された表領域に追加してください。

ORA-01654: 表領域表領域表領域表領域 name で索引で索引で索引で索引 name.name のエクステントをのエクステントをのエクステントをのエクステントを num によって拡張できませによって拡張できませによって拡張できませによって拡張できませ
んでしたんでしたんでしたんでした。。。。
原原原原因因因因 :  表領域の索引セグメントにエクステントを割り当てることに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE文を使用して、1つ以上のファイル
を指定された表領域に追加してください。

ORA-01655: 表領域表領域表領域表領域 name でクラスタでクラスタでクラスタでクラスタ name.name をををを num  によってによってによってによって拡拡拡拡張できませんでした張できませんでした張できませんでした張できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  表領域のクラスタ・セグメントにエクステントを割当てることに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE文を使用して、1つ以上のファイル
を指定された表領域に追加してください。

ORA-01656: クラスタクラスタクラスタクラスタ name.nameのエクステント数のエクステント数のエクステント数のエクステント数 num が最大値が最大値が最大値が最大値 num に達しましたに達しましたに達しましたに達しました。。。。
原原原原因因因因 :  クラスタがMAXEXTENTSに指定された値を超えて拡張しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXEXTENTSがシステムの最大値より小さい場合、より大きい値を指定し
てください。 さもなければ、より大きな INITIAL、または NEXT、PCTINCREASEパラ
メータで再作成しなければなりません。

ORA-01657: SHRINK オプションの値が無効ですオプションの値が無効ですオプションの値が無効ですオプションの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定する値は整数でなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適当な整数値を選択してください。

ORA-01658: 表領表領表領表領域域域域 :nameにセグメント用にセグメント用にセグメント用にセグメント用のののの INITIALエクステントを作成できませんエクステントを作成できませんエクステントを作成できませんエクステントを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  作成中のセグメントに INITIALエクステントを割当てられる十分な連続領域を
見つけられませんでした。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILEを使用して表領域にさらに領域を追
加するか、または INITIALの値を小さくして再実行してください。

ORA-01659: 表領表領表領表領域域域域 :nameにににに sizeを超えを超えを超えを超えるるるるMINEXTENTSを割当てられませんを割当てられませんを割当てられませんを割当てられません。。。。
原原原原因因因因 :  作成中のセグメントにMINEXTENTSを割当てられる十分な連続領域を見つけら
れませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILEを使用して表領域にさらに領域を追
加するか、またはMINEXTENTS、または NEXT、PCTINCREASEの値を小さくして再
実行してください。

ORA-01660: 表領域表領域表領域表領域 name はすではすではすではすでにににに permanentですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  すでに永続の表領域を permanentにしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域を permanent領域のままにしておいてください。 

ALTER TABLESPACEの詳細は、 『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目
「ALTER TABLESPACE」を参照してください。

ORA-01661: 表領域表領域表領域表領域 name はすではすではすではすでにににに temporaryですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  すでに一時の表領域を temporaryにしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域を permanent領域のままにしておいてください。 ALTER 
TABLESPACEの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目「ALTER 
TABLESPACE」を参照してください。

ORA-01662: 表領表領表領表領域域域域 nameは空ではなく一時領域にできませんは空ではなく一時領域にできませんは空ではなく一時領域にできませんは空ではなく一時領域にできません。。。。
原原原原因因因因 :  空でない表領域を一時表領域に変換しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域中のすべてのオブジェクトを削除してください。 

ALTER TABLESPACEおよび DROP TABLESPACEの詳細は、『Oracle8 Server SQLリ
ファレンス』の索引項目「ALTER TABLESPACE」および「DROP TABLESPACE」を参
照してください。

ORA-01663: 表領表領表領表領域域域域 nameの内容は常に変更されていますの内容は常に変更されていますの内容は常に変更されていますの内容は常に変更されています。。。。
原原原原因因因因 :  表領域の内容が常に PERMANENTと TEMPORARYの間で変更されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域の内容をいずれかに決定し、固定してください。 

ALTER TABLESPACEの詳細は、 『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目
「ALTER TABLESPACE」を参照してください。

ORA-01664: ソート・セグメントを拡張したトランザクションが異常終了しましたソート・セグメントを拡張したトランザクションが異常終了しましたソート・セグメントを拡張したトランザクションが異常終了しましたソート・セグメントを拡張したトランザクションが異常終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

ORA-01665: 制御ファイルが予備制御ファイルではありません制御ファイルが予備制御ファイルではありません制御ファイルが予備制御ファイルではありません制御ファイルが予備制御ファイルではありません。。。。
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原原原原因因因因 :  スタンバイ制御ファイル（予備制御ファイル）を使用せずに、スタンバイ・デー
タベースのマウント、回復、アクティブ化を実行しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタンバイ制御ファイルを作成してからデータベースをスタンバイ・データ
ベースとして使用してください。 

コントロール・ファイルとコントロール・ファイルの操作の詳細は、 『Oracle8 Server
概要』の索引項目「コントロール・ファイル」と、『Oracle8 Server SQLリファレンス』
の 索引項目「CREATE DATABASE内のコントロール・ファイル」を参照してくださ
い。

ORA-01666: 制御ファイルは予備データベース用です制御ファイルは予備データベース用です制御ファイルは予備データベース用です制御ファイルは予備データベース用です。。。。
原原原原因因因因 :  スタンバイ・データベース（予備データベース）を指定する適切なコマンド・オ
プションを使用せずに、データベースのマウント、回復、オープンを実行しようとしま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  STANDBYオプションまたは適切なコマンドを使用するか、プライマリ制御
ファイルを使用してマウントを実行します。 

コントロール・ファイルとコントロール・ファイルの操作の詳細は、 『Oracle8 Server
概要』の索引項目「コントロール・ファイル」と、『Oracle8 Server SQLリファレンス』
の 索引項目「CREATE DATABASE内のコントロール・ファイル」を参照してくださ
い。

ORA-01667: redoログは予備データベースと互換性がありませんログは予備データベースと互換性がありませんログは予備データベースと互換性がありませんログは予備データベースと互換性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  スタンバイ・データベース（予備データベース）の回復中、スタンバイ・データ
ベース・オプションをサポートしないプライマリ・データベースで REDOログが検出
されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プライマリ・データベースと互換性のある初期化パラメータをバージョン
7.3.0以上に変更して、プライマリ・データベースをオープンし、スタンバイ・データ
ベースを再構築してください。 

パラメータ・ファイルおよびデータベース startlesの詳細は、 『Oracle8 Server概要』の
索引項目「パラメータ・ファイル」を参照してください。

ORA-01668: 予備データベースにオフライン・データ・ファイル用予備データベースにオフライン・データ・ファイル用予備データベースにオフライン・データ・ファイル用予備データベースにオフライン・データ・ファイル用のののの DROPオプションがあオプションがあオプションがあオプションがあ
りませんりませんりませんりません。。。。
原原原原因因因因 :  DROPオプションを指定せずに、スタンバイ・データベース（ 予備データベー
ス）でデータ・ファイルをオフラインにしようとしました。 スタンバイ・データベース
でオフラインになっているファイルは回復されず、スタンバイ・データベースをアク
ティブにしても使用できない可能性があ ります。 DROPオプションを指定しても、後で
ファイルがオンラインにならないとは限りません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DROPオプションを指定するか、ファイルをオンラインのままにしてくださ
い。 

DROP句や他の DROPコマンドの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引
項目「DROP」を参照してください。
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ORA-01669: スタンバイ・データベースの制御ファイルに一貫性がありませんスタンバイ・データベースの制御ファイルに一貫性がありませんスタンバイ・データベースの制御ファイルに一貫性がありませんスタンバイ・データベースの制御ファイルに一貫性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルと同じ位置まで回復されなかった制御ファイルを使用して、ス
タンバイ・データベース（予備データベース）をアクテ ィブにしようとしました。 制御
ファイルはプライマリ・データベース内だけにコピーされ、回復に使用されなかった可
能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのファイルの整合性がとれるまで、スタンバイ・データベースを回復
してください。 

データベース回復の詳細は、『Oracle8 Server概要』の索引項目「回復、データベース、
概要」を参照してください。                    

ORA-01670: 予備データベースのリカバリに新しいデータ・ファイ予備データベースのリカバリに新しいデータ・ファイ予備データベースのリカバリに新しいデータ・ファイ予備データベースのリカバリに新しいデータ・ファイルルルル nameが必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。 
原原原原因因因因 :  スタンバイ・データベース（予備データベース）の回復（リカバリ）によって、
ファイルがプライマリ・データベースに追加されたことが通知されましたが、このファ
イルはスタンバイ・データベースでは使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プライマリ・データベースでファイルをコピーするか、スタンバイ・データ
ベースで ALTER DATABASE CREATE DATAFILEコマンドを実行して、回復に使用す
るファイルを作成してください。 ALTER DATABASE CREATE DATAFILEの詳細は、
『Oracle8 Server SQL言語 リファレンス』の索引項目「ALTER DATABASE」および
「CREATE DATAFILE 句、ALTER DATABASEコマンドの」を参照してください。

ORA-01671: 制御ファイルはバックアップ用で、予備制御ファイルにはできません制御ファイルはバックアップ用で、予備制御ファイルにはできません制御ファイルはバックアップ用で、予備制御ファイルにはできません制御ファイルはバックアップ用で、予備制御ファイルにはできません。。。。
原原原原因因因因 :  現在マウントされている制御ファイルがバックアップ制御ファイルであり、スタ
ンバイ・データベース（予備データベース）用に制御ファイルを作成しようとしまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な回復（リカバリ）処理を完了してから、RESETLOGSオ プションを指
定してデータベースをオープンします。 RESETLOGSオプションの詳細は、『Oracle8 
Server SQLリファレンス』の索引項目「RESETLOGSオプション、ALTER DATABASE
コマンドの」および「CREATE CONTROLFILEコマンド、RESETLOGSオプション」
を参照してください。

ORA-01672: 制御ファイルでファイルが不足しているか、ファイルが余分な可能性がありま制御ファイルでファイルが不足しているか、ファイルが余分な可能性がありま制御ファイルでファイルが不足しているか、ファイルが余分な可能性がありま制御ファイルでファイルが不足しているか、ファイルが余分な可能性がありま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  スタンバイ制御ファイルを作成しようとしましたが、CREATE CONTROLFILE
を使用して、最新の制御ファイルが作成されたか、または不完全 回復が実行されまし
た。 このため、制御ファイル内とデータ・ディクショナリ内のデータ・ファイルは一致
していない可能性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースをオープンしてから操作を再試行してください。 CREATE 
CONTROLFILEの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目
「CONTROLFILE」を参照してください。

ORA-01673: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル nameを識別できませんを識別できませんを識別できませんを識別できません。。。。
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原原原原因因因因 :  不完全回復または CREATE CONTROLFILEの後、データ・ファイ ルが制御ファ
イル内にありませんでした。 スタンバイ・データベースの回復にはデータ・ファイルの
ヘッダーからの情報が必要なため、スタンバイ制御ファイルが作成できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルを検索して、それをオンラインにしてください。 フ ァイルは必要に
応じてオフラインに戻してください。 このファイルを削除する場合、DROPオプション
を指定してオフラインにすると、このエラーは発生しません。 

CREATE CONTROLFILEと DROPの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索
引項目「CREATE CONTROLFILE」と「DROP」を参照してください。

ORA-01674: データ・ファイデータ・ファイデータ・ファイデータ・ファイルルルル nameが現行ファイルより古いタイプのものですが現行ファイルより古いタイプのものですが現行ファイルより古いタイプのものですが現行ファイルより古いタイプのものです。。。。
原原原原因因因因 :  このファイルがデータベースで削除されていることを示す REDOログが回復処
理で検出されましたが、削除されたファイルと同じファイ ル番号を使用して別のファイ
ルが追加されました。 これは、CREATE CONTROLFILEコマンドで、現行ファイルでは
なく削除された古いファイルが指定されているということです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE CONTROLFILEを使用して制御ファイルを再構築し、正しいファ
イルを指定してください。 

CREATE CONTROLFILEと DROPの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索
引項目「CREATE CONTROLFILE」と「DROP」を参照してください。

ORA-01675: スタンバイ・データベーススタンバイ・データベーススタンバイ・データベーススタンバイ・データベースのののの 2次マウントを試みました次マウントを試みました次マウントを試みました次マウントを試みました。。。。
原原原原因因因因 :  スタンバイ・データベースを 2次としてマウントしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スタンバイ・データベースはすでにマウントされています。 最初にディスマ
ウントしてからスタンバイ・データベースをマウントしてください。 

ディスマウントとマウントの詳細は、『Oracle8 Server概要』の索引項目「データベー
ス、ディスマウント」と「データベース、マウント」および『Oracle8 Server SQLリ
ファレンス』の索引項目「マウント、データベース」を参照してください。  

ORA-01676: スタンバイファイルスタンバイファイルスタンバイファイルスタンバイファイル名名名名 numがががが numの最大長を超えて変換されましたの最大長を超えて変換されましたの最大長を超えて変換されましたの最大長を超えて変換されました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたファイル名をスタンバイ・データベースで使用される名前に変換した
とき、変換後の名前がファイル名の許容最大長を超えました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ DB_FILE_STANDBY_NAME_CONVERTまたは 
LOG_FILE_STANDBY_NAME_CONVERTを変更して、有効な名前に変換してくださ
い。 DB_FILESおよび LOG_FILES初期化パラメータの詳細は、『Oracle8 Server SQLリ
ファレンス』の索引項目「DB_FILES」および「LOG_FILES」を参照してください。

ORA-01677: 予備ファイル名変換パラメータがほかのインスタンスと異なっています予備ファイル名変換パラメータがほかのインスタンスと異なっています予備ファイル名変換パラメータがほかのインスタンスと異なっています予備ファイル名変換パラメータがほかのインスタンスと異なっています。。。。
原原原原因因因因 :  DB_FILE_STANDBY_NAME_CONVERTまたは
LOG_FILE_STANDBY_NAME_CONVERT初期化パラメータが、すでにデータベースに
マウントされている他のインスタンスと一致しません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ DB_FILE_STANDBY_NAME_CONVERTおよび
LOG_FILE_STANDBY_NAME_CONVERTを他のインスタンスと一致するように変更し
てください。 

DB_FILESと LOG_FILES初期化パラメータの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレン
ス』の索引項目「DB_FILES」と「LOG_FILES」を参照してください。

ORA-01678: パラメーパラメーパラメーパラメータタタタ nameはははは 2つの文字列、パターン文字列と置換文字列でなければなつの文字列、パターン文字列と置換文字列でなければなつの文字列、パターン文字列と置換文字列でなければなつの文字列、パターン文字列と置換文字列でなければな
りませんりませんりませんりません。。。。
原原原原因因因因 :  特定された初期化パラメータの値に 2つの文字列が指定され ていません。 この 2
つの文字列の内、1つの文字列はファイル名で検索される パターンです。 もう 1つの文
字列は、ファイル名で検索されたときにパターンを置換するために使用します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータに 2つの文字列を指定するか、パラメータを省略してください。

ORA-01679: データベースをアクティブにするにデータベースをアクティブにするにデータベースをアクティブにするにデータベースをアクティブにするにはははは EXCLUSIVEでマウントでマウントでマウントでマウントさささされていなけれれていなけれれていなけれれていなけれ
ばならず、またオープンされていてもいけませんばならず、またオープンされていてもいけませんばならず、またオープンされていてもいけませんばならず、またオープンされていてもいけません。。。。 
原原原原因因因因 :  データベースが EXCLUSIVEでマウントされていないとき、またはすでにオープ
ンしているときにデータベースをアクティブにしようとしました 。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースを EXCLUSIVEオプションを指定してマウントし、ACTIVATE
コマンドを再試行してください。 

EXCLUSIVEオプションの詳細は、 『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目
「EXCLUSIVEオプション」を参照してください。

ORA-01680: gc_files_to_locks が使用されている場合には、が使用されている場合には、が使用されている場合には、が使用されている場合には、gc_db_locks はゼロにできませはゼロにできませはゼロにできませはゼロにできませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  GC_DB_LOCKSをゼロに設定すると、すべてのファイルのデータ・ブロックを
解放できるので、GC_FILES_TO_LOCKSを指定する必要はありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GC_DB_LOCKSまたは GC_FILES_TO_LOCKSのいずれかを削除してくださ
い。 

GC_DB_LOCKSパラメータと GC_FILES_TO_LOCKSパラメータの詳細は、 『Oracle8 
Server SQLリファレンス』の索引項目「GC_DB_LOCKSパラメータ」と
「GC_FILES_TO_LOCKSパラメータ」を参照してください。 

ORA-01681: 表領域表領域表領域表領域 nameのののの LOB セグメントで最大エクステントセグメントで最大エクステントセグメントで最大エクステントセグメントで最大エクステント numに達しましたに達しましたに達しましたに達しました。。。。
原原原原因因因因 :  エクステントの最大数を超えて、LOBセグメントを拡張しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域のMAXEXTENTSの値がシステムの最大値よりも小さい場 合は、パ
ラメータの値を大きくしてください。 それ以外の場合は、表領域の PCTINCREASEの値
を大きくしてください。

ORA-01683: 表領域表領域表領域表領域 name で索引で索引で索引で索引 name.name パーティショパーティショパーティショパーティションンンン nameをををを num によって拡張でによって拡張でによって拡張でによって拡張で
きませんでしたきませんでしたきませんでしたきませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  表領域の中に索引セグメントのエクステントが割り当てられませんでした。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE文を使用して、1つ以上のファイル
を示された表領域に追加してください。

ORA-01684: 表表表表 name.name パーティショパーティショパーティショパーティションンンン nameのエクステント数が最大のエクステント数が最大のエクステント数が最大のエクステント数が最大数数数数 numに達しまに達しまに達しまに達しま
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  エクステントの最大数を超えて拡張しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXEXTENTSの値がシステムの最大値よりも小さい場合は、パ ラメータ
の値を大きくしてください。 それ以外の場合は、より大きな INITIALまたはNEXT、
PCTINCREASEパラメータを使用して表を再作成してください。 

ORA-01685: 索引索引索引索引 name.name パーティショパーティショパーティショパーティションンンン nameのエクステント数が最大のエクステント数が最大のエクステント数が最大のエクステント数が最大数数数数 numに達しに達しに達しに達し
ましたましたましたました。。。。
原原原原因因因因 :  エクステントの最大数を超えて、索引を拡張しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXEXTENTSの値がシステムの最大値よりも小さい場合は、パ ラメータ
の値を大きくしてください。 それ以外の場合は、より大きな INITIALまたはNEXT、
PCTINCREASEパラメータを使用して索引を再作成してください。

ORA-01686: 表領域表領域表領域表領域 name でファイル数が最大でファイル数が最大でファイル数が最大でファイル数が最大値値値値 numに達しましたに達しましたに達しましたに達しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定の表領域のファイル数が最大値に達しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域内の既存のファイルのサイズを変更してください。または、複数の表
領域間のオブジェクトをパーティションしてください。または、いくつかのオブジェク
トを別の表領域に移動してください。

ORA-01687: 表領域表領域表領域表領域 name  に指定されたロギング属性が、既存の属性と同じですに指定されたロギング属性が、既存の属性と同じですに指定されたロギング属性が、既存の属性と同じですに指定されたロギング属性が、既存の属性と同じです。。。。
原原原原因因因因 :  表領域のデフォルトのロギング属性（LOGGINGまたは NOLOGGING）を既存
のロギング属性と同じにしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定したロギング属性を変更してください。

ORA-01688: 表領域表領域表領域表領域 name の表の表の表の表 name.name パーティショパーティショパーティショパーティションンンン name をををを num  によって拡張できによって拡張できによって拡張できによって拡張でき
ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  表領域の中に表セグメント用のエクステントを割り当てられませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE文を使用して、1つ以上のファイル
を指定された表領域に追加してください。

ORA-01689: name  の句の句の句の句 name  に構文エラーがありましたに構文エラーがありましたに構文エラーがありましたに構文エラーがありました。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータの指定に構文エラーがありました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文エラーを修正してから、インスタンスを再起動してください。

ORA-01690: 別のマウントされたインスタンス別のマウントされたインスタンス別のマウントされたインスタンス別のマウントされたインスタンスとととと GC_ROLLBACK_LOCKSが異なりますが異なりますが異なりますが異なります。。。。
原因原因原因原因:  別のインスタンスのGC_ROLLBACK_LOCKSパラメータの値が異なります。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ GC_ROLLBACK_LOCKSを修正してからインスタンスを
再起動してください。
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ORA-01691: 表領域表領域表領域表領域 name  のののの LOB セグメントセグメントセグメントセグメント name.name をををを num  に拡張できませんでしたに拡張できませんでしたに拡張できませんでしたに拡張できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  指定の表領域の中に LOBセグメント用のエクステントを割り当てられませんで
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE文を使用して、1つ以上のファイル
を指定された表領域に追加してください。

ORA-01692: 表領域表領域表領域表領域 name  のののの LOB セグメントセグメントセグメントセグメント name.name パーティショパーティショパーティショパーティションンンン name をををを num  にににに
よって拡張できませんでしたよって拡張できませんでしたよって拡張できませんでしたよって拡張できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  指定の表領域の中に LOBセグメント用のエクステントを割り当てられませんで
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE文を使用して、1つ以上のファイル
を指定された表領域に追加してください。

ORA-01693: LOB セグメントセグメントセグメントセグメント name.name のエクステント数が最大数に達しましたのエクステント数が最大数に達しましたのエクステント数が最大数に達しましたのエクステント数が最大数に達しました。。。。
原原原原因因因因 :  LOBセグメントがMAXEXTENTSの値を超えて拡張しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXEXTENTSの値がシステムの最大値よりも小さい場合は、パ ラメータ
の値を大きくしてください。 それ以外の場合は、より大きな INITIALまたはNEXT、
PCTINCREASEパラメータを使用して LOBセグメントを再作成してください。

ORA-01694: LOB セグメントセグメントセグメントセグメント name.name パーティションパーティションパーティションパーティション name  で最大エクステントに達しで最大エクステントに達しで最大エクステントに達しで最大エクステントに達し
ましたましたましたました。。。。
原原原原因因因因 :  LOBセグメントがMAXEXTENTSの値を超えて拡張しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXEXTENTSの値がシステムの最大値よりも小さい場合は、パ ラメータ
の値を大きくしてください。 それ以外の場合は、より大きな INITIALまたはNEXT、
PCTINCREASEパラメータを使用して LOBセグメントを再作成してください。

ORA-01695: バージョバージョバージョバージョンンンン 8.0.2へのロールへのロールへのロールへのロールババババック・セグメンック・セグメンック・セグメンック・セグメントトトト :name の変換中にエラーが発の変換中にエラーが発の変換中にエラーが発の変換中にエラーが発
生しました生しました生しました生しました。。。。
原原原原因因因因 :  バージョン 8.0.1のデータベースが完全にシャットダウンされていない可能性が
あります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  8.0.1のデータベースを再ロードし、完全にシャットダウンしてください。

ORA-01696: 制御ファイルがクローン制御ファイルではありません制御ファイルがクローン制御ファイルではありません制御ファイルがクローン制御ファイルではありません制御ファイルがクローン制御ファイルではありません。。。。
原原原原因因因因 :  他のインスタンスでクローンとしてではなくマウントされているデータベース
を、クローンとしてマウントしようとしました。または、現行の制御ファイルをクロー
ンとして使用しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クローン・オプションなしでマウントしてください。または、バックアップ
制御ファイルを使用し、他のインスタンスをシャットダウンしてからクローンとしてマ
ウントしてください。

ORA-01697: 制御ファイルはクローン・データベース用です制御ファイルはクローン・データベース用です制御ファイルはクローン・データベース用です制御ファイルはクローン・データベース用です。。。。
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原原原原因因因因 :  クローン・データベースを指定する適切なコマンド・オプションなしで、クロー
ン・データベースをマウントしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クローン・オプションまたは適切なコマンドを使用してください。または、
プライマリ制御ファイルを使用してマウントしてください。

ORA-01698: クローン・データベースでクローン・データベースでクローン・データベースでクローン・データベースではははは SYSTEMロールバック・セグメントのみをオンラロールバック・セグメントのみをオンラロールバック・セグメントのみをオンラロールバック・セグメントのみをオンラ
インとして持ちますインとして持ちますインとして持ちますインとして持ちます。。。。
原原原原因因因因 :  クローン・データベース内のロールバック・セグメントをオンラインにしようと
しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このコマンドは使わないでください。

ORA-01699: 表領域表領域表領域表領域 'name' は、は、は、は、Point in timeリカバリでインポートされていますリカバリでインポートされていますリカバリでインポートされていますリカバリでインポートされています 。。。。
原原原原因因因因 :  表領域をオンラインにしようとしました。または、Point-in－ Timeインポート
の処理中に、別の Point-in-Timeインポートを開始しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インポートが完了するまで待機してください。

SQLの解析メッセージ : 01700～ 01799 
この節には、Oracle Serverが SQL文を解析するときに生成されるメッセージが記載されて
います。 この節で取り上げるメッセージはたいていの場合、誤った SQL文が入力されるとき
に出力されます。 SQLの構文の詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』を参照してくだ
さい。

ORA-01700: リスト中のユーザー名が重複していますリスト中のユーザー名が重複していますリスト中のユーザー名が重複していますリスト中のユーザー名が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文または REVOKE文で同じユーザー名が重複して記載されています。 
ユーザー名は一意でなければなりません。また、GRANT文または REVOKE文には一
度だけ指定することができます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複するユーザー名を取り除いて、文を再試行してください。 

ORA-01701: ここではクラスタは指定できませんここではクラスタは指定できませんここではクラスタは指定できませんここではクラスタは指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  クラスタが許されていない文でクラスタ名が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な CLUSTER文を入力するか、またはクラスタ名を表、ビュー、索引、
シノニムなどその文に有効なオブジェクトの名前に変更してください。 

ORA-01702: ここではビューは指定できませんここではビューは指定できませんここではビューは指定できませんここではビューは指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが許可されていない文にビュー名が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表、クラスタ、シノニム、索引など、その文に有効なオブジェクトの名前を
入力してください。 

ORA-01703: SYNONYM キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード SYNONYMが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、キーワード SYNONYMを挿入してください。 
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ORA-01704: 文字列が長すぎます文字列が長すぎます文字列が長すぎます文字列が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  定数として指定された引用符付きストリングが長すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  引用符付きストリングは 2000文字以内でなければなりません。 

ORA-01705: 相関列に外部結合は指定できません相関列に外部結合は指定できません相関列に外部結合は指定できません相関列に外部結合は指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  相関列（つまり、外部問合せの FROM句で参照される表の副問合せの列）の後
に外部結合指示子（+）が指定されました。 これは許可されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せを改訂します。 副問合せの構文を参照してください。 外部結合指示子
は、同じ問合せブロック中の列で、その表が FROM句に含まれているものの後にだけ
指定できます。 

ORA-01706: ユーザー定義の関数の結果が大きすぎますユーザー定義の関数の結果が大きすぎますユーザー定義の関数の結果が大きすぎますユーザー定義の関数の結果が大きすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー定義の SQL関数から生成された値が、関数表で定義されている最大値
より大きくなっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関数表の最大値を変更するか、ユーザー定義関数を訂正してください。 

ORA-01707: LISTキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  このコンテキストではキーワード LISTが必要です。たとえば、ARCHIVE LOG
文を使用して、一連の REDOログ・ファイルを表示する場合などです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所にキーワード LISTを挿入してから、文を再試行
してください。 

ORA-01708: ACCESSまたまたまたまたはははは SESSIONがありませんがありませんがありませんがありません。。。。
原原原原因因因因 :  AUDIT文または NOAUDIT文のキーワード BYの後に、ACCESSまたは
SESSION以外が指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、キーワード BYの後に ACCESSまたは SESSIONを指定して
ください。 

ORA-01709: プログラムがありませんプログラムがありませんプログラムがありませんプログラムがありません。。。。
原原原原因因因因 :  この機能は現在実現されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  何もする必要はありません。 

ORA-01710: OF キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT FOR UPDATE文にキーワード OFが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて訂正してください。 SELECT FOR UPDATEを指定するために
は、SELECT文の最後に次の句を追加してください。 

FOR UPDATE OF column-list  

ORA-01711: 権限が重複してリストされています権限が重複してリストされています権限が重複してリストされています権限が重複してリストされています。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文または REVOKE文に同じ権限が重複して記載されてい ます。 権限は、
これらの文に 1度しか指定できません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複する権限をリストから取り除いて、文を再試行してください。 

ORA-01712: 自分が所有していない権限は付与できません自分が所有していない権限は付与できません自分が所有していない権限は付与できません自分が所有していない権限は付与できません。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文で、自分が所有していない権限を他のユーザーに許可しようとしてい
ます。 自分が所有しており、許可されている権限に限って他のユーザーに許可できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のいずれかを実行してください。 

■ GRANT文に許可されている権限だけを指定する。 

■ データベース管理者に依頼して、必要な権限を付与してもらう。 

■ データベース管理者に必要な権限を依頼してから他のユーザーにその権限を付与す
る。 

ORA-01713: その権限に対すその権限に対すその権限に対すその権限に対するるるる GRANT OPTIONがありませんがありませんがありませんがありません。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文に、他のユーザーに許可することは認可されていない権限を指定しま
した。 他のユーザーにその権限を付与するときに必要となる GRANT OPTIONが指定さ
れませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GRANT文を変更して許可されている権限だけを指定するか、権限を付与し
たユーザーに GRANT OPTIONも付与するように要求してください。 

ORA-01714: ユーザー定義の関数の実行中にエラーが発生しましたユーザー定義の関数の実行中にエラーが発生しましたユーザー定義の関数の実行中にエラーが発生しましたユーザー定義の関数の実行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー定義の SQL関数の実行中にエラーが発生しました。 エラーは関数のタイ
プによって異なります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関数の正しい使用方法を確認するか、関数を修正してください。 

ORA-01715: クラスタ索引クラスタ索引クラスタ索引クラスタ索引にににに UNIQUEは使用できませんは使用できませんは使用できませんは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  クラスタ索引を UNIQUE属性で作成しようとしました。 これは許可されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE INDEX文からキーワードUNIQUEを取り除いてから、文を再試行
してください。 

ORA-01716: クラスタ索引クラスタ索引クラスタ索引クラスタ索引にににに NOSORTは使用できませんは使用できませんは使用できませんは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  NOSORTオプションを使用してクラスタ索引を作成しようとし ました。 これは
許可されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べ、CREATE INDEX文からキーワードNOSORTを取り除いてか
ら、文を再試行してください。 

ORA-01717: seccta: 渡されたアクセス・モード・トークンが無効です渡されたアクセス・モード・トークンが無効です渡されたアクセス・モード・トークンが無効です渡されたアクセス・モード・トークンが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01718: NOAUDIT文で文で文で文ではははは BY ACCESS句また句また句また句またはははは BY SESSION句は使用できません句は使用できません句は使用できません句は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  NOAUDIT文で BY ACCESS句または BY SESSION句が使用されまし た。 これら
の句は AUDIT文では有効ですが、NOAUDIT文では使用できません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NOAUDIT文から BY ACCESS句または BY SESSION句を取り除いてくださ
い。 

ORA-01719: OR句また句また句また句またはははは IN句の中で外部結合は使用できません句の中で外部結合は使用できません句の中で外部結合は使用できません句の中で外部結合は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  OR句の中で外部結合が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Aと Bを述語とすると、(A(+) OR B)と同じ結果を得るためには次の構文を
使用してください。 

(SELECT WHERE (A+ AND NOT B)) UNION ALL (SELECT WHERE (B)); 

 

ORA-01720: strに対すに対すに対すに対するるるるGRANTオプションは存在しませんオプションは存在しませんオプションは存在しませんオプションは存在しません。。。。 
原原原原因因因因 :  ビューに対して GRANTが実行されましたが、このオブジェクトに対して権限が
ありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な GRANT権限を付与してもらってください。 

ORA-01721: USERENV(COMMITSCN)がトランザクションで複数回起動されましたがトランザクションで複数回起動されましたがトランザクションで複数回起動されましたがトランザクションで複数回起動されました。。。。
原原原原因因因因 :  USERENV機能はトランザクションで一度しか使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  トランザクションを書き直して USERENV（COMMITSCN）を一度だけ使
用してください。

ORA-01722: 数値が無効です数値が無効です数値が無効です数値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  数値列が無効であるため、文字列から数値への変換は失敗し ました。 算術演算ま
たは式では、数値データを含む文字フィールドまたは数値フィールドしか使用すること
ができません。 日付に対しては数値フィールドだけを加算または減算できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関数または式の中の文字列を確認してください。 文字列が数字、単一の符号、
単一の小数点、文字 Eまたは eだけから構成されていることを確かめて、操作を再実行
してください。

ORA-01723: 長さゼロの列は指定できません長さゼロの列は指定できません長さゼロの列は指定できません長さゼロの列は指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE TABLEの実行中に長さゼロの列が指定されました（たとえば、
CHAR(0)など）。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  長さが少なくとも 1になるように列を訂正し、操作を再試行してください。

ORA-01724: 浮動小数点の精度が有効範浮動小数点の精度が有効範浮動小数点の精度が有効範浮動小数点の精度が有効範囲囲囲囲 (1かかかからららら 126)を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。 
原原原原因因因因 :  浮動小数点の精度が、規定の範囲外です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  修正して再試行してください。 

ORA-01725: USERENV (COMMITSCN)はここでは許されていませんはここでは許されていませんはここでは許されていませんはここでは許されていません。。。。
原原原原因因因因 :  USERENV (COMMITSCN)機能は、INSERT文の VALUES句および UPDATE文
の割当てにおいて最上位の式として許されているだけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この機能の使用方法を訂正してください。
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ORA-01726: 表の指定は無効です表の指定は無効です表の指定は無効です表の指定は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  表の指定が許されていない文に表名を使用しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な表文を入力するか、適切なオブジェクトに対して現在の文を使用して
ください。 

ORA-01727: 数値の精度指定範数値の精度指定範数値の精度指定範数値の精度指定範囲囲囲囲 (1かかかからららら 38桁桁桁桁 )を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE/ALTER TABLE文または CREATE CLUSTER文の数値型の列に指定す
る精度の桁数は、38桁以内でなければなりません。 精度を指定しない場合は、デフォル
トの 22桁が用いられます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1から 38までの数値精度を指定し、文を再試行してください。 

ORA-01728: 数値の位取り指定範数値の位取り指定範数値の位取り指定範数値の位取り指定範囲囲囲囲 (-84かかかからららら 127)を超えていますを超えていますを超えていますを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE/ALTER TABLE文または CREATE CLUSTER文の数値フィー ルドに指
定している位どりの範囲が無効です。 -84から 127の間でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  -84から 127までの位どりを指定してください。 位どりを指定しない場合は、
列のデフォルトの位どりは小数点以下 0桁になります。 

ORA-01729: データベース・リンク名が必要ですデータベース・リンク名が必要ですデータベース・リンク名が必要ですデータベース・リンク名が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・データベース中の表の参照において、アットマーク（＠）の後にデー
タベース・リンク名が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  参照を訂正して、操作を再試行してください。 リモート・データベース中の
表を指定する正しい構文は次のとおりです。 

username.table_name@ database_name 
アットマーク（＠）の前後のスペースは任意です。 

ORA-01730: 指定した列名の個数が無効です指定した列名の個数が無効です指定した列名の個数が無効です指定した列名の個数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE VIEW文に指定された列名の数が、SELECT句にリストされた列の数と
一致しません。CREATE VIEW文に列名を指定する場合、SELECT句の各列または各式
に対して正しい名前を 1つだけ指定しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECT句の各列に対して 1つのビュー列名を指定してください。 

ORA-01731: 循環的なビュー定義が検出されました循環的なビュー定義が検出されました循環的なビュー定義が検出されました循環的なビュー定義が検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  一連の CREATE VIEW文および DROP VIEW文において、あるビュ ーが自身を
基準にして定義されました。 たとえば、VIEW1が、VIEW1内のある 列に定義される
VIEW2中のある列を含んでいる、というようにです。 ビュー定義はデータ・ディクショ
ナリを問合せることによって参照できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ビュー定義を確認し、循環参照を取り除いてから、文を再試行してくださ
い。 

ORA-01732: このビューに対するデータ操作が無効ですこのビューに対するデータ操作が無効ですこのビューに対するデータ操作が無効ですこのビューに対するデータ操作が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  式または関数を含んでいるか、複数の表から導き出されたビ ューにおいて、
UPDATE、INSERT、DELETE文を使用しようとしました。 複数のビューを結合して作
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成しているか、ビューが関数または式から導き出された仮想列を含んでいる場合は、問
合せだけ可能です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  かわりに実表内の行に対して UPDATEまたは INSERT、DELETEを実行し、
問い合わせるビュー上の操作を制限してください。

ORA-01733: ここでは仮想列は使用できませんここでは仮想列は使用できませんここでは仮想列は使用できませんここでは仮想列は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビュー内の式に対して INSERT文、UPDATE文、DELETE文を使用しようとし
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ビューのかわりに、基本表においてデータの INSERT、UPDATE、DELETE
を実行してください。

ORA-01734: パラメータが無効です。パラメータが無効です。パラメータが無効です。パラメータが無効です。- EXTENT MINがががが EXTENT MAXより高すぎますより高すぎますより高すぎますより高すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  下限パラメータ EXTENT MINの値が上限パラメータ EXTENT MAXの値よりも
大きくなっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXTENT MINの値には EXTENT MAXよりも小さい値を選択してください。 

ORA-01735: ALTER TABLEオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE文に無効なオプションが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、有効なオプションを指定してから、文を再試行してくださ
い。 

ORA-01736: [NOT] SUCCESSFUL が予想されましたが予想されましたが予想されましたが予想されました。。。。
原原原原因因因因 :  AUDIT文または NOAUDIT文のWHENEVERの後に SUCCESSFULまたは
NOT SUCCESSFUL以外のものが指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  WHENEVER句を訂正して、文を再試行してください。 

ORA-01737: 有効なモー有効なモー有効なモー有効なモードドドド : [ROW] SHARE, [[SHARE] ROW]EXCLUSIVE, SHARE 
UPDATE 
原原原原因因因因 :  LOCK TABLEコマンドの後に有効な表ロック・モードが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SHAREまたは ROW SHARE、EXCLUSIVE、ROW EXCLUSIVE、SHARE 
ROW EXCLUSIVE、SHARE UPDATEのいずれかを入力してください。 

ORA-01738: INキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  LOCK TABLE文にキーワード INがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LOCK TABLE文の表名の直後にキーワード INを指定し、文を再試行してく
ださい。 

ORA-01739: MODE キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  LOCK TABLE文にキーワードMODEがありません。 指定したロック・モードの
直後にはキーワードMODEを指定しなければなければなりません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所にキーワードMODEを挿入してから、文を再試
行してください。 

ORA-01740: 識別子識別子識別子識別子にににに 2重引用符がありません重引用符がありません重引用符がありません重引用符がありません。。。。
原原原原因因因因 :  識別子を囲むために最初の 2重引用符 (")が付いていますが、 終わりの 2重引用符
がありません。 識別子に $、#、_以外の特殊文字または空白が含まれている場合は、2
重引用符で囲む必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  閉じる 2重引用符 (")を識別子の終わりに追加してください。 

ORA-01741: 長さゼロの識別子は無効です長さゼロの識別子は無効です長さゼロの識別子は無効です長さゼロの識別子は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  2つの 2重引用符 ("")を識別子として使用しようとしました。 識別子の長さは少
くとも 1文字なければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  識別子の 2重引用符の間に、少くとも 1文字を挿入してください。 空白文字
の識別子が必要であれば、2重引用符の間に空白を入れてください。 

ORA-01742: コメントが正しく終了していませんコメントが正しく終了していませんコメントが正しく終了していませんコメントが正しく終了していません。。。。
原原原原因因因因 :  表示されている /*トークンで始まるコメントまたはヒントが、 終わりを示す */
トークンで終了していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コメントまたはヒントが正しく終了していることを確認してください。

ORA-01743: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : ユーザー定義の関数索引が無効ですユーザー定義の関数索引が無効ですユーザー定義の関数索引が無効ですユーザー定義の関数索引が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  これは現在実現されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  何もする必要はありません。 

ORA-01744: INTO句の指定が無効です句の指定が無効です句の指定が無効です句の指定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  副問合せで INTO句は使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、最上位の問合せに INTO句を配置してから、文を再試行して
ください。 

ORA-01745: ホスホスホスホストトトト /バインド変数名が無効ですバインド変数名が無効ですバインド変数名が無効ですバインド変数名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  バインド変数のコロンの後または INTO指定の後に不適切な名前（予約語など）
があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数名を変更して、操作を再試行してください。

ORA-01746: ここでは標識変数は使用できませんここでは標識変数は使用できませんここでは標識変数は使用できませんここでは標識変数は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  標識変数の使用は許されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  標識変数を削除して再試行してください。 

ORA-01747: user.table.column、、、、table.column、または列の指定が無効です、または列の指定が無効です、または列の指定が無効です、または列の指定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文に列名が正しく指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を（特に列名の参照について）調べてから、文を再試行してください。
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ORA-01748: ここでは修飾された列名は使用できませんここでは修飾された列名は使用できませんここでは修飾された列名は使用できませんここでは修飾された列名は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  この SQL文では、username.table.column、table.columnなどの修飾された列名
は使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列の修飾を取り除いて、操作を再試行してください。

ORA-01749: 自分自身へまたは自分自身から権限自分自身へまたは自分自身から権限自分自身へまたは自分自身から権限自分自身へまたは自分自身から権限をををを GRANT/REVOKEできませんできませんできませんできません。。。。 
原原原原因因因因 :  自分自身に対してオブジェクトまたはシステム権限を付与したり、取り消したり
することはできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のデータベース管理者アカウントからシステム権限の GRANTまたは
REVOKE を発行してください。

ORA-01750: UPDATE/REFERENCESは列ではなく表全体からしは列ではなく表全体からしは列ではなく表全体からしは列ではなく表全体からしかかかか REVOKEできできできできまままませんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  更新の権限は列単位で GRANTすることができますが、REVOKEは表全体に対
してだけ可能です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  特定の列を指定しないでください。 特定の列の更新の権限を取消したい場合
は、表全体に対して REVOKEを行い、次に、それらの特定列に対してユーザー権限を
GRANTするようにしてください。

ORA-01751: ダンプ取消しオプションが無効ですダンプ取消しオプションが無効ですダンプ取消しオプションが無効ですダンプ取消しオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SYSTEM DUMP UNDOコマンドに無効なオプションが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文の綴りが間違っていないか、または無効なオプション名を指定していな
いかを確認して、コマンドを再入力してください。 

ALTER SYSTEMの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目「ALTER 
SYSTEM」を参照してください。                    

ORA-01752: ちょうど１つのキー保護された表のビューからでなければ削除できませんちょうど１つのキー保護された表のビューからでなければ削除できませんちょうど１つのキー保護された表のビューからでなければ削除できませんちょうど１つのキー保護された表のビューからでなければ削除できません。。。。 
原原原原因因因因 :  削除された表にはキー保護された表がない、または、複数のキー保護された表が
あります。または、キー保護された表がマージされていないビュー、または読込み専用
ビューからの表です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ビューを再定義するか、または、基礎となる実表からビューを削除してくだ
さい。 

結合ビューの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目「ビュー」の下
にある情報、また、『Oracle8  Serverアプリケーション開発者ガイド』の「ビュー」の
下にある情報を参照してください。また、『Oracle8 Server概要』の索引項目「更新可能
な結合ビュー」を参照してください。

ORA-01753: 列定義がクラスタ列の定義と一致しません列定義がクラスタ列の定義と一致しません列定義がクラスタ列の定義と一致しません列定義がクラスタ列の定義と一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  クラスタに表を追加するときに、表の列の定義が、クラスタの列の定義と一致し
ていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのクラスタ列定義が一致しない限り、表をクラスタには追加できませ
ん。 
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ORA-01754: LONG型の列は表型の列は表型の列は表型の列は表にににに 1つしか含められませんつしか含められませんつしか含められませんつしか含められません。。。。 
原原原原因因因因 :  データ型 LONGの列は表あたり 1つだけ定義できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LONGデータ型の列は 1つだけにして、操作を再試行してください。

ORA-01755: エクステント番号またはブロック番号が指定されていませんエクステント番号またはブロック番号が指定されていませんエクステント番号またはブロック番号が指定されていませんエクステント番号またはブロック番号が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  エクステント番号またはブロック番号が指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なエクステント番号またはブロック番号を指定してください。

正しいエクステント数値あるいはブロック数値の選択の詳細は、 『Oracle8 Server SQL
リファレンス』の索引項目「ALTER TABLEコマンドの ALLOCATE EXTENT句」を参
照してください。                    

ORA-01756: 単一引用符が閉じられていません単一引用符が閉じられていません単一引用符が閉じられていません単一引用符が閉じられていません。。。。
原原原原因因因因 :  引用符付きの文字列は、単一引用符 (’)で終らなければなりません 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  閉じる引用符を挿入して、文を再実行してください。 

ORA-01757: オブジェクト番号が指定されていませんオブジェクト番号が指定されていませんオブジェクト番号が指定されていませんオブジェクト番号が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト番号が指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なオブジェクト番号を指定してください。 

正しいオブジェクト数値の指定の詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引
項目「オブジェクトのネーミング」を参照してください。  

ORA-01758: 必須必須必須必須列列列列 NOT NULLを追加するには表が空でなければなりませんを追加するには表が空でなければなりませんを追加するには表が空でなければなりませんを追加するには表が空でなければなりません。。。。 
原原原原因因因因 :  変更する表に、すでに行が存在する場合は新しい列を NOT NULLとして定義で
きません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NOT NULLの指定を取消して、文を再試行してください。

ORA-01759: ユーザー関数が正しく定義されていませんユーザー関数が正しく定義されていませんユーザー関数が正しく定義されていませんユーザー関数が正しく定義されていません。。。。
原原原原因因因因 :  あるユーザー関数が正しく定義されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01760: 関数の引数が無効です関数の引数が無効です関数の引数が無効です関数の引数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  この関数に対して指定した引数は、この文脈では無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関数の定義を調べて、引数を訂正してください。 

ORA-01761: DML操作が、結合の中の一意の表にマップしません操作が、結合の中の一意の表にマップしません操作が、結合の中の一意の表にマップしません操作が、結合の中の一意の表にマップしません。。。。
原原原原因因因因 :  主表は、更新操作または挿入操作、削除操作が最後に実行さ れる実表です。 削除
操作の場合、結合の中に主表がないか、または 2つ以上の 主表があります。 更新操作ま
たは挿入操作の場合、指定された列が 2つ以上の実表に対応します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結合指定を変更して、上記の状況が生じないようにしてください。
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ORA-01762: vopdrv: ビューの問合せブロックビューの問合せブロックビューの問合せブロックビューの問合せブロックがががが FROMにありませんにありませんにありませんにありません。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は出力されない内部エラー・メッセージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01763: 更新または削除に外部結合表が含まれています更新または削除に外部結合表が含まれています更新または削除に外部結合表が含まれています更新または削除に外部結合表が含まれています。。。。
原原原原因因因因 :  削除操作の場合、削除された表は他のいずれかの表に対して 外部結合になってい
ます。 更新操作の場合、更新された表が他のいずれかの表に対して外部結合になってい
るか、または主表から到達可能な表が主表から到達できない表に対して外部結合になっ
ています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結合指定を変更して、上記の状況が生じないようにしてください。 

ORA-01764: 結合の新規更新値が一意であることを保証されていません結合の新規更新値が一意であることを保証されていません結合の新規更新値が一意であることを保証されていません結合の新規更新値が一意であることを保証されていません。。。。 
原原原原因因因因 :  結合問合せ表の行が、更新される行に対してただ 1つの値だけを持つことが保証
されていない表の行を使用して更新されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結合指定を変更して、上記の状況が生じないようにしてください。 

ORA-01765: 指定された表の所有者名は使用できません指定された表の所有者名は使用できません指定された表の所有者名は使用できません指定された表の所有者名は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  表名またはビュー名の指定にピリオド（.）が含まれていた か、 これらの名前が無
効な接頭辞によって識別されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  そのオブジェクトが正しく識別されていることを確認し、必要に応じて名前
からピリオドを取り除いてください。 

ORA-01766: このコンテキストでディクショナリテーブルは使用できませんこのコンテキストでディクショナリテーブルは使用できませんこのコンテキストでディクショナリテーブルは使用できませんこのコンテキストでディクショナリテーブルは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT文の FROM句の範囲外でデータ・ディクショナリ・オブ ジェクトの名
前を使用しました。 データ・ディクショナリ・オブジェクトに対しては、SELECTする
ことだけが許可されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せを実行するデータ・ディクショナリ・オブジェクト上の操作を制限し
てください。 

ORA-01767: UPDATE SET式は副問合せでなければなりません式は副問合せでなければなりません式は副問合せでなければなりません式は副問合せでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  列のリストを更新しようとして副問合せのない単純式を使用しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データの更新に使用する副問合せの構文を調べて、必要な副問合せを追加し
てください。 

ORA-01768: 数値列が長すぎます数値列が長すぎます数値列が長すぎます数値列が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  入力した文字数が 255文字（数字、符号、小数点、指数も含む）の制限を超えて
います。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  科学計算表記法を使用するなどして、数値列を短くしてください（たとえ
ば、1,850,000,000を 1.85E9とする）。 

ORA-01769: CLUSTERオプション指定が重複していますオプション指定が重複していますオプション指定が重複していますオプション指定が重複しています。。。。
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原原原原因因因因 :  クラスタ化された表の CREATEに対して、2つ以上の CLUSTERオプションを指
定しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複する CLUSTER句を取り除いて、文を再実行してください。

ORA-01770: CREATE CLUSTERコマンドコマンドコマンドコマンドでででで CLUSTERオプションは使用できませんオプションは使用できませんオプションは使用できませんオプションは使用できません。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE CLUSTER文で CLUSTERオプションを使用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CLUSTER句を取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-01771: クラスタ表に対するオプションが無効ですクラスタ表に対するオプションが無効ですクラスタ表に対するオプションが無効ですクラスタ表に対するオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CLUSTERオプションが、MAXTRANSオプションと競合しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なオプションを取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-01772: LEVELの値が指定されていませんの値が指定されていませんの値が指定されていませんの値が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  LEVELに値が指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LEVELに適切な値を指定し、コマンドを再発行してください。 

LEVELに正しい値を指定する詳細は、 『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目
「LEVEL疑似列」と「SELECTコマンド内のLEVEL疑似列」を参照してください。                    

ORA-01773: ここここのののの CREATE TABLE文では列データ型は指定できません文では列データ型は指定できません文では列データ型は指定できません文では列データ型は指定できません。。。。 
原原原原因因因因 :  表を直接作成およびロードするのに使用される SELECT文に列データ型が指定さ
れました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列データ型を取り除いてください。 SELECTリスト式のデータ型が自動的に
列データ型として使われます。 

ORA-01774: dump undoオプションが複数指定されていますオプションが複数指定されていますオプションが複数指定されていますオプションが複数指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SYSTEM DUMP UNDOコマンドに同じオプションが 2回以上指定されま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を確認し、オプションの不必要な指定を取り除いて、コマンドを再発行
してください。 

ALTER SYSTEMの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目「ALTER 
SYSTEM」を参照してください。

ORA-01775: シノニム定義がループしていますシノニム定義がループしていますシノニム定義がループしていますシノニム定義がループしています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE SYNONYM文の中で、あるシノニムが自身をもとにして 定義されまし
た。 たとえば、次のような定義はループします。 

CREATE SYNONYM s1 for s2 
CREATE SYNONYM s2 for s3 
CREATE SYNONYM s3 for s1 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1つのシノニム定義を変更して実表またはビューに適用されるようにしてか
ら、操作を再試行してください。 
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ORA-01776: 結合ビューを介して複数の基本表を変更できません結合ビューを介して複数の基本表を変更できません結合ビューを介して複数の基本表を変更できません結合ビューを介して複数の基本表を変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  複数の基礎となる表に属する列が挿入または更新されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文を 2つ以上の別々の文として句にしてください。

結合ビューの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目「ビュー」の下
にある情報、また、『Oracle8  Serverアプリケーション開発者ガイド』の「ビュー」の
下にある情報を参照してください。また、『Oracle8 Server概要』の索引項目「更新可能
な結合ビュー」を参照してください。

ORA-01777: このシステムでこのシステムでこのシステムでこのシステムでははははWITH GRANT OPTIONは使用できませんは使用できませんは使用できませんは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  OracleのこのバージョンではWITH GRANT OPTIONはサポートされていませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  WITH GRANTオプションを取り除いてください。

ORA-01778: 副問合せの最大ネスティング・レベル制限数を超えました副問合せの最大ネスティング・レベル制限数を超えました副問合せの最大ネスティング・レベル制限数を超えました副問合せの最大ネスティング・レベル制限数を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  255レベルを超えるネストされた副問合せを使用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネストのレベルが 255未満になるように、いくつかの副問合せを上位の問合
せにマージしてください。 

ORA-01779: 複数表にマップする列を変更できません複数表にマップする列を変更できません複数表にマップする列を変更できません複数表にマップする列を変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  キー保護されていない表にマップする結合ビューの列を挿入または更新しようと
しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  基礎となる実表を直接変更してください。 

結合ビューの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の索引項目「ビュー」の下
にある情報、また、『Oracle8  Serverアプリケーション開発者ガイド』の「ビュー」の
下にある情報を参照してください。また、『Oracle8 Server概要』の索引項目「更新可能
な結合ビュー」を参照してください。 

ORA-01780: リテラルが必要ですリテラルが必要ですリテラルが必要ですリテラルが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  COMMENT文では、キーワード ISの後の注釈は引用符付きのリテラルでなけれ
ばなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  注釈がリテラルであることを確認してください。

ORA-01781: AS SELECTを使わずを使わずを使わずを使わずにににに UNRECOVERABLEを指定することはできませんを指定することはできませんを指定することはできませんを指定することはできません。。。。 
原原原原因因因因 :  存在している副問合せを AS句で指定しないで、CREATE TABLE文に
UNRECOVERABLEが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  UNRECOVERABLEを指定しないでください。

ORA-01782: UNRECOVERABLEをクラスタまたはクラスタ化表に対して指定することはでをクラスタまたはクラスタ化表に対して指定することはでをクラスタまたはクラスタ化表に対して指定することはでをクラスタまたはクラスタ化表に対して指定することはで
きませんきませんきませんきません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CLUSTER文またはクラスタ化された CREATE TABLE文によって
UNRECOVERABLEが指定されました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  UNRECOVERABLEを指定しないでください。

ORA-01783: RECOVERABLEまたまたまたまたはははは UNRECOVERABLE句は１つだけ指定できます句は１つだけ指定できます句は１つだけ指定できます句は１つだけ指定できます。。。。
原原原原因因因因 :  RECOVERABLEが複数回指定されたか、または UNRECOVERABLEが複数回指
定されたか、RECOVERABLEと UNRECOVERABLEの両方が CREATE TABLE文また
は CREATE INDEX文で指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RECOVERABLE句または UNRECOVERABLE句のうちのどちらか 1つを残
してその他はすべて削除して、文を再発行してください。

ORA-01784: データベースメディア回復が使用不能の状態でデータベースメディア回復が使用不能の状態でデータベースメディア回復が使用不能の状態でデータベースメディア回復が使用不能の状態ではははは RECOVERABLEを指定できを指定できを指定できを指定でき
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  データベースが NOARCHIVELOGモードで稼働しているときに、 CREATE 
TABLE文または CREATE INDEX文が RECOVERABLEを指定しました。 ログがアーカ
イブされていないので上書きされ、オブジェクトの作成前に取ったバックアップから、
作成中のオブジェクトが回復できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RECOVERABLEを指定しないか、メディア回復を使用可能にしてデータ
ベースを再起動してください。

ORA-01785: ORDER BY項目項目項目項目はははは SELECTリスト式の番号でなければなりませんリスト式の番号でなければなりませんリスト式の番号でなければなりませんリスト式の番号でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  集合式に対する ORDER BY項目が列番号ではないか、ORDER BY項目が
SELECT list列の番号ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORDER BY項目は、SELECTリストの列の数から 1の間の数でなければなり
ません。列番号を調べて文を再実行してください。 

ORA-01786: この問合せ式でこの問合せ式でこの問合せ式でこの問合せ式ではははは FOR UPDATE句は使用できません句は使用できません句は使用できません句は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  UNION、INTERSECT、MINUSを含む集合式の結果に対して、FOR UPDATE句
を使用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、FOR UPDATE句を取り除いてから、文を再試行してくださ
い。 

ORA-01787: 問合せブロッ問合せブロッ問合せブロッ問合せブロックククク 1つにつつにつつにつつにつきききき 1つの句しか使用できませんつの句しか使用できませんつの句しか使用できませんつの句しか使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  問合せの中で複数のWHERE、GROUP BY、CONNECT BY、HAVING句を使用
しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複する句を単一の句に組み合せて、文を再試行してください。 

ORA-01788: この問合せブロックでこの問合せブロックでこの問合せブロックでこの問合せブロックではははは CONNECT BY句が必要です句が必要です句が必要です句が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  CONNECT BY句を指定せずに START WITH句が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、CONNECT BY句を指定してから、文を再試行してくださ
い。 

ORA-01789: 問合せブロックで結果の列数が正しくありません問合せブロックで結果の列数が正しくありません問合せブロックで結果の列数が正しくありません問合せブロックで結果の列数が正しくありません。。。。 
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SQLの解析メッセージ : 01700～ 01799
原原原原因因因因 :  単一の集合式に含まれている副問合せの SELECT list列の数が同じではありませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  集合式の中の副問合せの SELECT list列の数がすべて同じになるようにして
ください。

ORA-01790: 式には対応する式と同じデータ型がなければなりません式には対応する式と同じデータ型がなければなりません式には対応する式と同じデータ型がなければなりません式には対応する式と同じデータ型がなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ある SELECT list項目が、同じ集合式の別の問合せの異なるデータ型を含む
SELECT list項目に対応しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  対応する SELECT list項目には、すべて同じデータ型が含ま れていることを
確認してください。 TO_ NUMBER、TO_ CHAR、TO_DATEの関数を使用して、明示的
にデータ変換を実行してください。 

ORA-01791: Select式が無効です式が無効です式が無効です式が無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  不適切な ORDER BY項目があります。 問合せは、ORDER BY句を 伴う SELECT 
DISTINCTです。 この文脈では、ORDER BY項目は、すべて定数、SELECT list式、オ
ペランドが定数または SELECT list式である式のいずれかでなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  不適切な ORDER BY項目を SELECT listから取り除いて、文を再試行してく
ださい。 

ORA-01792: 表またはビューに指定できる最大列数表またはビューに指定できる最大列数表またはビューに指定できる最大列数表またはビューに指定できる最大列数はははは 254ですですですです。。。。 
原原原原因因因因 :  表またはビュー内の作成において、254を超える列を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表またはビューの定義から、制限を超える列を取り除いてください。 情報が
すべて必要であれば、列を 2つの表またはビューに分割し、問合せの際にそれらの列を
結合するようにしてください。

ORA-01793: 指定できる最大索引列数指定できる最大索引列数指定できる最大索引列数指定できる最大索引列数はははは 16ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  索引の作成において、16を超える列が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  索引の定義から、制限を超える列を取り除いてください。 索引列がすべて必
要であれば、2つの索引に分割してください。 

ORA-01794: 指定できる最大クラスタ列数指定できる最大クラスタ列数指定できる最大クラスタ列数指定できる最大クラスタ列数はははは 16ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  クラスタ・キーに 16を超える列が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クラスタ・キーの定義から、制限を超える列を取り除いてください。 複数の
文字列を単一列に連結することを考えてください。 

ORA-01795: リストに指定できる式の最大数リストに指定できる式の最大数リストに指定できる式の最大数リストに指定できる式の最大数はははは 254ですですですです。。。。 
原原原原因因因因 :  リスト中に 255以上の列または式を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リストから、制限を超える式を取り除いてください。 

ORA-01796: リストではこの演算子は使用できませんリストではこの演算子は使用できませんリストではこの演算子は使用できませんリストではこの演算子は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ここでは許されない関係演算子を使用しました。 リストを比較するときは、等価
値をテストする演算子（たとえば =、!=、IN）だけを使用してください。 
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日付関数メッセージ : 01800～ 01899
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リストの比較が等価値をテストするためだけになるように、問合せを書き換
えてください。 たとえば、以下の句は無効です。   

WHERE (A,B) > ((C,D), (E,F)) 
個々の列を別々に比較するようにしなければなりません。 たとえば、Aと Bがそれぞれ
Cと Dより大きいことをテストするためには、WHERE(A,B)＞ (C,D)ではなく、
WHERE A＞ B AND C＞ Dとしてください。 

ORA-01797: 演算子の後に演算子の後に演算子の後に演算子の後にはははは ANYまたまたまたまたはははは ALLを指定しなければなりませんを指定しなければなりませんを指定しなければなりませんを指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  キーワード ANYまたは ALLが欠けています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、適当な箇所に ANYまたは ALLを追加してください。 

ORA-01798: EXCEPTIONキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ENABLE句に EXCEPTIONキーワードが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を訂正してください。

ORA-01799: 列は副問合せに対して外部結合されません列は副問合せに対して外部結合されません列は副問合せに対して外部結合されません列は副問合せに対して外部結合されません。。。。
原原原原因因因因 :  副問合せに対して式を結合することは認められません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  結合を削除するか、またはビューの副問合せを変更してください。 

日付関数メッセージ : 01800～ 01899 
この節には、Oracle日付関数がアクセスされると生成されるメッセージが記載されていま
す。

ORA-01800: 日付形式の文字が長すぎて処理できません日付形式の文字が長すぎて処理できません日付形式の文字が長すぎて処理できません日付形式の文字が長すぎて処理できません。。。。
原原原原因因因因 :  日付形式で指定した文字が大きすぎます。 文字を日付として入力する場合、長さ
は 220文字以内でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付形式には 220文字より短い文字を使用してください。 

ORA-01801: 日付形式が内部バッファに対して長すぎます日付形式が内部バッファに対して長すぎます日付形式が内部バッファに対して長すぎます日付形式が内部バッファに対して長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  日付形式の文字列が長すぎて処理できません。 これは、日付の一部に長い文字を
指定した場合に発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付形式の文字列から長い文字を取り除いてください。 

ORA-01802: ユリウス暦の日付指定が有効範囲を超えていますユリウス暦の日付指定が有効範囲を超えていますユリウス暦の日付指定が有効範囲を超えていますユリウス暦の日付指定が有効範囲を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  無効なユリウス日が入力されました。 有効なユリウス日は 1から 3,442,447までで
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1から 3,442,447までの有効なユリウス日を入力してください。 

ORA-01803: 日日日日付付付付 /時間の取得中に障害が発生しました時間の取得中に障害が発生しました時間の取得中に障害が発生しました時間の取得中に障害が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は発生しない内部エラー・メッセージです。 ほとんどの場合、システ
ム・クロックの障害によって発生します。 
15-168 Oracle8 エラー・メッセージ                              



日付関数メッセージ : 01800～ 01899
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム・クロックと日付または時間を要求したプロセスを調べてくださ
い。 必要であれば、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-01810: 形式コード形式コード形式コード形式コードがががが 2回現れています回現れています回現れています回現れています。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に形式コードが 2度リストされました。 各形式コードは TO_DATE関数
に 1度だけ指定できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から重複する形式コードを削除してから、操作を再試行してくださ
い。

ORA-01811: ユリウス暦の日付では年間通算日は使用できませんユリウス暦の日付では年間通算日は使用できませんユリウス暦の日付では年間通算日は使用できませんユリウス暦の日付では年間通算日は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  TO_DATE関数にユリウス日と年間通算日の両方が指定されま した。 ユリウス日
を指定する場合、年間通算日 (DDD)はユリウス日に含まれるため指定できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定から年間通算日またはユリウス日を削除してから、操作を再試行してく
ださい。

ORA-01812: 年年年年はははは 1度しか指定できません度しか指定できません度しか指定できません度しか指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に複数の年形式コードがリストされました。日付には次の年形式コード
の中のいずれか 1つだけが指定できます。 YYYY、YYY、YY、Y 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から年形式を 1つだけ残してその他はすべて取り除いてください。 

ORA-01813: 時間時間時間時間はははは 1度しか指定できません度しか指定できません度しか指定できません度しか指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に複数の時間形式コードがリストされました。 日付には、次の時間形式
コードの中のいずれか 1つだけが指定できます。HH、HH12、HH24 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から時間形式を 1つ残してその他はすべて取り除いてください。

ORA-01814: AM/PMとととと A.M./P.M.は混在できませんは混在できませんは混在できませんは混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  両方の正午標識タイプ (AMと PM)が日付指定にリストされました。 正午標識の
形式マスク（AMまたは A.M.）のどちらかが日付に指定されると、もう一方は指定で
きません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ピリオド無しもしくは有りで 1つの正午標識形式を一貫して使用するように
してください。

ORA-01813: 時間時間時間時間はははは 1度しか指定できません度しか指定できません度しか指定できません度しか指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に複数の時間形式コードがリストされました。 日付には、次の時間形式
コードの中のいずれか 1つだけが指定できます。HH、HH12、HH24 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から時間形式を 1つ残してその他はすべて取り除いてください。

ORA-01814: AM/PMとととと A.M./P.M.は混在できませんは混在できませんは混在できませんは混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  両方の正午標識タイプ (AMと PM)が日付指定にリストされました。 正午標識の
形式マスク（AMまたは A.M.）のどちらかが日付に指定されると、もう一方は指定で
きません。 
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日付関数メッセージ : 01800～ 01899
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ピリオド無しもしくは有りで 1つの正午標識形式を一貫して使用するように
してください。

ORA-01815: BC/ADとととと B.C./A.D.は混在できませんは混在できませんは混在できませんは混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  2つのタイプの標識（BC/AD）が日付指定にリストされました。 標識（BC/AD）
の形式マスク（BCまたは B.C.）のどちらかが日付に指定されると、もう一方は指定で
きません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ピリオド無しもしくは有りで 1つの BC/AD標識形式を一貫して使用してく
ださい。

ORA-01816: 月月月月はははは 1度しか指定できません度しか指定できません度しか指定できません度しか指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に複数の月形式コードがリストされました。 日付には、次の月形式コー
ドの中のいずれか 1つだけ指定できます。MM、MON、MONTH 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から月形式を 1つだけ残してその他はすべて取り除いてください。 

ORA-01817: 曜日曜日曜日曜日はははは 1度しか指定できません度しか指定できません度しか指定できません度しか指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に複数の曜日形式コードがリストされました。 日付には、次の曜日形式
コードの中のいずれか 1つだけが指定できます。 D、DY、DAY 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から曜日形式を 1つだけ残してその他はすべて取り除いてくださ
い。 

ORA-01818: HH24とととと AM/PMは混在できませんは混在できませんは混在できませんは混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に 24時間形式コードと正午標識コードの両方が含まれています。 24時
間形式（HH24）を使用して時間を指定すると、正午標識（AMまたは PM ）は指定で
きません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から正午標識形式コード（AM/PMか A.M./P.M.）、または 24時間
形式コード（HH24）を取り除いてください。 

ORA-01819: 符号付き年符号付き年符号付き年符号付き年とととと BC/ADは混在できませんは混在できませんは混在できませんは混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に符号付き年と B.C./A.D.標識の両方が含まれてい ます。 年が符号付き
で指定されている場合（SYYYYなど）には、B.C.または A.D.は日付に含まれているの
で、入力しないでください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から B.C./A.D.標識を取り除いてください。 

ORA-01820: 日付入力形式に含まれている形式コードが無効です日付入力形式に含まれている形式コードが無効です日付入力形式に含まれている形式コードが無効です日付入力形式に含まれている形式コードが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に含まれている形式コードが無効です。 日付を入力するときは、次のも
のしか指定できません。年、月、日、時、分、秒、ユリウス日、A.M./P.M、B.C./A.D. 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から無効な形式コードを取り除いてください。 

ORA-01821: 日付形式が無効です日付形式が無効です日付形式が無効です日付形式が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に含まれている形式コードが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な日付形式コードだけを指定するようにしてください。
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日付関数メッセージ : 01800～ 01899
ORA-01822: このカレンダでこのカレンダでこのカレンダでこのカレンダではははは era形式コードは有効ではありません形式コードは有効ではありません形式コードは有効ではありません形式コードは有効ではありません。。。。 
原原原原因因因因 :  era情報を使用しないカレンダに era形式コード、Eまたは EEを指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  era形式コードを含まない日付形式マスクを使用して、操作を再試行してく
ださい。

ORA-01830: 日付形式の指定に不必要なデータが含まれています日付形式の指定に不必要なデータが含まれています日付形式の指定に不必要なデータが含まれています日付形式の指定に不必要なデータが含まれています。。。。
原原原原因因因因 :  有効な日付形式ピクチュアに余分なデータが含まれています。 形式ピクチュアの
最初の部分は有効な日付に変換されましたが、不要なデータが残っています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付形式ピクチュアの指定を調べて、文を修正してください。 

ORA-01831: 年とユリウス暦の日付は混在できません年とユリウス暦の日付は混在できません年とユリウス暦の日付は混在できません年とユリウス暦の日付は混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  ユリウス日に対して誤った年が指定されました。ユリウス日に年を指定する場
合、ユリウス日が発生する年でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から年の値を取り除くか、またはユリウス日の正しい年を入力して
ください。 

ORA-01832: 年単位の日付とユリウス暦の日付は混在できません年単位の日付とユリウス暦の日付は混在できません年単位の日付とユリウス暦の日付は混在できません年単位の日付とユリウス暦の日付は混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  年間通算日と共にユリウス日が指定されましたが、日がユリウス日と一致しませ
ん。 ユリウス日と共に年間通算日を指定する場合、同じ日でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から年間通算日の値を取り除くか、またはユリウス日の正しい日付
を入力してください。 

ORA-01833: 月とユリウス暦の日付は混在できません月とユリウス暦の日付は混在できません月とユリウス暦の日付は混在できません月とユリウス暦の日付は混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  ユリウス日付に対して誤った月が指定されました。 ユリウス日と共に月を指定す
る場合、ユリウス日が発生する月でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から月の値を取り除くか、またはユリウス日の正しい月を入力して
ください。 

ORA-01834: 月単位の日付とユリウス暦の日付は混在できません月単位の日付とユリウス暦の日付は混在できません月単位の日付とユリウス暦の日付は混在できません月単位の日付とユリウス暦の日付は混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  月単位の日と共にユリウス日が指定されましたが、月単位の日がユリウス日と一
致しません。 ユリウス日と共に月単位の日を指定する場合、ユリウス日と同じ月単位の
日でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から月単位の日の値を取り除くか、またはユリウス日の正しい月単
位の日を入力してください。 

ORA-01835: 曜日とユリウス暦の日付は混在できません曜日とユリウス暦の日付は混在できません曜日とユリウス暦の日付は混在できません曜日とユリウス暦の日付は混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  曜日と共にユリウス日が指定されましたが、曜日がユリウス日と一致しません。 
ユリウス日と共に曜日を指定する場合、ユリウス日と同じ曜日でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から曜日の値を取り除くか、またはユリウス日の正しい曜日を入力
してください。 

ORA-01836: 時と日単位の秒は混在できません時と日単位の秒は混在できません時と日単位の秒は混在できません時と日単位の秒は混在できません。。。。
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原原原原因因因因 :  日単位の秒と合わない時が指定されました。 午前 0時からの経過秒 (SSSSS)と共
に時を指定する場合、その秒を含んでいる時でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から時の値を取り除くか、または午前 0時からの経過秒を含んだ正
しい時を入力してください。 

ORA-01837: 時単位の分と日単位の秒は混在できません時単位の分と日単位の秒は混在できません時単位の分と日単位の秒は混在できません時単位の分と日単位の秒は混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定に時単位の分と日単位の秒の両方が含まれていますが、互いの値が一致
しません。 時単位の分 (MI)と午前 0時からの経過秒 (SSSSS)の両方を指定する場合、分
にはその秒の値が含まれなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から分の値を取り除くか、または指定した秒の値に対する正しい分
を入力してください。 

ORA-01838: 分単位の秒と日単位の秒は混在できません分単位の秒と日単位の秒は混在できません分単位の秒と日単位の秒は混在できません分単位の秒と日単位の秒は混在できません。。。。 
原原原原因因因因 :  日付指定に分単位の秒と日単位の秒の両方が含まれていますが、互いの値が一致
しません。 両方の秒を指定する場合、分単位の秒 (SS)は、午前 0時からの経過秒
(SSSSS)に対応するものでなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付指定から分単位の秒の値を取り除くか、または指定された日単位の秒に
対応する値を入力してください。 

ORA-01839: 指定した月に対して日付が無効です指定した月に対して日付が無効です指定した月に対して日付が無効です指定した月に対して日付が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  日付に指定された月の日が、所定の月に対して無効です。 月の日 (DD)は月の日
数と 1の間の数でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された月に有効な日を入力してください。 

ORA-01840: 入力した値の長さが日付形式に対して不足しています入力した値の長さが日付形式に対して不足しています入力した値の長さが日付形式に対して不足しています入力した値の長さが日付形式に対して不足しています。。。。 
原原原原因因因因 :  日付形式に変換するデータが不完全です。入力データよりも日付形式ピクチュア
の方が長くなっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力を追加するか、日付ピクチュア形式を短くして、操作を再試行してくだ
さい。

ORA-01841: 年年年年はははは -4713とととと +9999の間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  日付に指定した年が有効な日付範囲にありません。 有効な日付は、4712 B.C.1月 1
日と 4712 A.D.12月 31日の間の任意の日付です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  4712 B.C.から 4712 A.D.の間の有効な日付値を入力してください。 

ORA-01842: 四半期四半期四半期四半期はははは 1かかかからららら 4の間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  日付の年の四半期に対して、指定した値が無効です。四半期 (Q)は 1と 4の間で
なければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1から 4の間の有効な四半期の値を入力してください。 

ORA-01843: 指定した月が無効です指定した月が無効です指定した月が無効です指定した月が無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  日付に指定した月は無効です。 有効な月は、January-December（形式コード
MONTHの場合）および Jan-Dec（形式コードMONの場合）です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な月を正しい形式で指定してください。 

ORA-01844: 年単位の週年単位の週年単位の週年単位の週はははは 1かかかからららら 52の間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  日付の年単位の週に指定した値が無効です。年単位の週 (WW)は 1から 52の間
でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1から 52の間の年単位の週の値を入力してください。 

ORA-01845: 月単位の週月単位の週月単位の週月単位の週はははは 1かかかからららら 5の間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  日付の月単位の週に指定した値が無効です。 月単位の週 (W)は 1から 5の間でな
ければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1から 5の間の月単位の週の値を入力してください。 

ORA-01846: 指定した曜日が無効です指定した曜日が無効です指定した曜日が無効です指定した曜日が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  日付に指定した曜日は無効です。 有効な曜日は次のとおりです。   

■ Monday-Sunday（形式コード DAYの場合）   

■ Mon-Sun（形式コード DYの場合）   

■ 1-7（形式コード Dの場合）

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい形式で有効な曜日を指定してください。 

ORA-01847: 月単位の日付月単位の日付月単位の日付月単位の日付はははは 1から月末日の間で指定しなければなりませんから月末日の間で指定しなければなりませんから月末日の間で指定しなければなりませんから月末日の間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  日付にリストされた月単位の日は指定月に対して無効です。 月単位の日 (DD)は、
1からその月の日数との間でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された月に有効な日の値を入力してください。 

ORA-01848: 年単位の日付年単位の日付年単位の日付年単位の日付はははは 1かかかからららら 365(閏年閏年閏年閏年はははは 366)の間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  日付に指定した年間通算日は無効です。 年間通算日 (DDD)は、閏年以外は 1から
365の間、閏年の場合は 1から 366の間でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1から 365(または 366)の間の年間通算日の値を入力してください。 

ORA-01849: 時間時間時間時間はははは 1かかかからららら 12の間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  12時間形式を使用する日付に指定した時の値が無効です。12時間形式コード
(HHまたは HH12)を使用する場合、時は 1から 12の間の値を指定しなければなりませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  1から 12の間の時の値を入力してください。 

ORA-01850: 時間時間時間時間はははは 0かかかからららら 23の間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  24時間形式を使用する日付に指定した時の値が無効です。 24時間形 式コード
(HH24)を使用する場合、時は 0から 23の間の値を指定しなければなりません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  0から 23の間の時の値を入力してください。 

ORA-01851: 分分分分はははは 0かかかからららら 59の間でなければなりませんの間でなければなりませんの間でなければなりませんの間でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  日付に指定した分の値は無効です。分は 0から 59の間でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  0から 59の間の分の値を入力してください。 

ORA-01852: 秒秒秒秒はははは 0かかかからららら 59の間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  日付に指定した秒の値は無効です。秒形式コード（SS）が使用されている場合
は、秒は 0から 59の間でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  0から 59の間の秒の値を入力してください。 

ORA-01853: 日単位の秒日単位の秒日単位の秒日単位の秒はははは 0かかかからららら 86399の間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  日付に指定した日単位の秒の値が無効です。 午前 0時からの経過秒形式コード
(SSSSS)を使用する場合、秒は 0から 86399の間でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  0から 86399の間の秒の値を指定してください。 

ORA-01854: ユリウス暦ユリウス暦ユリウス暦ユリウス暦はははは 1かかかからららら 5373484の間でなければなりませんの間でなければなりませんの間でなければなりませんの間でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なユリウス日が入力されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  修正して再試行してください。

ORA-01855: AM/A.M.またまたまたまたはははは PM/P.M.が必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定には正午標識コードが含まれていますが、指定された正午標識が無効で
す。 日付形式に正午標識コード（A.M./P.M.または AM/PM）が含まれている場合は、
その日付に有効な正午標識が含まれていなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい形式、すなわち A.M./AMまたは P.M./PMで正午標識を指定してく
ださい。 

ORA-01856: BC/B.C.またまたまたまたはははは AD/A.D.が必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  日付指定には BC/AD形式コードが含まれていますが、指定さ れた BC/AD標識
が無効です。 日付形式に BC/AD形式コードのどちらか（BC/ADまたは B.C./A.D.）が
指定されている場合は、その日付に BC/B.C.または AD/A.D.が含まれていなければな
りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい形式を使用して、日付に BC/AD標識を指定してください。 

ORA-01857: 時間帯が無効です時間帯が無効です時間帯が無効です時間帯が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  NEW_TIME関数に使用している時間帯コードが不適切です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  時間帯コードを修正して、操作を再試行してください。

ORA-01858: 数値を指定すべき箇所に文字が指定されています数値を指定すべき箇所に文字が指定されています数値を指定すべき箇所に文字が指定されています数値を指定すべき箇所に文字が指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  日付形式ピクチュアを使用して変換すべき入力データが、正しくありません。 形
式ピクチュアの数値が入力されるところに文字があります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力データと日付形式ピクチュアを調べて各要素の数値と型が一致するよう
にしてから、操作を再度試行してください。 

ORA-01859: 文字を指定すべき箇所に数値が指定されています文字を指定すべき箇所に数値が指定されています文字を指定すべき箇所に数値が指定されています文字を指定すべき箇所に数値が指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  日付形式ピクチュアを使用して変換すべき入力データが、正しくありません。 形
式ピクチュアの文字が入力されるところに数値があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力データと日付形式ピクチュアを調べて各要素の数値と型が一致するよう
にしてから、操作を再度試行してください。 

ORA-01860: 年単位の週年単位の週年単位の週年単位の週はははは 1かかかからららら 53の間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりませんの間で指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  1週から 53週までの間にない週を使用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  週の数として有効な範囲内の値だけを使用してください。 

ORA-01861: 文字列が形式文字列とマッチしません文字列が形式文字列とマッチしません文字列が形式文字列とマッチしません文字列が形式文字列とマッチしません。。。。
原原原原因因因因 :  入力文字列内のリテラルは、形式文字列内のリテラルと同じ長さでなければなり
ません（先行の空白文字は除く）。 FX修飾子が指定されている場合は、先行の空白も含
めてリテラルが完全に一致しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  形式文字列を訂正して、文字列リテラルを一致させてください。 

ORA-01862: 形式項目に対して桁数が誤っています形式項目に対して桁数が誤っています形式項目に対して桁数が誤っています形式項目に対して桁数が誤っています。。。。
原原原原因因因因 :  この形式項目の桁数が、その形式に必要な桁数と等しくありません。 FX修正子が
指定されているときに発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  形式マスクに必要な桁数を使用してコマンドを再実行してください。

ORA-01863: この年は現行のカレンダではサポートされませんこの年は現行のカレンダではサポートされませんこの年は現行のカレンダではサポートされませんこの年は現行のカレンダではサポートされません。。。。 
原原原原因因因因 :  この年は現行のカレンダではサポートされません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行のカレンダでサポートされている年を確認してください。

ORA-01864: 指定した日付は現行のカレンダの範囲を超えています指定した日付は現行のカレンダの範囲を超えています指定した日付は現行のカレンダの範囲を超えています指定した日付は現行のカレンダの範囲を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  このカレンダがサポートしていない日付を指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このカレンダに有効な日付を指定してください。

ORA-01865: 時代が無効です時代が無効です時代が無効です時代が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  時代入力が不明です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な時代を入力してください。

ORA-01898: 指定した精度が多すぎます指定した精度が多すぎます指定した精度が多すぎます指定した精度が多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  日付を簡潔にしようとしたところ、日付形式ピクチャに余分なデータが見つかり
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付形式ピクチャの構文を調べて、再試行してください。
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ORA-01899: 精度指定子が正しくありません精度指定子が正しくありません精度指定子が正しくありません精度指定子が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  日付の指定に、無効なコードが使用されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付形式に有効なコードを使用してください。 有効な形式は、世紀、年、月、
日、ユリウス日、時間、分、秒です。 

SQLの解析メッセージ : 01900～ 02039 
この節では、SQL文が Oracle Serverにより解析されるときに出力されるメッセージを記載
します。 また、50ページ「SQLの解析メッセージ : 00900～ 00999」を参照してください。

ORA-01900: LOGFILEキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード LOGFILEが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に LOGFILEキーワードを挿入し、文を再実行し
てください。 

ORA-01901: ROLLBACKキーワードがキーワードがキーワードがキーワードが必必必必要です要です要です要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード ROLLBACKが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に ROLLBACKキーワードを挿入し、文を再実行
してください。

ORA-01902: SEGMENTキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード SEGMENTが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に SEGMENTキーワードを挿入し、文を再実行
してください。 

ORA-01903: EVENTSキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード EVENTSが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  　 構文を調べて、必要な箇所に EVENTSキーワードを挿入し、文を再実行
してください。  

ORA-01904: DATAFILEキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード DATAFILEが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に DATAFILEキーワードを挿入し、文を再実行
してください。 

ORA-01905: STORAGEキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード STORAGEが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に STORAGEキーワードを挿入し、文を再実行し
てください。 

ORA-01906: BACKUPキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード BACKUPが必要です。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に BACKUPキーワードを挿入し、文を再実行し
てください。 

ORA-01907: TABLESPACEキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード TABLESPACEが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に TABLESPACEキーワードを挿入し、文を再実
行してください。  

ORA-01908: EXISTSキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード EXISTSが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に EXISTSキーワードを挿入し、文を再実行して
ください。 

ORA-01909: REUSEキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード REUSEが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に REUSEキーワードを挿入し、文を再実行して
ください。 

ORA-01910: TABLESキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード TABLESが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に TABLESキーワードを挿入し、文を再実行して
ください。 

ORA-01911: CONTENTSキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード CONTENTSが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に CONTENTSキーワードを挿入し、文を再実行
してください。 

ORA-01912: ROWキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード ROWが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に ROWキーワードを挿入し、文を再実行してく
ださい。 

ORA-01913: EXCLUSIVEキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード EXCLUSIVEが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に EXCLUSIVEキーワードを挿入し、文を再実行
してください。 

ORA-01914: 順序番号に対する監査オプションが無効です順序番号に対する監査オプションが無効です順序番号に対する監査オプションが無効です順序番号に対する監査オプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  順序番号に対する AUDITまたは NOAUDITに指定してある監査オプションは、
表に対しては適切ですが、順序番号に対しては不適切です。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  順序番号に次のオプションは使用できません。これらは文から取り除いてく
ださい。COMMENT、DELETE、INDEX、INSERT、LOCK、RENAME、UPDATE、
REFERENCES、EXECUTE。

ORA-01915: ビューに対する監査オプションが無効ですビューに対する監査オプションが無効ですビューに対する監査オプションが無効ですビューに対する監査オプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ビューに対する AUDITまたは NOAUDITに指定してある監査オプションは、表
に対しては適切ですが、ビューに対しては不適切です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のオプションはビューに対して使用できません。ALTER、INDEX、
REFERENCES、EXECUTE。 

ORA-01916: ONLINEまたまたまたまたはははは OFFLINEキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード ONLINEもしくは OFFLINEが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、必要な箇所に ONLINEまたは OFFLINEキーワードを挿入
し、文を再実行してください。 

ORA-01917: ユーザーまたはローユーザーまたはローユーザーまたはローユーザーまたはロールルルル :nameは存在しませんは存在しませんは存在しませんは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定したユーザー名またはロール名が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なユーザー名またはロール名を指定してください。 

ORA-01918: ユーザユーザユーザユーザーーーー :nameが存在しませんが存在しませんが存在しませんが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定したユーザー名が見つかりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なユーザー名またはロール名を指定してください。 

ORA-01919: ローローローロールルルル :nameは存在しませんは存在しませんは存在しませんは存在しません。。。。 
原原原原因因因因 :  無効なロール名を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用しているユーザー名またはロール名を訂正してください。 

ORA-01920: ユーザーユーザーユーザーユーザー名名名名 :nameは他のユーザー名またはロール名と矛盾しますは他のユーザー名またはロール名と矛盾しますは他のユーザー名またはロール名と矛盾しますは他のユーザー名またはロール名と矛盾します。。。。
原原原原因因因因 :  指定した名前を持ったユーザーまたはロールがすでに存在しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のユーザー名を選んでください。 

ORA-01921: ロールロールロールロール名名名名 :nameは他のユーザー名またはロール名と矛盾しますは他のユーザー名またはロール名と矛盾しますは他のユーザー名またはロール名と矛盾しますは他のユーザー名またはロール名と矛盾します。。。。
原原原原因因因因 :  指定した名前を持ったユーザーまたはロールがすでに存在しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のロール名を選んでください。 

ORA-01922: nameを削除するにを削除するにを削除するにを削除するにはははは CASCADEを指定する必要がありますを指定する必要がありますを指定する必要がありますを指定する必要があります。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザーと共に削除しなくてはならないオブジェクトを、ユーザーが所有してい
ます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CASCADEコマンドを使用してください。 
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ORA-01923: オブジェクトを別のユーザーがロックしているたオブジェクトを別のユーザーがロックしているたオブジェクトを別のユーザーがロックしているたオブジェクトを別のユーザーがロックしているためめめめ CASCADEは中断されましは中断されましは中断されましは中断されまし
たたたた。。。。 
原原原原因因因因 :  指定したユーザーが、ロックされている（したがって削除できない）オブジェク
トを所有しているため、CASCADE操作は中断されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロック・モニターを使用して、オブジェクトをロックしているユーザーを確
認します。 指定のユーザーを削除する前に、オブジェクトはアンロックされている必要
があります。 

ORA-01924: ローローローロールルルル :nameが付与されていないか存在しませんが付与されていないか存在しませんが付与されていないか存在しませんが付与されていないか存在しません。。。。 
原原原原因因因因 :  付与されていないロールを使用可能にするため、またはそのサブロールを使用可
能にするために、SET ROLEコマンドを使用しようとしました。あるいは、SET ROLE
システム権限を持っていません。 。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SET ROLEコマンドを使用するには、SET ROLE文に指定するロールが付与
されていなければなりません。また、SET ROLEシステム権限を持っていることを確認
します。

ORA-01925: 使用可能なロールの最大使用可能なロールの最大使用可能なロールの最大使用可能なロールの最大数数数数 :numを超えましたを超えましたを超えましたを超えました。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータMAX_ENABLED_ROLESに定義されている、使用可能なロー
ルの最大数を超えました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAX_ENABLED_ROLESを増やしてから、インスタンスを再起動してくだ
さい。 

ORA-01926: WITH GRANT OPTIONを使用してロールを使用してロールを使用してロールを使用してロールへへへへ GRANTできませんできませんできませんできません。。。。
原原原原因因因因 :  GRANTオプション付きでロールに権限は付与できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  WITH GRANT OPTIONは使用しないで権限を付与してください。 

ORA-01927: 付与していない権限に付与していない権限に付与していない権限に付与していない権限にはははは REVOKEを実行できませんを実行できませんを実行できませんを実行できません。。。。
原原原原因因因因 :  付与していない権限を取り消そうとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者に尋ねて取り消す権限を付与したユーザーを確認し、そ
のユーザーに依頼して権限を取り消してもらいます。

ORA-01928: GRANTオプションがすべての権限に対して付与されていませんオプションがすべての権限に対して付与されていませんオプションがすべての権限に対して付与されていませんオプションがすべての権限に対して付与されていません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された権限の一部または全部に対して、権限付与者が GRANT OPTIONを
持っていません。 これらの権限は付与されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーまたはロールに付与する権限に対して、権限付与者が GRANT 
OPTIONを持っていることを確認してください。 

ORA-01929: GRANTを実行するための権限がありませんを実行するための権限がありませんを実行するための権限がありませんを実行するための権限がありません。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト権限 ALLを使用して権限を付与しようとしましたが、そのために
必要なWITH GRANT OPTIONによって権限が付与されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GRANT OPTIONによって必要な権限を付与されていることを確認してか
ら、再試行してください。 
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ORA-01930: REVOKEするための権限がありませんするための権限がありませんするための権限がありませんするための権限がありません。。。。
原原原原因因因因 :  取り消す権限がないときに、REVOKE ALLコマンドがユーザーに対して発行さ
れました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この処置は必要ありません。

ORA-01931: UNLIMITED TABLESPACE、、、、REFERENCES、、、、INDEXはロールに付与できまはロールに付与できまはロールに付与できまはロールに付与できま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  UNLIMITED TABLESPACE、REFERENCES、INDEX権限はロールに付与できま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これらの権限はユーザーに直接付与してください。

ORA-01932: ADMINオプションはローオプションはローオプションはローオプションはロールルルル :nameに付与されていませんに付与されていませんに付与されていませんに付与されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ロールに対して操作を実行しようとしましたが、WITH ADMIN OPTIONによっ
てそのために必要な権限が付与されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  WITH ADMIN OPTIONの使用権限を付与されてから、操作を繰り返してく
ださい。

ORA-01933: ロールの権限を使用してストアド・オブジェクトを作成できませんロールの権限を使用してストアド・オブジェクトを作成できませんロールの権限を使用してストアド・オブジェクトを作成できませんロールの権限を使用してストアド・オブジェクトを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  ロールの権限を使用してストアド・オブジェクトを作成しようとしました。 スト
アド・オブジェクトはロール権限を使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な権限をユーザーに直接付与してください。 

ORA-01934: 循環的なロールの付与が検出されました循環的なロールの付与が検出されました循環的なロールの付与が検出されました循環的なロールの付与が検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  1次ロールをそのロール自体に付与したり、1 つまたは複数のロールが付与され
ているロールを 1次ロールに付与することはできません。 これによって循環定義が発生
します。 詳細は、Oracle8 Server SQL 言語リファレンスを参照してください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用するロールとユーザー構造を分析して、ロールが循環的に付与されない
ことを確認してください。 

ORA-01935: ユーザー名またはロール名がありませんユーザー名またはロール名がありませんユーザー名またはロール名がありませんユーザー名またはロール名がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー名またはロール名を必要とする文を入力しましたが、指定されていませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文にユーザー名またはロール名を指定してください。 

ORA-01936: ユーザーまたはロールの作成時に所有者を指定することはできませんユーザーまたはロールの作成時に所有者を指定することはできませんユーザーまたはロールの作成時に所有者を指定することはできませんユーザーまたはロールの作成時に所有者を指定することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーまたはロールを作成中に所有者を指定しようとしました。 ユーザーや
ロールに所有者は存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーまたはロールを作成するときには、所有者を指定しないでくださ
い。 

ORA-01937: ロール名がないか、無効ですロール名がないか、無効ですロール名がないか、無効ですロール名がないか、無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定したロール名が無効である可能性があります。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なロール名を指定してください。 有効なロール名の指定の詳細は、
Oracle8 Server SQL 言語リファレンスの索引項目「CREATE ROLE」を参照してくださ
い。

ORA-01938: CREATE USERでででではははは IDENTIFIED BYを指定しなければなりませんを指定しなければなりませんを指定しなければなりませんを指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  IDENTIFIED EXTERNALLY句または IDENTIFIED BYパスワード句を使用せず
に、ユーザーを作成しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE USER文では、IDENTIFIED BYパスワード句を使用してユーザー
にパスワードを割当てるかまたは IDENTIFIED EXTERNALLY句を使用して、オペレー
ティング・システムがユーザー認証を実行するようにします。

ORA-01939: ADMIN OPTIONのみ指定できますのみ指定できますのみ指定できますのみ指定できます。。。。
原原原原因因因因 :  WITH GRANT OPTION(GRANT形式 1)を指定した GRANT文を使用して、
ユーザーにシステム権限またはロールを付与しようとしました。 システム権限または
ロールを付与するには、WITH ADMIN OPTION(GRANT形式 2)を使用しなければな
りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GRANT文で、WITH GRANT OPTIONではなくWITH ADMIN OPTIONを
使用してください。 

ORA-01940: 現在接続中のユーザーを削除することはできません現在接続中のユーザーを削除することはできません現在接続中のユーザーを削除することはできません現在接続中のユーザーを削除することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  現在ログインしているユーザーを削除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーがログアウトしていることを確認して、コマンドを再実行してくだ
さい。 

ORA-01941: SEQUENCEキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード SEQUENCEが必要です。  

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べ、キーワード SEQUENCEを必要な箇所に挿入して、文を再実行
してください。 

ORA-01942: IDENTIFIED BYとととと EXTERNALLYを両方指定することはできませんを両方指定することはできませんを両方指定することはできませんを両方指定することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleパスワードを持ち、さらに外部的に識別されるように、ユーザーを指定し
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これらのオプションはいずれか一方を指定してください。 詳細および構文に
ついては、『Oracle8 Server SQLリファレンス』を参照してください。

ORA-01943: IDENTIFIED BYはすでに指定されていますはすでに指定されていますはすでに指定されていますはすでに指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  文に複数の IDENTIFIED BY＜パスワード＞句を指定しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  IDENTIFIED BYキーワードは、文の中で一度だけ指定してください。 必要で
あれば、ALTER USERコマンドを使用して、ユーザーのパスワードを後から変更するこ
ともできます。 

ORA-01944: IDENTIFIED EXTERNALLYはすでに指定されていますはすでに指定されていますはすでに指定されていますはすでに指定されています。。。。
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原因原因原因原因:  文に複数のIDENTIFIED EXTERNALLYキーワードを指定しています。                      

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  IDENTIFIED EXTERNALLYキーワードは、文の中で一度だけ指定してくだ
さい。 

ORA-01945: DEFAULT ROLEはすでに指定されていますはすでに指定されていますはすでに指定されていますはすでに指定されています。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE USER文または ALTER USER文に、複数の DEFAULT ROLEキーワー
ドを使用しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DEFAULT ROLEキーワードは、文の中で一度だけ指定してください。 必要
であれば、ALTER USER文を使用して、ユーザーのロールを後から変更することもでき
ます。 

ORA-01946: DEFAULT TABLESPACEはすでに指定されていますはすでに指定されていますはすでに指定されていますはすでに指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE USER文または ALTER USER文に、複数の DEFAULT TABLESPACE
キーワードを指定しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DEFAULT TABLESPACEキーワードは、文の中で一度だけ指定し てくださ
い。 必要であれば、ALTER USER文を使用して、ユーザーの表領域を後から変更するこ
ともできます。 

ORA-01947: TEMPORARY TABLESPACEはすでに指定されていますはすでに指定されていますはすでに指定されていますはすでに指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE USER文または ALTER USER文に、複数の
TEMPORARY.TABLESPACEキーワードを指定しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TEMPORARY TABLESPACEキーワードは、文の中で一度だけ指定 してくだ
さい。 必要であれば、ALTER USER文を使用して、ユーザーの表領域を後から変更する
こともできます。 

ORA-01948: DEFAULT ROLE の指定が無効ですの指定が無効ですの指定が無効ですの指定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なロール名を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロール名が正しいことを確認してください。 

ORA-01949: ROLEキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要ですキーワードが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  DROP[ROLE]や DEFAULT [ROLE]などの ROLEキーワードが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を確認して、再実行してください。 構文規則については、Oracle8 Server 
SQL 言語リファレンスを参照してください。

ORA-01950: 表領表領表領表領域域域域 :nameに対する権限がありませんに対する権限がありませんに対する権限がありませんに対する権限がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーに表領域のクオータを割当てようとしましたが、そのユーザーは必要な
システム権限を持っていないために、その表領域を使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーに、指定した表領域にオブジェクトを作成するために必要なシステ
ム権限を付与するか、または表領域のスペース・リソースを付与してください。

ORA-01951: ローローローロールルルル nameは、ユーザーは、ユーザーは、ユーザーは、ユーザー nameに付与されていませんに付与されていませんに付与されていませんに付与されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーに付与していないロールを取り消そうとしました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーにロールが付与されていることを確認してください。 

ORA-01952: システム権限システム権限システム権限システム権限はははは nameに付与されていませんに付与されていませんに付与されていませんに付与されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーに付与していないシステム権限を取り消そうとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーにシステム権限が付与されていることを確認してください。 

ORA-01953: コマンドは無効になりました。コマンドは無効になりました。コマンドは無効になりました。コマンドは無効になりました。ALTER USERを使用してくださいを使用してくださいを使用してくださいを使用してください。。。。
原原原原因因因因 :  表領域に対する割当て制限を与えるための構文が変更されました。 表領域に対す
る割当て制限を付与するには、ALTER USERコマンドを使用します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER USERコマンドを使用してください。 

ORA-01954: CREATE USERでででではははは DEFAULT ROLE句は無効です句は無効です句は無効です句は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  原因 : CREATE USER文でデフォルト・ロールをユーザーに付与しよう としまし
た。 CREATE USER文では、DEFAULT ROLE句は使用できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  GRANT ROLE文を使用してユーザーに初期ロールを付与してか ら、ALTER 
USERコマンドを使用してデフォルト・ロールをアサインしてください。

ORA-01955: DEFAULT ROLE:nameはユーザーに付与されていませんはユーザーに付与されていませんはユーザーに付与されていませんはユーザーに付与されていません。。。。 
原原原原因因因因 :  付与されていないロールに、ユーザーのデフォルト・ロールを設定しようとしま
した。   

注意 :DEFAULT ROLE句にサブロールは指定できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーにロールが付与されていることを確認してから、デフォルトとして
ロールをアサインしてください。 

ORA-01956: OS_ROLESが使用されているためコマンドは無効ですが使用されているためコマンドは無効ですが使用されているためコマンドは無効ですが使用されているためコマンドは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーにロールを付与できませんでした。これは、Oracleデータベースのロー
ルが使用禁止に、オペレーティング・システムのロールが使用可能になっているためで
す。 このような状況は、初期化パラメータ・ファイルの OS_ROLESパラメータに TRUE
を設定している時に発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者またはセキュリティ管理者にオペレーティング・システ
ムを介してロールをセットする方法を尋ねてください。 詳しい説明は、使用している
Oracleオペレーティング・システム固有の Oracleマニュアルを参照してください。

ORA-01957: キーワーキーワーキーワーキーワードドドドMINまたまたまたまたははははMAXがみつかりませんがみつかりませんがみつかりませんがみつかりません。。。。
原原原原因因因因 :  引数としてキーワードMINまたはMAXが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キーワードMINまたはMAXを入力して、操作を再試行してください。

ORA-01958: LAYERオプションには整数を指定してくださいオプションには整数を指定してくださいオプションには整数を指定してくださいオプションには整数を指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  LAYERオプションに整数以外の項目が入力されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LAYERオプションに整数を入力して、操作を再試行してください。
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ORA-01959: OPCODEオプションには整数を指定してくださいオプションには整数を指定してくださいオプションには整数を指定してくださいオプションには整数を指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  OPCODEオプションに整数以外の項目が入力されました。 ALTER SYSTEM 
DUMP ... OPCODEで指定する値は、整数でなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OPCODEオプションに整数を入力して、操作を再試行してください。

OPCODEオプションの詳細は、Oracle8 Server SQL 言語リファレンスを参照してくだ
さい。

ORA-01960: DUMP LOGFILEオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SYSTEM DUMP LOGFILEコマンドに無効なオプションが入力されまし
た。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DUMP LOGFILEの有効なオプションのリストは、『Oracle8 Server SQL 言語
リファレンス』を参照してください。

ORA-01961: DUMP オプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SYSTEM DUMPコマンドに無効なオプションが入力されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER SYSTEM DUMPに有効なオプションを入力してください。 有効なオ
プションの例には、 LOGFILEおよび UNDOがあります。 DUMPオプションの詳細は、
『Oracle8 Server SQL 言語リファレンス』を参照してください。

ORA-01962: ファイル番号またはログ順序番号を指定しなければなりませんファイル番号またはログ順序番号を指定しなければなりませんファイル番号またはログ順序番号を指定しなければなりませんファイル番号またはログ順序番号を指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なファイル番号またはログ順序番号が指定されました。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なファイル番号またはログ順序番号を入力して、操作を再試行してくだ
さい。 有効なファイルおよびログ順序番号の詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファレ
ンス』を参照してください。

ORA-01963: ブロック番号を指定しなければなりませんブロック番号を指定しなければなりませんブロック番号を指定しなければなりませんブロック番号を指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なブロック番号が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なブロック番号を入力して、操作を再試行し てください。 有効なブロッ
ク番号の詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファレンス』を参照してください。

ORA-01964: TIMEオプションに時間を指定しなければなりませんオプションに時間を指定しなければなりませんオプションに時間を指定しなければなりませんオプションに時間を指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  TIMEオプションに、日付と解釈できない値が入力されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な日付を入力してください。 TIMEオプションの詳細は、『Oracle8 
Server SQL 言語リファレンス』を参照してください。

ORA-01965: ピリオドを指定しなければなりませんピリオドを指定しなければなりませんピリオドを指定しなければなりませんピリオドを指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル番号とブロック番号の間のピリオドが欠落しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル番号とブロック番号の間にピリオドを入力して、操作を再試行して
ください。 ファイル番号およびブロック番号の詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファ
レンス』を参照してください。
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ORA-01967: CREATE CONTROLFILEのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な CREATE CONTROLFILEオプションが存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な CREATE CONTROLFILEオプションだけを指定してください。 

ORA-01968: RESETLOGSまたまたまたまたははははNORESETLOGSは一度しか指定できまは一度しか指定できまは一度しか指定できまは一度しか指定できませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILE文に、複数の RESETLOGSまたは NORESETLOGS
キーワードを指定しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RESETLOGSまたはNORESETLOGSキーワードは一度だけ指定してくださ
い。

ORA-01969: RESETLOGSまたまたまたまたははははNORESETLOGSを指定しなければなりを指定しなければなりを指定しなければなりを指定しなければなりまままませんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE CONTROLFILE文に、RESETLOGSまたは NORESETLOGSオプション
を指定していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行に RESETLOGSまたは NORESETLOGSオプションを指定してく
ださい。 

ORA-01970: CREATE CONTROLFILEではデータベース名を指定しなければなりませんではデータベース名を指定しなければなりませんではデータベース名を指定しなければなりませんではデータベース名を指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  発行した CREATE CONTROLFILE文には、データベース名が指定されていませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DATABASEキーワードを指定して、CREATE CONTROLFILE文を再実行し
てください。 

ORA-01971: ALTER TRACINGオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な ALTER TRACINGオプションが存在します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な ALTER TRACINGオプションだけを指定してください。 有効なオプ
ションの例には、 ENABLEおよび DISABLEがあります。 詳細は、『Oracle8 Server SQL 
言語リファレンス』を参照してください。

ORA-01972: ALTER TRACING ENABLEまたまたまたまたはははは DISABLEに対する文字列を指定しなけれに対する文字列を指定しなけれに対する文字列を指定しなけれに対する文字列を指定しなけれ
ばなりませんばなりませんばなりませんばなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TRACING ENABLEまたは DISABLEに有効な識別子以外が指定されま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TRACING ENABLEまたは DISABLEに有効な識別子を指定して、
操作を再試行してください。 有効な識別子の詳細は、Oracle8 Server SQL 言語リファレ
ンスを参照してください。

ORA-01973: 変更番号がありません変更番号がありません変更番号がありません変更番号がありません。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行に CHANGEキーワードを指定しましたが、変更番号を指定していま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を調べて再試行してください。

ORA-01974: アーカイブ・オプションが無効ですアーカイブ・オプションが無効ですアーカイブ・オプションが無効ですアーカイブ・オプションが無効です。。。。
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原因原因原因原因:  ALTER SYSTEM ARCHIVEコマンドに無効なオプションを指定しました。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を調べて再試行してください。

ORA-01975: 変更番変更番変更番変更番号号号号 :num 内の文字は無効です内の文字は無効です内の文字は無効です内の文字は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な変更番号が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な番号を指定してコマンドを再実行してください。 

ORA-01976: 変更番号がありません変更番号がありません変更番号がありません変更番号がありません。。。。
原原原原因因因因 :  必要な変更番号を指定していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を調べてください。 必要な箇所に変更番号を入れてから、コ
マンドを再試行してください。 

ORA-01977: スレッド番号がありませんスレッド番号がありませんスレッド番号がありませんスレッド番号がありません。。。。
原因原因原因原因:  キーワードTHREADを指定しましたが、スレッド番号を指定していません。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を調べて再試行してください。 

ORA-01978: 順序番号がありません順序番号がありません順序番号がありません順序番号がありません。。。。
原原原原因因因因 :  キーワード SEQUENCEを指定しましたが、順序番号を指定していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を調べて再試行してください。 

ORA-01979: ローローローロールルルル :nameのパスワードが無効ですのパスワードが無効ですのパスワードが無効ですのパスワードが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ロールを使用可能にしようとしましたが、正しいパスワードを入力しませんでし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SET ROLEコマンドで IDENTIFIED BY句を使用して、正しいパスワードを
指定します。 

ORA-01980: OS ROLEの初期化中にエラーが発生しましたの初期化中にエラーが発生しましたの初期化中にエラーが発生しましたの初期化中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーのオペレーティング・システムのロールをロード中、オペレーティン
グ・システムにエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、訂正してください。 

ORA-01981: この取消しを実行するにこの取消しを実行するにこの取消しを実行するにこの取消しを実行するにはははは CASCADE CONSTRAINTSを指定する必要がありを指定する必要がありを指定する必要がありを指定する必要があり
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  この取消し処理では、いくつかの外部キー制約を削除しなければなりません。 こ
れを自動的に実行するために、REVOKEコマンドで CASCADE CONSTRAINTSをオプ
ションとして指定できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  手動で制約を取り消すか、 CASCADE CONSTRAINTSを指定してください。

ORA-01982: 表に対する監査オプションが無効です表に対する監査オプションが無効です表に対する監査オプションが無効です表に対する監査オプションが無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  AUDITコマンドまたは NOAUDITコマンドに、REFERENCESまたは
EXECUTEがオプションとして指定されています。 表に対してこれらのオプションは適
当ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表に対してこれらの監査オプションを指定しないでください。 

ORA-01983: DEFAULTに対する監査オプションが無効ですに対する監査オプションが無効ですに対する監査オプションが無効ですに対する監査オプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効なオプションが DEFAULTに指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DEFAULTに REFERENCESオプションを指定しないでください。 

ORA-01984: procedures/packages/functionsに対する監査オプションが無効ですに対する監査オプションが無効ですに対する監査オプションが無効ですに対する監査オプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  プロシージャ、パッケージ、またはファンクションの DEFAULTに指定されたオ
プションは無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロシージャ、パッケージ、またはファンクションの DEFAULTとして、適
当な唯一のオプションは EXECUTEです。 EXECUTE以外のオプションは指定しないで
ください。 

ORA-01985: LICENSE_MAX_USERSで指定された数を超えてユーザーを作成することはでで指定された数を超えてユーザーを作成することはでで指定された数を超えてユーザーを作成することはでで指定された数を超えてユーザーを作成することはで
きませんきませんきませんきません。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・ライセンスで許される最大数のユーザーが作成されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  既存のユーザーを削除してください。または Oracle社営業担当員に連絡し
て、ご使用のサイト・ライセンスをアップグレードしてください。 

ORA-01986: OPTIMIZER_GOALのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な OPTIMIZER_GOALオプションが存在します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OPTIMIZER_GOALの構文を調べて、有効なオプションを指定し、文を再実
行してください。 

ORA-01987: クライアントクライアントクライアントクライアント O/S ユーザー名が長すぎますユーザー名が長すぎますユーザー名が長すぎますユーザー名が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントの O/Sユーザー名が長すぎて、O/Sログオンを続行できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  O/Sユーザー名を短くして使用してください。 

ORA-01988: リモーリモーリモーリモートトトト O/Sログオンはできませんログオンはできませんログオンはできませんログオンはできません。。。。
原原原原因因因因 :  リモート O/Sログオンが許可されていないのに実行しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ローカル・クライアントを使用するか、REMOTE_OS_AUTHENT初期化パ
ラメータを使用して、リモート O/Sログオンができるようにしてください。 

ORA-01989: ローローローロールルルル nameがオペレーティング・システムにより許可されていませんがオペレーティング・システムにより許可されていませんがオペレーティング・システムにより許可されていませんがオペレーティング・システムにより許可されていません。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されたオペレーティング・システムのロールが存在しないか、または付与さ
れていません。または、正しいパスワードが指定されていません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なオペレーティング・システムのロールおよびパスワードを使用して
SET ROLEを再試行してください。 十分な権限が付与されていない場合は、DBAに確認
してください。

ORA-01990: パスワード・ファイパスワード・ファイパスワード・ファイパスワード・ファイルルルル :nameのオープン中にエラーが発生しましたのオープン中にエラーが発生しましたのオープン中にエラーが発生しましたのオープン中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたパスワード・ファイルをオープンしようとしましたが、次のいずれか
のエラーによって失敗しました。   

■ オペレーティング・システムのエラーが発生した。 

■ ORAPWDがすでに動作しているので、パスワード・ファイルがロックされている。   

環境変数 ORA_sid_PWFILEおよび ORA_PWFILEが設定されていない。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  上記の原因を調べて、必要な修正を行ってください。

ORA-01991: パスワード・ファイルパスワード・ファイルパスワード・ファイルパスワード・ファイル name が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたパスワード・ファイル名は無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいパスワード・ファイル名を指定してください。

ORA-01992: パスワード・ファイパスワード・ファイパスワード・ファイパスワード・ファイルルルル :nameのクローズ中にエラーが発生しましたのクローズ中にエラーが発生しましたのクローズ中にエラーが発生しましたのクローズ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システムのエラーまたは認証処置の失敗のため、パスワー
ド・ファイルをクローズできませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  上記の原因を調べて、必要な修正を行ってください。

ORA-01993: パスワード・ファイパスワード・ファイパスワード・ファイパスワード・ファイルルルル :nameの書込み中にエラーが発生しましたの書込み中にエラーが発生しましたの書込み中にエラーが発生しましたの書込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システムのエラーまたは認証処置の失敗のため、パスワー
ド・ファイルを書き込めませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  上記の原因を調べて、必要な修正を行ってください。

ORA-01994: GRANT失失失失敗敗敗敗 :共有パスワード・ファイルにユーザーを追加できません共有パスワード・ファイルにユーザーを追加できません共有パスワード・ファイルにユーザーを追加できません共有パスワード・ファイルにユーザーを追加できません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーがパスワード・ファイルに追加されなかったため権限付与に失敗しまし
た。 これは、REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE初期化パラメータの値が SHAREDに
設定されているためです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パスワード・ファイルにユーザーを追加するには、データベースをいったん
シャットダウンし、REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE初期化パラメータを
EXCLUSIVEに変更してから、データベースを再起動してください。

ORA-01995: 読込みパスワード・ファイ読込みパスワード・ファイ読込みパスワード・ファイ読込みパスワード・ファイルルルル nameがエラーですがエラーですがエラーですがエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  パスワード・ファイルを読み込もうとした時に、オペレーティング・システムの
エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システムのエラーを直してください。

ORA-01996: パスワード・ファイパスワード・ファイパスワード・ファイパスワード・ファイルルルル nameが満杯のたが満杯のたが満杯のたが満杯のためめめめ GRANTに失敗しましたに失敗しましたに失敗しましたに失敗しました。。。。 
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原原原原因因因因 :  パスワード・ファイル中の使用可能なスロットがすでに使用されていたため、
ユーザーをパスワード・ファイルに追加できず、権限付与に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より大きなパスワード・ファイルを再作成するか、またはいくつかのリモー
ト・ユーザーから SYSOPER権限および SYSDBA権限を取り消してパスワード・ファイ
ル中の スロットを開放してください。 どのリモート・ユーザーが有効でどんな権限を
持っているかは、SQL*DBAで次の問合せを発行して調べることができます。

選択 * FROM V$REMOTE_USERS;

ORA-01997: ユーザユーザユーザユーザーーーー nameは外部で識別されるたは外部で識別されるたは外部で識別されるたは外部で識別されるためめめめ GRANTに失敗しましたに失敗しましたに失敗しましたに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  IDENTIFIED EXTERNALLY句で作成されたユーザーに SYSOPER権限または
SYSDBA権限は付与できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーに SYSOPER権限または SYSDBA権限を付与したい場合は、
IDENTIFIED EXTERNALLY句を使用せずに、いったんユーザーを削除してから再作成
してください。

ORA-01998: ユーザユーザユーザユーザーーーー SYSは常は常は常は常にににに SYSOPERおよおよおよおよびびびび SYSDBAであるたであるたであるたであるためめめめ REVOKEに失敗に失敗に失敗に失敗
しましたしましたしましたしました。。。。 
原原原原因因因因 :  必須の権限 SYSOPERまたは SYSDBAのひとつをユーザー SYSから削除しよう
としました。 これらの権限は削除できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この操作は行わないでください。

ORA-01999: パスワード・ファイル・モードは、パスワード・ファイル・モードは、パスワード・ファイル・モードは、パスワード・ファイル・モードは、modeかかかからららら modeに変更されましたに変更されましたに変更されましたに変更されました。。。。
原原原原因因因因 :  FORCE_PASSWORD_FILEMODE初期化パラメータを使用して、別のインスタ
ンスが起動されました。これは、現在のインスタンスの起動 モードと互換性がありませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを停止し、もう一方のインスタンス用にパスワード・ファイル
の変更が完了した後に再起動してください。

ORA-02000: name キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  文で必須となるキーワードを指定しませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されたキーワードを使用してください。 

ORA-02001: ユーザユーザユーザユーザーーーー SYSが空きリスト・グループを持つ索引を作成することは許可されてが空きリスト・グループを持つ索引を作成することは許可されてが空きリスト・グループを持つ索引を作成することは許可されてが空きリスト・グループを持つ索引を作成することは許可されて
いませんいませんいませんいません。。。。
原原原原因因因因 :  SYSユーザーで接続中に索引を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  索引は、SYS権限では作成できません。 索引を作成しないでください。また
は、USER権限に切り替えてください。

ORA-02002: 監査証跡への書込み中にエラーが発生しました監査証跡への書込み中にエラーが発生しました監査証跡への書込み中にエラーが発生しました監査証跡への書込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  監査機能によって AUDIT_TRAIL表に書き込むことができません。 このエラーが
発生した場合、現在監査されている SQL文は失敗します。 このエラーは、SYSTEM表領
域が不足すると発生します。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SYSTEM表領域にスペースを追加するか、AUDIT_TRAIL表から行を削除し
てください。 これでも失敗し、問題が解消されない場合は、 Oracleをいったん停止し、
監査を使用不可にしてから再起動してください。 これは、INIT.ORAパラメータ
AUDIT_TRAILを FALSEに設定することによって実行できます。 

ORA-02003: USERENV パラメータが無効ですパラメータが無効ですパラメータが無効ですパラメータが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  USERENV関数に指定したパラメータが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なパラメータ（TERMINAL、SESSIONID、ENTRYID、NLS_LANG）
のいずれかを指定してください。 

ORA-02004: セキュリティ違反ですセキュリティ違反ですセキュリティ違反ですセキュリティ違反です。。。。
原原原原因因因因 :  あるユーザーが適切な許可を得ずに、ある処理を行おうとしています。このこと
は AUDIT_TRAIL表に記録されます。 このエラー・メッセージは AUDIT_ TRAIL表の
戻りコード列に出力されるだけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  監査情報として使用されるだけです。処置は必要ありません。 

ORA-02005: このバインこのバインこのバインこのバインドドドド /データ型定義に対して暗黙の長データ型定義に対して暗黙の長データ型定義に対して暗黙の長データ型定義に対して暗黙の長ささささ (-1)は無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  定義変数に対して負の長さが定義関数に渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ゼロまたは正の長さパラメータを明示的に渡す必要があります。 

ORA-02006: パッパッパッパックククク 10進形式文字列が無効です進形式文字列が無効です進形式文字列が無効です進形式文字列が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  パック 10進データ型がバインドまたは定義関数に渡されたが、形式文字列パラ
メータがないか、無効でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パック 10進変数に対して有効な形式文字列パラメータを渡す必要がありま
す。 パック 10進形式文字列の定義については、「プログラミング・マニュアル」を参照
してください。 

ORA-02007: ALLOCATEまたまたまたまたはははは DEALLOCATEオプションオプションオプションオプションをををを REBUILDとともに使用できとともに使用できとともに使用できとともに使用でき
ませんませんませんません。。。。 
原原原原因因因因 :  ALLOCATE STORAGEまたは DEALLOCATE STORAGEと、REBUILD INDEX
は同時に使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  どちらかを選択してください。   

記憶域割当ての変更に関する ALTER INDEX、および STORAGE句の詳細は、『Oracle8 
Server SQL 言語リファレンス』の索引項目「ALTER INDEX」および「STORAGE句」
を参照してください。

ORA-02008: 非数値列に対してゼロ以外の位どりが指定されました非数値列に対してゼロ以外の位どりが指定されました非数値列に対してゼロ以外の位どりが指定されました非数値列に対してゼロ以外の位どりが指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  非数値変数のバインドまたは定義に対して位どり因子が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  位どり因子をゼロに設定して、操作を再試行してください。

ORA-02009: ファイルのサイズファイルのサイズファイルのサイズファイルのサイズをををを 0に指定できませんに指定できませんに指定できませんに指定できません。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイル指定で SIZE句に 0が設定されました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいサイズを指定するか、または SIZE句を削除してください。 

ORA-02010: ホスト接続文字列がありませんホスト接続文字列がありませんホスト接続文字列がありませんホスト接続文字列がありません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE LINK文の USING句のキーワード USINGの後に引用符付
き文字列が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホスト接続文字列を指定して、操作を再試行してください。

ORA-02011: データベース・リンク名が重複していますデータベース・リンク名が重複していますデータベース・リンク名が重複していますデータベース・リンク名が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE LINK文で指定されたデータベース・リンク名はすでに存
在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新しい名前を指定するか、既存のリンクを削除してください。 

ORA-02012: USING キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE LINK文の CONNECT TO句の後にキーワード USINGが
指定されていません。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CONNECT TO句の後に USING句を指定してください。 

ORA-02013: CONNECTキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE LINK文のデータベース・リンク名の後にキーワード
CONNECTが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・リンク名の後に CONNECT句を指定してください。 

ORA-02014: DISTINCT,GROUP BYなどを含むビューに対しなどを含むビューに対しなどを含むビューに対しなどを含むビューに対してててて FOR UPDATE句を使用で句を使用で句を使用で句を使用で
きませんきませんきませんきません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューから SELECT... FOR UPDATEを試みましたが、そのビューの定義 SELECT
文には、その外部ブロック中の構造（外部結合、GROUP BY句、集約関数、SELECT 
DISTINCT、CONNECT BY句、または UNION、INTERSECT、MINUSなどの集合演
算）が少なくとも 1つ使用されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このビューでは SELECT... FOR UPDATEを使用しないでください。

ORA-02015: リモート表に対しリモート表に対しリモート表に対しリモート表に対してててて FOR UPDATE句は使用できません句は使用できません句は使用できません句は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・データベースの表から SELECT... FOR UPDATEを作成しようとしま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現在のところ、リモート・データベースの表から SELECT FOR UPDATEを
実行することはできません。 そのかわりに、その表に対して SELECT... FOR UPDATEを
実行する前に、直接リモート・データベースにログインまたは接続してください。

ORA-02016: リモート・データベースでリモート・データベースでリモート・データベースでリモート・データベースではははは START WITH句に副問合せは使用できません句に副問合せは使用できません句に副問合せは使用できません句に副問合せは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  START WITH句に副問合せを使用しようとしました。 ツリー構造の問合せの
FROM句の表がリモート・データベースに格納されている場合、現在のところ、この種
の副問合せは実行できません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リモート・データベースに直接接続してから、START WITH句の副問合せ
を使用してください。 

ORA-02017: 整数値が必要です整数値が必要です整数値が必要です整数値が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  指定する値は整数でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な整数値を指定して、操作を再試行してください。

ORA-02018: 同じ名前のデータベース・リンクがオープン接続されています同じ名前のデータベース・リンクがオープン接続されています同じ名前のデータベース・リンクがオープン接続されています同じ名前のデータベース・リンクがオープン接続されています。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーザーが現在接続している PUBLICデータベース・リンクは、CREATEまたは
DROP DATABASE LINK文に指定されているデータベース・リンク名と同じ名前です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その PUBLICデータベース・リンクを使用するカーソルをクローズしてくだ
さい。 

ORA-02019: 指定されたデータベース・リンクは存在しません指定されたデータベース・リンクは存在しません指定されたデータベース・リンクは存在しません指定されたデータベース・リンクは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーは存在しないリモート・データベースに対して接続またはログオンしよ
うとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  既存のデータベース・リンクを指定してください。 データ・ディクショナリ
に問合せて、既存のデータベース・リンクをすべ て調べてください。 有効な接続記述子
については、オペレーティング・システム固有の Net8ドキュメンテーションを参照し
てください。 

ORA-02020: 使用中のデータベース・リンクが多すぎます使用中のデータベース・リンクが多すぎます使用中のデータベース・リンクが多すぎます使用中のデータベース・リンクが多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー・ログインごとのリモート・データベースへのアクティブな接続の数が
最大数に達しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーがオープン・カーソルを有していなければ、現行の SQL文は最大
数の許されるリモート・データベースの数を超えてアクセスします。 そうでなければ、
データベースにアクセスするすべてのカーソルをクローズすることによって、リモー
ト・データベースの接続をオープンすることがで きます。   

このエラーが頻繁に発生する場合は、初期化パラメータ OPEN_LINKSの値を大きくし
てください。このパラメータは、ユーザー・プロセスごとのリモート・データベースへ
の同時オープン接続の最大数を制御します。 

ORA-02021: リモート・データベースに対すリモート・データベースに対すリモート・データベースに対すリモート・データベースに対するるるる DDL操作が無効です操作が無効です操作が無効です操作が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・データベースに対して DDL操作を行おうとしまし た。 （たとえば、
「CREATE TABLE tablename@remotedbname...」など）

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リモート・データベース構造を変更するためには、適切な権限でリモート・
データベースに接続しなければなりません。 

ORA-02022: リモート文に、リモート・オブジェクトを参照する最適化されていないビューリモート文に、リモート・オブジェクトを参照する最適化されていないビューリモート文に、リモート・オブジェクトを参照する最適化されていないビューリモート文に、リモート・オブジェクトを参照する最適化されていないビュー
がありますがありますがありますがあります。。。。
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原原原原因因因因 :  ローカル・ビューは最適化されていない上、リモート・データベース・オブジェ
クトを参照しています。そしてその文はリモート・データベースで実行されるように
なっています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リモート・データベース上で同様なビューを作成し、新規の view@remote
を使用して SQL文内の違反しているビューを修正してください。 

ORA-02023: リモート・データベースリモート・データベースリモート・データベースリモート・データベースがががが START WITH,CONNECT BY述語が評価できませ述語が評価できませ述語が評価できませ述語が評価できませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  文にはリモート・データベースに対するツリー構造の問合せが含まれており、そ
のツリー構造の問合せの START WITHまたは CONNECT BY述語に、リモート・デー
タベースで評価できない項目が含まれています。 こうした項目には、ユーザー関数に対
するコール、USERENVに対するコール、ROWIDに対する参照が含まれます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用不可の語を取り除くか、リモート・データベースに直接接続してくださ
い。

ORA-02024: データベース・リンクが見つかりませんデータベース・リンクが見つかりませんデータベース・リンクが見つかりませんデータベース・リンクが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  削除するデータベース・リンクがディクショナリ内にありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・リンク名を訂正してください。 

ORA-02025: SQL文の中の表はすべてリモート・データベースになければなりません文の中の表はすべてリモート・データベースになければなりません文の中の表はすべてリモート・データベースになければなりません文の中の表はすべてリモート・データベースになければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文は複数のデータベースの表を参照していますが、リモート・データベース
のうち 1つ以上が Oracle Serverではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リモート更新は、SQL文の中のデータベースがすべてOracle Serverの場合
だけ、実行できます。 前のバージョンのデータベースは個々の文で更新してください。 

ORA-02026: LINKキーワードがあキーワードがあキーワードがあキーワードがありりりりませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード LINKが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べ、必要な箇所に LINKキーワードを挿入して、文を再実行してく
ださい。 

ORA-02027: LONG列を複数行にわたって更新することはできません列を複数行にわたって更新することはできません列を複数行にわたって更新することはできません列を複数行にわたって更新することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  列の更新に 2000バイトを超える長さのバインド変数が使用されており、
UPDATE文が複数の行に影響しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このようなバインド変数の場合、単一行だけの更新となるように確かめてく
ださい。 

ORA-02028: 正確な数の行の取出しはサーバーではサポートされていません正確な数の行の取出しはサーバーではサポートされていません正確な数の行の取出しはサーバーではサポートされていません正確な数の行の取出しはサーバーではサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーは UPIALLをサポートしていません。したがって、正確な行数の取出し
をユーザー側でエミュレートすることはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なサーバーに接続するか、または正確な取出しを使用しないでくださ
い。
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ORA-02029: FILE キーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありませんキーワードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ここではキーワード FILEが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べ、必要な箇所にキーワード FILEを挿入して、文を再実行してく
ださい。 

ORA-02030: 固定固定固定固定表表表表 /固定ビューでは選択のみ可能です固定ビューでは選択のみ可能です固定ビューでは選択のみ可能です固定ビューでは選択のみ可能です。。。。
原原原原因因因因 :  固定の動的パフォーマンス表またはビューに対して、SELECT以外の操作を実行
しようとしました。 固定表または固定ビューからは選択しかできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECT文から固定表またはビューの名前を取り除いてください。 

ORA-02031: 固定表または索引付き編成表に対す固定表または索引付き編成表に対す固定表または索引付き編成表に対す固定表または索引付き編成表に対するるるる ROWIDはありませんはありませんはありませんはありません。。。。
原原原原因因因因 :  固定表または索引付き編成表から ROWIDを選択しようとしまし た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  固定表または索引付き編成表から ROWIDは選択しないでください。 

ORA-02032: クラスタ索引の作成前にクラスタ表は使用できませんクラスタ索引の作成前にクラスタ表は使用できませんクラスタ索引の作成前にクラスタ表は使用できませんクラスタ索引の作成前にクラスタ表は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  クラスタ索引が作成されていないクラスタ表に対して DML操作を実行しようと
しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文でクラスタ表を参照する前に、クラスタ索引を作成しておく必要があ
ります。 

ORA-02033: このクラスタに対してすでにクラスタ索引が存在していますこのクラスタに対してすでにクラスタ索引が存在していますこのクラスタに対してすでにクラスタ索引が存在していますこのクラスタに対してすでにクラスタ索引が存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  クラスタ索引はすでに存在しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-02034: スピード・バインドは許可されていませんスピード・バインドは許可されていませんスピード・バインドは許可されていませんスピード・バインドは許可されていません。。。。
原原原原因因因因 :  スピード・バインドはバインド変数で許可されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。 

ORA-02035: バンドル操作の組合せが無効ですバンドル操作の組合せが無効ですバンドル操作の組合せが無効ですバンドル操作の組合せが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  UPIの実行コールが要求している操作の組合せは不適です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい操作の組合せを使用して再試行してください。

ORA-02036: 自動カーソル・オープンで記述されている変数が多すぎます自動カーソル・オープンで記述されている変数が多すぎます自動カーソル・オープンで記述されている変数が多すぎます自動カーソル・オープンで記述されている変数が多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  UPIの実行コールが、自動のカーソル・オープンとクローズの実行を要求しまし
た。 しかし、リストされた項目、またはバインド変数が多すぎて、実行できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  明示的にカーソルをオープンおよびクローズしてください。 

ORA-02037: スピード・バインド記憶領域が初期化されてませんスピード・バインド記憶領域が初期化されてませんスピード・バインド記憶領域が初期化されてませんスピード・バインド記憶領域が初期化されてません。。。。
原原原原因因因因 :  スピード・バインド・コールを実行する前に、ホスト変数を含む SQL文のス
ピード実行コールを実行しようとしました。 
15-194 Oracle8 エラー・メッセージ                              



分散トランザクション・メッセージ : 02040～ 02099
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スピード実行コールの実行の前に、スピード・バインド・コールを実行して
ください。 

ORA-02038: 配列型は定義できません配列型は定義できません配列型は定義できません配列型は定義できません。。。。
原原原原因因因因 :  「配列」型の選択リスト変数を定義しようとしました。 配列は、ホスト・バイン
ド変数としてだけ機能します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  違反しているコードを訂正してください。

ORA-02039: 配列型の値によるバインドは使用できません配列型の値によるバインドは使用できません配列型の値によるバインドは使用できません配列型の値によるバインドは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  配列ホスト変数を値でバインドしようとしました。 配列は、参照でだけバインド
できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  違反しているコードを訂正してください。

分散トランザクション・メッセージ : 02040～ 02099 
この節には、分散トランザクション中に生成されるメッセージを記載しています。 また、14
ページ「分散トランザクション・メッセージ : 00160～ 00199:」を参照してください。 

ORA-02040: リモート・データベーリモート・データベーリモート・データベーリモート・データベースススス nameはははは 2フェーズ・コミットをサポートしていませフェーズ・コミットをサポートしていませフェーズ・コミットをサポートしていませフェーズ・コミットをサポートしていませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  複数のデータベースを分散更新しようとしましたが、指定されたデータベースは
2フェーズ・コミットの準備フェーズをサポートしていません。これはそのログオン・
トランザクション特性によって決まっています。 トランザクションはロールバックされ
ました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定したデータベースが、トランザクションで更新する唯一のデータベース
でない限り、更新しないようにしてください。 単一トランザクション内での複数データ
ベースの分散更新は、すべてのデータベースが 2フェーズ・コミット機構をサポートし
ている場合にだけ実行できます。 

ORA-02041: クライアント・データベースはトランザクションを開始しませんでしたクライアント・データベースはトランザクションを開始しませんでしたクライアント・データベースはトランザクションを開始しませんでしたクライアント・データベースはトランザクションを開始しませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  コーディネータが分散トランザクションを開始しないまま、調整されたデータ
ベースで更新が起こりました。 ストアド・プロシージャがコミットしてから更新を行っ
た場合、およびストアド・プロシージャをリモートで起動した場合、これが発生するこ
とがあり ます。 外部トランザクション・モニターが XAプロトコルを侵した場合もこれ
が発生することがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  前者が原因の場合、どのコミットの後にも更新が行われていないことを確認
してください。

ORA-02042: 分散トランザクションが多すぎます分散トランザクションが多すぎます分散トランザクションが多すぎます分散トランザクションが多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  実行中の分散トランザクションが多すぎるため、分散トランザクション表がいっ
ぱいになりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ・ファイルの DISTRIBUTED_TRANSACTIONSパラメー
タの値を大きくし、Oracleをいったん停止してから再起動してください。または、実行
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するトランザクションを少なくしてください。 同時実行の分散トランザクションが多す
ぎないことが確認された場合は、内部エラーが発生している可能性がありますので、オ
ラクル社カスタマー・サポートに 連絡してください。 インスタンスをいったん停止して
から再起動すると問題が解決する可能性があります。 

ORA-02043:  commandを実行する前に、現行トランザクションをを実行する前に、現行トランザクションをを実行する前に、現行トランザクションをを実行する前に、現行トランザクションを終終終終了させてください了させてください了させてください了させてください。。。。 
原原原原因因因因 :  トランザクションの実行中に、 COMMIT FORCE、ROLLBACK FORCE、シング
ル・プロセス・モードでの ALTER SYSTEM ENABLE DISTRIBUTED RECOVERYコマ
ンドのいずれかが発行されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現在のトランザクションを COMMITまたは ROLLBACKしてからコマンド
を実行してください。  

ORA-02044: トランザクションが進行中なのでトランザクション・マネージャのログインはトランザクションが進行中なのでトランザクション・マネージャのログインはトランザクションが進行中なのでトランザクション・マネージャのログインはトランザクションが進行中なのでトランザクション・マネージャのログインは
拒否されました拒否されました拒否されました拒否されました。。。。
原原原原因因因因 :  分散トランザクションの処理中にリモート・トランザクション・マネージャがロ
グインしようとしました。 リモート・トランザクション・マネージャでプロトコル・エ
ラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現在のトランザクションを終了してください。 

ORA-02045: グローバル・トランザクションに関わるローカル・セッションが多すぎますグローバル・トランザクションに関わるローカル・セッションが多すぎますグローバル・トランザクションに関わるローカル・セッションが多すぎますグローバル・トランザクションに関わるローカル・セッションが多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  このサイトでは、セッションが多すぎるためこのトランザクションが処理できま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リモート・サイトで別のセッションを作成する必要がないようにするため、
既存のデータベース・リンクを使用してください。 

ORA-02046: 分散トランザクションはすでに開始しています分散トランザクションはすでに開始しています分散トランザクションはすでに開始しています分散トランザクションはすでに開始しています。。。。
原原原原因因因因 :  通常は発生しない内部エラーです。 サーバー・セッションは、先の分散トランザ
クションを終了する前に begin_tran RPCを受け取りました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-02047: 動作中の分散トランザクションは結合できません動作中の分散トランザクションは結合できません動作中の分散トランザクションは結合できません動作中の分散トランザクションは結合できません。。。。
原原原原因因因因 :  これは、Oracleバージョン 6および Oracle7データベースを同じトランザクショ
ンで更新しようとした場合に限り発生することがあります。その理由は次のどちらかで
す。      

■ トランザクションが 2フェーズ・コミットをサポートしていないリモート・データ
ベースに対して動作中である。 

■ 更新が保留中であり、2フェーズ・コミットをサポートしていない別のデータベー
スを更新しようとした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行のトランザクションを完了してから、エラーの原因に対して必要な処置
を行ってください。 

ORA-02048: ログオンしないで分散トランザクションを開始しようとしましたログオンしないで分散トランザクションを開始しようとしましたログオンしないで分散トランザクションを開始しようとしましたログオンしないで分散トランザクションを開始しようとしました。。。。
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原原原原因因因因 :  クライアント・プログラムは分散トランザクションのログインを実行しませんで
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

 ORA-02049: Timeout: 分散トランザクションがロックを待機しています分散トランザクションがロックを待機しています分散トランザクションがロックを待機しています分散トランザクションがロックを待機しています。。。。
原原原原因因因因 :  分散トランザクションにおけるロックの待機時間を超過しました。 この時間は、
初期パラメータ DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUTに指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この状態はデッドロックとして処理され、文はロールバック されました。 タ
イムアウト間隔を長くするには、初期化パラメータ DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT
を調整し、インスタンスをいったん停止してから再起動してください。 

ORA-02050: リモート・データベースで障害が発生したためトランザクションリモート・データベースで障害が発生したためトランザクションリモート・データベースで障害が発生したためトランザクションリモート・データベースで障害が発生したためトランザクション num はロールはロールはロールはロール
バックされましたバックされましたバックされましたバックされました。。。。 
原原原原因因因因 :  2フェーズ・コミット機構において、ネットワーク障害またはリモート障害が発
生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者に連絡してください。 障害が解決されると、リモート・
データベースは自動的に再同期します。 

ORA-02051: 同一トランザクション内の別セッションでエラーが発生しました同一トランザクション内の別セッションでエラーが発生しました同一トランザクション内の別セッションでエラーが発生しました同一トランザクション内の別セッションでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  同一サイトにおいて同じグローバル・トランザクション IDを持つセッションで
エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  何もする必要はありません。このトランザクションは自動的に回復します。 

ORA-02052: name においてリモート・トランザクション・エラーが発生しましたにおいてリモート・トランザクション・エラーが発生しましたにおいてリモート・トランザクション・エラーが発生しましたにおいてリモート・トランザクション・エラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されたデータベース・リンクにおいてリモート・トランザクション・エラー
が発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳しいエラー・メッセージが続いて表示されます。 このメッ セージで示され
ている問題を訂正し、操作を再試行してください。 

ORA-02053: リモーリモーリモーリモートトトト DBで障害が発生したためトランザクショで障害が発生したためトランザクショで障害が発生したためトランザクショで障害が発生したためトランザクションンンン num はコミットしましはコミットしましはコミットしましはコミットしまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  2フェーズ・コミット機構において、ネットワーク障害またはリモート障害が発
生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者に連絡してください。 障害が解決されると、リモート・
データベースは自動的に再同期します。 

ORA-02054: トランザクショトランザクショトランザクショトランザクションンンン num の状態が不明ですの状態が不明ですの状態が不明ですの状態が不明です。。。。
原原原原因因因因 :  2フェーズ・コミット機構において、ネットワーク障害またはリモート障害が発
生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース管理者に連絡してください。 障害が解決されると、リモート・
データベースは自動的に再同期します。 必要であれば結果として DBA_2PC_INDOUBT
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表と DBA_2PC_INCONSISTENT表を監視し、トランザクションを再実行してくださ
い。 

ORA-02055: 分散更新操作でエラーが発生しました。ロールバックが必要です分散更新操作でエラーが発生しました。ロールバックが必要です分散更新操作でエラーが発生しました。ロールバックが必要です分散更新操作でエラーが発生しました。ロールバックが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  分散操作において、その操作結果をすべてロールバックしないうちに障害が発生
しました。 一貫性のないサイトが存在する可能性もあるため、このトランザクションを
セーブポイントまでロールバックするか、または全体をロールバックしなければなりま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セーブポイントまでロールバックするか、またはトランザクション全体を
ロールバックしてから、ロールバックされた文を再投入してください。 

ORA-02056: 2PC: str : 2フェーズ・コマンド番号フェーズ・コマンド番号フェーズ・コマンド番号フェーズ・コマンド番号 num  (name ) が間違っていますが間違っていますが間違っていますが間違っています。。。。
原原原原因因因因 :  2フェーズ・コミットのプロトコル・エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このトランザクションは自動的に回復します。 DBA_2PC_INDOUBT表と
DBA_2PC_INCONSISTENT表を監視して問題を解明してくだ さい。 必要であればトラ
ンザクションを再入力します。 また、必要であればオラクル社カスタマー・サポートに
連絡してください。 

ORA-02057: 2PC:str : 2フェーズ回復状態番フェーズ回復状態番フェーズ回復状態番フェーズ回復状態番号号号号 :num (name )が無効ですが無効ですが無効ですが無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  2フェーズ・リカバリ・プロトコルに内部エラーが発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-02058: ID num  を持つ準備完了状態のトランザクションがありませんを持つ準備完了状態のトランザクションがありませんを持つ準備完了状態のトランザクションがありませんを持つ準備完了状態のトランザクションがありません。。。。 
原原原原因因因因 :  トランザクションに対して COMMIT FORCEを実行しましたが、
DBA_2PC_INDOUBT表に LOCAL_TRAN_IDまたは GLOBAL_TRAN_IDを持つ、準
備完了状態のトランザクションがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBA_2PC_INDOUBT表を調べて適切なトランザクション IDを使用してい
ることを確認してから、もう一度コミットしてください。 

ORA-02059: 2フェーズ・コミットをテストするために使用される特別なコメントですフェーズ・コミットをテストするために使用される特別なコメントですフェーズ・コミットをテストするために使用される特別なコメントですフェーズ・コミットをテストするために使用される特別なコメントです。。。。 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートが一緒でなければ、この特別なコメントは
使用しないでください。 

ORA-02060: SELECT...FOR UPDATEで分散している表の結合を指定しましたで分散している表の結合を指定しましたで分散している表の結合を指定しましたで分散している表の結合を指定しました。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT... FOR UPDATE文の中で、異なるリモート・データベースの表を結合し
ようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECT文で FOR UPDATE句を使用して結合する表は、同一デー タベース
に存在しなければなりません。 SELECT... FOR UPDATE文を簡潔にし、同一データベー
スの表だけを結合するようにしてください。 

ORA-02061: LOCK TABLEで分散している表を指定しましたで分散している表を指定しましたで分散している表を指定しましたで分散している表を指定しました。。。。
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原原原原因因因因 :  LOCK TABLE文を使って、異なるリモート・データベースの複数の表をロック
しようとしました。 LOCK TABLE文では同一データベースに存在する表を指定しなけれ
ばなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LOCK TABLEコマンドを複数発行してください。

ORA-02062: 分散回復分散回復分散回復分散回復はははは DBID:numを受取りましたを受取りましたを受取りましたを受取りましたがががが num を待っていましたを待っていましたを待っていましたを待っていました。。。。
原原原原因因因因 :  コーディネータ・ポイントのデータベース・リンクが目的のデータベースを指し
ていません。 このデータベース・リンクが再定義されたか、または異なるデータベース
がマウントされている可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コーディネータ・ポイントのデータベース・リンクが再定義 されているか調
べてください。 再定義されている場合は、リモート・データベース管理者に連絡して、
リンクがリモート・サイトの有効なデータベース を参照しているかどうかを判断してく
ださい。 必要であれば、リモート・サイトでこの有効なデータベースを参照するデータ
ベース・リンクを再作成してください。 

ORA-02063: 先行のエラーメッセージを参照してください。先行のエラーメッセージを参照してください。先行のエラーメッセージを参照してください。先行のエラーメッセージを参照してください。name、、、、 str 
原原原原因因因因 :  リモート・データベース・リンクの Oracleエラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  先行するエラー・メッセージを参照してください。 そこで示された問題を訂
正してから操作を再実行してください。 

ORA-02064: 副問合せを用いた反復また副問合せを用いた反復また副問合せを用いた反復また副問合せを用いた反復またはははは LONG型のリモート更新はサポートされていませ型のリモート更新はサポートされていませ型のリモート更新はサポートされていませ型のリモート更新はサポートされていませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  次のサポートされていない操作の 1つを行おうとしました。 

■ データベース・リンクを参照する副問合せを使用してリモート更新の配列処理を実
行しようとした。 

■ バインド変数を使った LONG列の更新、およびデータベース・リンクとバインド変
数の両方を参照する副問合せによる 2番目の列の更新を行おうとした。 

■ コーディネイトセッションで OUTパラメータを使用するリモート・プロシージャ・
コールからコミットが発行された。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リモート更新文を単純にしてください。 

ORA-02065: ALTER SYSTEMのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SYSTEMにサポートされていないオプションを指定しました。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER SYSTEMコマンドの正しい構文は、『Oracle8 Server SQL 言語リファ
レンス』を参照してください。  

ORA-02066: MTS_DISPATCHERSテキストがないか、または無効ですテキストがないか、または無効ですテキストがないか、または無効ですテキストがないか、または無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SYSTEM SET MTS_DISPATCHERSコマンドにおいて、必要な文字列が見
つかりませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER SYSTEM SET MTS_DISPATCHERSコマンドに、ディスパッチャ指定
を含む文字列を指定してください。 
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ORA-02067: トランザクション・ロールバックまたはセーブポイント・ロールバックトランザクション・ロールバックまたはセーブポイント・ロールバックトランザクション・ロールバックまたはセーブポイント・ロールバックトランザクション・ロールバックまたはセーブポイント・ロールバック が必要が必要が必要が必要
ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  複数のリモート更新を実行するトリガーまたはストアド・プ ロシージャでエラー
が発生しました。 トランザクション内のサイトの一部が一貫していない可能性があるた
め前の Oracleコールを実行できず、トランザクションをコミットできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  直前のセーブポイント、またはトランザクションの初めまで ロールバックし
てから、 ロールバックされた文を再投入してください。

ORA-02068: nameで重大なエラーが発生しましたで重大なエラーが発生しましたで重大なエラーが発生しましたで重大なエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されたデータベース・リンクから重大なエラー（接続の切断、または致命的
な Oracleエラー）を受け取りました。 この問題の詳しい説明については、続いて表示さ
れるメッセージを参照してください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リモート・システム管理者に連絡して、問題の原因と問題解 決に必要と思わ
れる時間を判別してください。 

ORA-02069: この操作を行うには、この操作を行うには、この操作を行うには、この操作を行うには、global_namesパラメータパラメータパラメータパラメータをををを TRUEに設定しなければなに設定しなければなに設定しなければなに設定しなければな
りませんりませんりませんりません。。。。
原原原原因因因因 :  文のリモート・マッピングが必要ですが、パラメータ GLOBAL_NAMESが
TRUEに設定されていないので実行できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、ALTER SESSION SET GLOBAL_NAMES = TRUEを発行して
ください。

ORA-02070: このコンテキストでは、データベースこのコンテキストでは、データベースこのコンテキストでは、データベースこのコンテキストでは、データベース "name"はははは、、、、 name をサポートしませんをサポートしませんをサポートしませんをサポートしません。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・データベースは、使用されているコンテキストにおいて指定された機
能をサポートしていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文を単純にしてください。 

ORA-02071: リモート・データベースリモート・データベースリモート・データベースリモート・データベース name の機能の初期化中にエラーが発生しましたの機能の初期化中にエラーが発生しましたの機能の初期化中にエラーが発生しましたの機能の初期化中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたリモート・データベースから機能表をロードできませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リモート SQL*Connect製品に関して、オラクル社技術サポー トに連絡して
ください。 

ORA-02072: 分散データベース・ネットワーク・プロトコルが一致しません分散データベース・ネットワーク・プロトコルが一致しません分散データベース・ネットワーク・プロトコルが一致しません分散データベース・ネットワーク・プロトコルが一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  このエラーは、製品版 Oracleではリリースが異なっても発生しませんが、アル
ファ・リリース、ベータ・リリースなどとの間で発生することがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  古いリリースをアップグレードしてください。

ORA-02073: リモート更新では順序番号はサポートされませんリモート更新では順序番号はサポートされませんリモート更新では順序番号はサポートされませんリモート更新では順序番号はサポートされません。。。。
原原原原因因因因 :  リモート表の INSERT、UPDATES、または DELETESで順序番号は使用できませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  順序番号を指定しないで操作を実行してください。
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ORA-02074: 分散トランザクションにおけるコミットまたはロールバックが無効です分散トランザクションにおけるコミットまたはロールバックが無効です分散トランザクションにおけるコミットまたはロールバックが無効です分散トランザクションにおけるコミットまたはロールバックが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  分散トランザクションの親セッション以外のセッションから、コミットまたは
ロールバックを行おうとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  親セッションだけがコミットまたはロールバックを発行できます。 

ORA-02076: 順序が、更新される表また順序が、更新される表また順序が、更新される表また順序が、更新される表またはははは LONG列と同じノードにありません列と同じノードにありません列と同じノードにありません列と同じノードにありません。。。。
原原原原因因因因 :  すべての参照される順序は、更新される表または LONG列と同一ノードに位置
しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題を訂正してから文を再実行してください。 

ORA-02077: LONG列は同一ノード上の表から選択しなければなりません列は同一ノード上の表から選択しなければなりません列は同一ノード上の表から選択しなければなりません列は同一ノード上の表から選択しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT文で LONG列の値を返す表はすべて同一ノードに位置しなければなり
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題を訂正してから文を再実行してください。 

ORA-02078: ALTER SYSTEM FIXED_DATEの設定が無効ですの設定が無効ですの設定が無効ですの設定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な値が使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい値を使用してください。 

ORA-02079: 新しいセッションはコミット分散トランザクションに結合しません新しいセッションはコミット分散トランザクションに結合しません新しいセッションはコミット分散トランザクションに結合しません新しいセッションはコミット分散トランザクションに結合しません。。。。
原原原原因因因因 :  他のブランチでコミットを開始しているトランザクションの セッションで
UPI2BGの呼出しが発行されました。 すなわち、他のセッション で同じトランザクショ
ンのブランチに UPI2ENコールが発生しています。 これは外部トランザクション・マ
ネージャを使用している時にだけ起こります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-02080: データベース・リンクは使用中ですデータベース・リンクは使用中ですデータベース・リンクは使用中ですデータベース・リンクは使用中です。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・リンクでは、トランザクションが動作しているか、またはカーソ
ルがオープンしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース・リンクをクローズする前に、最初にすべてのカーソルをク
ローズし、それからそのデータベース・リンクを使用するすべてのトランザクションを
終了してください。 

ORA-02081: データベース・リンクがオープンしていませんデータベース・リンクがオープンしていませんデータベース・リンクがオープンしていませんデータベース・リンクがオープンしていません。。。。
原原原原因因因因 :  現在オープンされていないデータベース・リンクを使用しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネットワークの問題を解決してください。またはリモート・データベースの
問題が解決されているかどうかを判断するためにリモート・データベース管理者に連絡
してください。 ネットワーク問題が解決済みかどうかは、ローカル・データベース管理
者に 問合せてください。 リンクがオープンしてから再度操作を行ってください。 

ORA-02082: ループバック・データベース・リンクには接続修飾子が必要ですループバック・データベース・リンクには接続修飾子が必要ですループバック・データベース・リンクには接続修飾子が必要ですループバック・データベース・リンクには接続修飾子が必要です。。。。
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原原原原因因因因 :  現行のデータベースと同じ名前のデータベース・リンクを作成しようとしまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このデータベース・リンクには、名前を一意にするための後続の修飾子が必
要です。 これらの修飾子はオペレーティング・システムに固 有なものです。 データベー
ス・リンクの作成に関する詳細は、使用しているオペレーティング・システム固有の
Oracleマニュアルを参照してください。 

ORA-02083: データベース名に無効な文データベース名に無効な文データベース名に無効な文データベース名に無効な文字字字字 :strが含まれていますが含まれていますが含まれていますが含まれています。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されたデータベース名には無効な文字が含まれています。 たとえば、データ
ベース名には、ピリオド、セミコロン、引用符、二重引用 符、ブランク、印字できない
文字を含めることはできません。 命名規則については、『Oracle8 Server管理者ガイド』
を参照してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なデータベース名を指定してください。

ORA-02084: データベース名にコンポーネントがありませんデータベース名にコンポーネントがありませんデータベース名にコンポーネントがありませんデータベース名にコンポーネントがありません。。。。
原原原原因因因因 :  完全なデータベース名が与えられませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  完全なデータベース名を指定してください。

ORA-02085: データベース・リンデータベース・リンデータベース・リンデータベース・リンクククク :nameはははは nameに接続しますに接続しますに接続しますに接続します。。。。 
原原原原因因因因 :  データベース・リンクは、リンク名とは別の名前のデータベースに接続し ようと
しました。 データベース・リンク名はそのデータベース名と同じ名前でなければなりま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続するデータベースと同じ名前のデータベース・リンクを作成してくださ
い。 

ORA-02086: データベース名またはデータベース・リンク名が長すぎますデータベース名またはデータベース・リンク名が長すぎますデータベース名またはデータベース・リンク名が長すぎますデータベース名またはデータベース・リンク名が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  データベース名またはデータベース・リンク名が長すぎます。データベース名と
データベース・リンク名は 128文字以内で指定します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいデータベース名またはデータベース・リンク名を指定 するか、文字数
を少なくして名前を指定してください。 

ORA-02087: オブジェクトは同一トランザクション内の別プロセスがロックしていますオブジェクトは同一トランザクション内の別プロセスがロックしていますオブジェクトは同一トランザクション内の別プロセスがロックしていますオブジェクトは同一トランザクション内の別プロセスがロックしています。。。。 
原原原原因因因因 :  パラレル・サーバー環境において、同一インスタンスをループバックするデータ
ベース・リンクが使用され、あるセッションが別のセッションによって取得したロック
を変換しようとしています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より制限的なロックを最初に取得します。 たとえば、セッション 1では共有
ロックが必要であり、セッション 2では排他ロックが必要であ る場合は、最初に排他
ロックが獲得されるようにします。 そうでなければ、オブジェクトをアクセスするため
に同じセッションを使用してください。 

ORA-02088: 分散データベース・オプションがインストールされていません分散データベース・オプションがインストールされていません分散データベース・オプションがインストールされていません分散データベース・オプションがインストールされていません。。。。
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分散トランザクション・メッセージ : 02040～ 02099
原原原原因因因因 :  分散データベース・オプションがインストールされていません。要求した操作は
実行できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡して、分散データベース・オプショ
ンを取得してください。 

ORA-02089: 下位セッション下位セッション下位セッション下位セッションにににに COMMITは使用できませんは使用できませんは使用できませんは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  2フェーズ・コミット・グローバル・コーディネータでないセッションで
COMMITが発行されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  COMMITはグローバル・コーディネータで発行してください。 

ORA-02090: ネットワーク・エラーネットワーク・エラーネットワーク・エラーネットワーク・エラー : コールバッコールバッコールバッコールバックククク +パス・スルパス・スルパス・スルパス・スルーーーー (callback+passthru)が試が試が試が試
行されました行されました行されました行されました。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

ORA-02091: トランザクションがロールバックされましたトランザクションがロールバックされましたトランザクションがロールバックされましたトランザクションがロールバックされました。。。。
原原原原因因因因 :  分散トランザクションがシステム・ロールバック・セグメントに割当てられ、準
備段階に入ろうとしました。しかし、必要な数の PREPAREでないス ロットが得られな
いのでトランザクションがロールバックされました。

トランザクションがリモートサイトで中止された場合、ORA-2091だけが表示されま 
す。 トランザクションがホストサイトで中止された場合、ORA-2091と ORA-2092の両
方が表示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行のトランザクションを完了してから、必要な操作を実行してください。 

ORA-02092: 分散トランザクションのトランザクション表スロットが不足しています分散トランザクションのトランザクション表スロットが不足しています分散トランザクションのトランザクション表スロットが不足しています分散トランザクションのトランザクション表スロットが不足しています。。。。
原原原原因因因因 :  分散トランザクションがシステム・ロールバック・セグメントに割当てられ、準
備段階に入ろうとしました。しかし、必要な数の PREPAREでないス ロットが得られな
いのでトランザクションがロールバックされました。

トランザクションがリモートサイトで中止された場合、ORA-2091だけが表示されま 
す。 トランザクションがホストで中止された場合、ORA-2091と ORA-2092の両方が表
示されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロールバック・セグメントを追加して、操作を再実行してください。 

ORA-02093: TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT:nameが最大可能数を超えまが最大可能数を超えまが最大可能数を超えまが最大可能数を超えま
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータで指定した値がこのポートで可能な最大値を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デフォルト値を使用するか、最大可能数より小さな値にしてください。

ORA-02094: レプリケーション・オプションがインストールされていませんレプリケーション・オプションがインストールされていませんレプリケーション・オプションがインストールされていませんレプリケーション・オプションがインストールされていません。。。。
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プリコンパイラ・ランタイム SQLLIBメッセージ : 02100～ 02139
原原原原因因因因 :  このサイトには、レプリケーション・オプションがインストールされていませ
ん。したがって、更新可能スナップショット、遅延リモート・プロシージャ・コール、
およびその他のレプリケーション機能は使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  レプリケーション・オプションをインストールしてください。 レプリケー
ション・オプションは、Oracle Server製品の一部ではないので、 別個に購入しなくては
なりません。 複製オプションを購入する必要がある場合は、オラクル社カスタマー・サ
ポートに連絡してください。

ORA-02095: 指定した初期化パラメータを変更できません指定した初期化パラメータを変更できません指定した初期化パラメータを変更できません指定した初期化パラメータを変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された初期化パラメータは、このオプションでは変更できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBAガイドを参照して、パラメータの変更可能範囲を確認してください。 

初期化パラメータ変更の詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファレンス』の索引項目
「初期化パラメータの変更」を参照してください。

ORA-02096: 指定した初期化パラメータはこのオプションでは修正できません指定した初期化パラメータはこのオプションでは修正できません指定した初期化パラメータはこのオプションでは修正できません指定した初期化パラメータはこのオプションでは修正できません。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータの変更は可能ですが、指定されたコマンドを使用しての変更は
できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBAガイドを参照して、パラメータの変更可能範囲を確認してください。 初
期化パラメータ変更の詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファレンス』の索引項目
「初期化パラメータの変更」を参照してください。                    

ORA-02097: 指定した値が無効なので、パラメータを変更できません指定した値が無効なので、パラメータを変更できません指定した値が無効なので、パラメータを変更できません指定した値が無効なので、パラメータを変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータの変更は可能ですが、パラメータに無効な値が割り当てられま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBAガイドを参照して、このパラメータの許容値の範囲を確認してくださ
い。

ORA-02098: 索引表参照索引表参照索引表参照索引表参照 (:I)の解析でエラーが発生しましたの解析でエラーが発生しましたの解析でエラーが発生しましたの解析でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  不適切な索引表（:I）構文があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この構文は Oracle Internal Use Onlyです。

プリコンパイラ・ランタイム SQLLIBメッセージ : 02100～ 02139
この範囲のメッセージの原因および解決方法は、Vol.3にリストされているものと同じです。 
たとえば、ORA-2100は SQL-2100と同じです。

SQLの解析メッセージ : 02140～ 02299
この節では、SQL文が Oracle Serverにより解析されるときに出力されるメッセージを記載
します。 

ORA-02140: 表領域名が無効です表領域名が無効です表領域名が無効です表領域名が無効です。。。。
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SQLの解析メッセージ : 02140～ 02299
原原原原因因因因 :  ALTER TABLESPACEの後に指定してある表領域名が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLESPACEの後に有効な表領域名を指定してください。 

ORA-02141: OFFLINE オプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLESPACE文の OFFLINEの後に NORMALまたは IMMEDIATE以外
のオプションが指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OFFLINEの後には、オプションを指定しないか、NORMALまたは
IMMEDIATEのいずれか 1つを指定してください。 

ORA-02142: ALTER TABLESPACEオプションがないオプションがないオプションがないオプションがないかかかか、または無効です、または無効です、または無効です、または無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLESPACEの後に無効なオプションが指定されました。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ADD DATAFILE、RENAME DATAFILE、DEFAULT STORAGE、ONLINE、
OFFLINE、BEGIN BACKUP、END BACKUPなどの有効なオプションを 1つ指定して
ください。

ORA-02143: STORAGE オプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  INITIAL、NEXT、MINEXTENTS、MAXEXTENTS、FREELISTS、FREELIST 
GROUPS、PCTINCREASE以外のオプションが、ALTER INDEX文、または ALTER 
SNAPSHOT文の USING INDEX句で指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べ、有効なオプションだけを指定し、再試行してください。 

ORA-02144: ALTER CLUSTERにオプションが指定されていませんにオプションが指定されていませんにオプションが指定されていませんにオプションが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER CLUSTERオプションが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PCTFREE、PCTUSED、SIZE、INITRANS、MAXTRANS、STORAGEな ど
の有効なオプションを 1つ以上指定してください。 

ORA-02145: STORAGEオプションがありませんオプションがありませんオプションがありませんオプションがありません。。。。
原原原原因因因因 :  キーワード STORAGEの後に STORAGEオプションが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、有効な STORAGEオプションを指定して、文を再実行してく
ださい。 

ORA-02146: SHAREDの指定が重複していますの指定が重複していますの指定が重複していますの指定が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文に SHAREDオプションが 2回以上指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SHAREDオプションを 1つだけ指定します。 

ORA-02147: SHAREDとととと EXCLUSIVEのオプションは混在できませんのオプションは混在できませんのオプションは混在できませんのオプションは混在できません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文に SHAREDと EXCLUSIVEのオプションが両方指定さ
れています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SHAREDまたは EXCLUSIVEの一方だけを指定してください。 

ORA-02148: EXCLUSIVEの指定が重複していますの指定が重複していますの指定が重複していますの指定が重複しています。。。。
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SQLの解析メッセージ : 02140～ 02299
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文で EXCLUSIVEオプションが 2回以上指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXCLUSIVEオプションを 1度だけ指定してください。 

ORA-02149: 指定されたパーティションが存在しません指定されたパーティションが存在しません指定されたパーティションが存在しません指定されたパーティションが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  基本オブジェクトにパーティションがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいパーティション指定を入力して、操作を再試行してください。

ORA-02153: VALUES句の後のパス句の後のパス句の後のパス句の後のパスワワワワード文字列が正しくありませんード文字列が正しくありませんード文字列が正しくありませんード文字列が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  VALUES句の後に暗号化パスワード文字列が入力されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  VALUES句の後に暗号の正しいパスワード文字列を入力してください。

ORA-02155: DEFAULTの表領域識別子が無効ですの表領域識別子が無効ですの表領域識別子が無効ですの表領域識別子が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  DEFAULT TABLESPACEの後の表領域名が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DEFAULT TABLESPACEの後に有効な表領域名を指定して、文を再実行して
ください。 

ORA-02156: TEMPORARYの表領域識別子が無効ですの表領域識別子が無効ですの表領域識別子が無効ですの表領域識別子が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  TEMPORARY TABLESPACEの後の表領域名が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TEMPORARY TABLESPACEの後に有効な表領域名を指定して、文を再実行
してください。 

ORA-02157: ALTER USERオプションが指定されていませんオプションが指定されていませんオプションが指定されていませんオプションが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  オプションの指定がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER USERオプションを少なくとも 1つ指定して、文を再実行してくださ
い。 

ORA-02158: CREATE INDEXオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  PCTFREE、INITRANS、MAXTRANS、NOSORT、STORAGE、TABLESPACE
以外のオプションが指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な CREATE INDEXオプションを 1つ指定して、文を再実行してくださ
い。 

ORA-02159: インストール済みインストール済みインストール済みインストール済みのののの DLMは解放可能ロック・モードをサポートしませんは解放可能ロック・モードをサポートしませんは解放可能ロック・モードをサポートしませんは解放可能ロック・モードをサポートしません。。。。
原原原原因因因因 :  GC_*PARAMETERSがパラメータ・ファイルで指定されました。 これは、使用し
ていないロックを LCKプロセスで解放できるようにします。 このモードは DLMの追加
サポートが必要ですが、DLMは使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  追加機能を必要としない構成パラメータを指定してください。 

分散ロック・マネージャ (DLM)の詳細は、『Oracle8 Server概要』の索引項目「LCK」
と、『Oracle8 Parallel Server概要および管理』の索引項目「分散ロック・マネージャ」
と「分散ロック・マネージャ LCKnプロセス」を参照してください。
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SQLの解析メッセージ : 02140～ 02299
ORA-02160: 索引で構成された表に、索引で構成された表に、索引で構成された表に、索引で構成された表に、LONG型の列は定義できません型の列は定義できません型の列は定義できません型の列は定義できません。。。。 
原原原原因因因因 :  索引で構成された表に LONG型の列が定義されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  索引で構成された表に LONG型の列を使用しないでください。

ORA-02161: MAXLOGFILESに対する値が無効ですに対する値が無効ですに対する値が無効ですに対する値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  MAXLOGFILESの後に数値が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXLOGFILESの後に数値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02162: MAXDATAFILESに対する値が無効ですに対する値が無効ですに対する値が無効ですに対する値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  MAXDATAFILESの後に数値が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXDATAFILESの後に数値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02163: FREELIST GROUPSに対する値が無効ですに対する値が無効ですに対する値が無効ですに対する値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  FREELIST GROUPSの後に数値が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FREELIST GROUPSの後に数値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02164: DATAFILE句句句句がががが 2つ以上指定されていますつ以上指定されていますつ以上指定されていますつ以上指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文に 2つ以上の DATAFILE句が指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DATAFILE句を 1つだけ指定して、文を再実行してください。 

ORA-02165: CREATE DATABASEオプションの指定が無効ですオプションの指定が無効ですオプションの指定が無効ですオプションの指定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な CREATE DATABASEオプションがあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な CREATE DATABASEオプションだけを指定して、文を再実行してく
ださい。

ORA-02166: ARCHIVELOGととととNOARCHIVELOGが両方指定されていますが両方指定されていますが両方指定されていますが両方指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文に ARCHIVELOGとNOARCHIVELOGの両方が指定さ
れています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これらのオプションのどちらか 1つを指定して、文を再実行してください。 

ORA-02167: LOGFILE句句句句がががが 2つ以上指定されていますつ以上指定されていますつ以上指定されていますつ以上指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE DATABASE文に 2つ以上の LOGFILE句が指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LOGFILE句を 1つだけ指定して、文を再実行してください。 

ORA-02168: FREELISTSの値が無効ですの値が無効ですの値が無効ですの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE TABLE文または CREATE INDEX文の FREELISTS記憶領域オプション
の後に数値が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FREELISTSの後に数値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02169: FREELISTS記憶領域オプションは使用できません記憶領域オプションは使用できません記憶領域オプションは使用できません記憶領域オプションは使用できません。。。。
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SQLの解析メッセージ : 02140～ 02299
原原原原因因因因 :  CREATE TABLEまたは CREATE INDEX以外の操作を実行するときに、
FREELISTS記憶領域オプションを指定しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文の構文を調べて、このオプションを取り除き、文を再実行してください。

ORA-02170: FREELISTS記憶領域オプションは使用できません記憶領域オプションは使用できません記憶領域オプションは使用できません記憶領域オプションは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  FREELIST GROUPS記憶領域オプションを指定しようとしまし た。 このオプショ
ンは、CREATE TABLEコマンドを使用している場合と、初期化パラメータ・ファイル
に ALLOW_FREELIST_GROUPSパラメータが指定されている場合にだけ指定できま
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FREELIST GROUPS記憶領域オプションなしで文を再試行するか、初期化パ
ラメータ・ファイル内の ALLOW_FREELIST_GROUPSパラメータを設 定してくださ
い。 

ORA-02171: MAXLOGHISTORYの値が無効ですの値が無効ですの値が無効ですの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  MAXLOGHISTORYの後に数値が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXLOGHISTORYの後に数値を指定してください。

ORA-02172: 使用禁止のスレッドに対し使用禁止のスレッドに対し使用禁止のスレッドに対し使用禁止のスレッドに対してててて PUBLICキーワードは無効ですキーワードは無効ですキーワードは無効ですキーワードは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  スレッドが使用禁止のときに PUBLICキーワードを指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を調べて再試行してください。

ORA-02173: DROP TABLESPACEのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  表領域名の後に INCLUDING CONTENTS以外のものが指定されていたか、
INCLUDING CONTENTSの後に CASCADE CONSTRAINTS以外のテキストが指定さ
れていました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域名の後には何も指定しないか、INCLUDING CONTENTSだけを指定
します。または、INCLUDING CONTENTSの後には何も指定しないか、CASCADE 
CONSTRAINTSだけを指定して、文を再実行します。

ORA-02174: 必須のスレッド番号がありません必須のスレッド番号がありません必須のスレッド番号がありません必須のスレッド番号がありません。。。。
原原原原因因因因 :  THREADキーワードの後にスレッド番号を指定しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい構文を使用してください。

ORA-02175: ロールバック・セグメント名が無効ですロールバック・セグメント名が無効ですロールバック・セグメント名が無効ですロールバック・セグメント名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATEまたは DROP ROLLBACK SEGMENT文の ROLLBACK SEGMENTの
後に、有効なロールバック・セグメント名が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ROLLBACK SEGMENTの後に有効なロールバック・セグメント名を指定し
て、文を再実行してください。 

ORA-02176: CREATE ROLLBACK SEGMENTのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE ROLLBACK SEGMENT文に無効なオプションが指定されました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なオプション（TABLESPACEまたは STORAGE）をどちらか 指定して、
文を再実行してください。 

ORA-02177: 必須のグループ番号がありません必須のグループ番号がありません必須のグループ番号がありません必須のグループ番号がありません。。。。
原原原原因因因因 :  GROUPキーワードの後にグループ番号を指定しなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を調べて、GROUPの後にグループ番号を指定 してから、文
を再実行してください。

ORA-02178: 正しい構文正しい構文正しい構文正しい構文はははは SET TRANSACTION READ { ONLY | WRITE }ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーの文に構文エラーがあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  示されているように構文を修正して、文を再実行してください。 

ORA-02179: 有有有有効効効効オオオオププププシシシショョョョンンンン : ISOLATION LEVEL { SERIALIZABLE |READ COMMITTED }
原原原原因因因因 :  ユーザーの文に構文エラーがありました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  示されているように構文を修正してください。

ORA-02180: CREATE TABLESPACEのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE TABLESPACEの後に無効なオプションが指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なオプション (DATAFILE、DEFAULT、STORAGE、ONLINE、
OFFLINE)を 1つ指定して、文を再実行してください。 

ORA-02181: ROLLBACK WORKのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ROLLBACK [WORK]の後に TO以外のトークンが指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ROLLBACK [WORK]の後には、何も指定しないか、TO SAVEPOINTだけ
を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02182: セーブポイント名が予想されましたセーブポイント名が予想されましたセーブポイント名が予想されましたセーブポイント名が予想されました。。。。
原原原原因因因因 :  ROLLBACK [WORK] TO [SAVEPOINT]の後のセーブポイント名が無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TO [SAVEPOINT]の後にセーブポイント名を指定して、文を再実行してくだ
さい。 

ORA-02183: 有効オプショ有効オプショ有効オプショ有効オプションンンン : ISOLATION_LEVEL { SERIALIZABLE |READ 
COMMITTED }
原原原原因因因因 :  ユーザーの文に構文エラーがありました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  示されているように構文を修正してください。

ORA-02184: REVOKEではリソース割当て量は使用できではリソース割当て量は使用できではリソース割当て量は使用できではリソース割当て量は使用できまままませんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  REVOKE文に、リソースの割当て量が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  割当て量のないリソース権限を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02185: COMMITの後の後の後の後ににににWORK以外のトークンが指定されています以外のトークンが指定されています以外のトークンが指定されています以外のトークンが指定されています。。。。
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原原原原因因因因 :  COMMITの後にWORK以外のトークンが指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  COMMITの後に何も指定しないか、WORKを指定して、文を再実行してく
ださい。 

ORA-02186: 表領域のリソース管理権限は他の権限と同時に指定できません表領域のリソース管理権限は他の権限と同時に指定できません表領域のリソース管理権限は他の権限と同時に指定できません表領域のリソース管理権限は他の権限と同時に指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  他の権限を許可または取り消している文に、リソース割当て量の許可または取り
消そうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リソースの割当て量権限に対しては、別の GRANT文または REVOKE文を
使用して、文を再実行してください。 

ORA-02187: 割当て制限の指定が無効です割当て制限の指定が無効です割当て制限の指定が無効です割当て制限の指定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文または REVOKE文に、上限値を超える表領域の割当て量を許可しよ
うとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域割当て量を少なくして、文を再実行してください。 

ORA-02189: 句句句句 : ON tablespace が必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  GRANT文または REVOKE文に、表領域割当て量を指定しました が、その後に
ON表領域句を指定していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を修正して再試行してください。 

ORA-02190: TABLESキーワードキーワードキーワードキーワード が必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  DROP CLUSTERクラスタ名の INCLUDINGの後にはキーワード TABLESを指
定する必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INCLUDINGの後にキーワード TABLESを指定して、文を再実行してくだ
さい。 

ORA-02191: 正しい構正しい構正しい構正しい構文文文文 : SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT name 
原原原原因因因因 :  SET TRANSACTION文に構文エラーがあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文エラーを訂正して、文を再実行してください。

ORA-02192: ロールバック・セグメントの記憶領域句ロールバック・セグメントの記憶領域句ロールバック・セグメントの記憶領域句ロールバック・セグメントの記憶領域句にににに PCTINCREASEは使用できませんは使用できませんは使用できませんは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  記憶領域パラメータ PCTINCREASEを CREATE ROLLBACK SEGMENTコマン
ドまたは ALTER ROLLBACK SEGMENTコマンドに指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PCTINCREASE句なしでコマンドを再実行してください。 

ORA-02194: イイイイベベベベンンンントトトト指指指指定定定定構構構構文文文文エエエエララララーーーー :num(内内内内部部部部エエエエララララーーーー :num)がががが name付付付付近近近近でででで発発発発生生生生ししししままままししししたたたた。。。。 
原原原原因因因因 :  イベント指定に構文エラーがあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文および入力した綴りを調べて、操作を再試行してください。

ORA-02195: nameオオオオブブブブジジジジェェェェククククトトトトをををを name 表表表表領領領領域域域域にににに作作作作成成成成ししししよよよよううううととととししししままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  表領域の内容とオブジェクト・タイプが一致していません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別の表領域内にオブジェクトを作成するか、ユーザー・デフォルトを変更し
ます。 

監査スキーマ・オブジェクトの詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファレンス』の索引
項目「AUDITコマンド」を参照してください。

ORA-02196: PERMANENT/TEMPORARYオプションはすでに指定されていますオプションはすでに指定されていますオプションはすでに指定されていますオプションはすでに指定されています。。。。 
原原原原因因因因 :  CREATE TABLESPACEに PERMANENTか TEMPORARY（またはその両方の）
オプションが 2回以上指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  REBUILD、INITRANS、MAXTRANS、STORAGEの中から 1つまたは複数
を指定してください。 

CREATE TABLESPACEパラメータの詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファレンス』の
索引項目「CREATE TABLESPACE」を参照してください。 

ORA-02197: ファイル・リストがすでに指定されていますファイル・リストがすでに指定されていますファイル・リストがすでに指定されていますファイル・リストがすでに指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE TABLESPACE文に DATAFILE句が 2つ以上指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  複数の DATAFILE句を、複数ファイルを指定する単一の句にまとめ、文を
再実行してください。

ORA-02198: ONLINE/OFFLINEオプションはすでに指定されていますオプションはすでに指定されていますオプションはすでに指定されていますオプションはすでに指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE TABLESPACE文に、ONLINE、OFFLINEオプションが 2回以上指定さ
れています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ONLINEか OFFLINEを 1つだけ指定して、文を再実行してください。 

ORA-02199: DATAFILE句がありません句がありません句がありません句がありません。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE TABLESPACE文に DATAFILE句がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  欠けている DATAFILE句を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02200: WITH GRANT OPTIONはははは PUBLICに対して使用できませんに対して使用できませんに対して使用できませんに対して使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  PUBLICにWITH GRANT OPTIONを許可しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PUBLICまたはWITH GRANT OPTION句を取り除いて、文を再実行してく
ださい。

ORA-02201: ここでは順序は使用できませんここでは順序は使用できませんここでは順序は使用できませんここでは順序は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  FROMリストの中で順序を参照しようとしました。 これは許可されません。 順序
は SELECTリストの中でだけ参照できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、参照を訂正してから、文を再実行してください。 

ORA-02202: このクラスタには表をこれ以上作成できませんこのクラスタには表をこれ以上作成できませんこのクラスタには表をこれ以上作成できませんこのクラスタには表をこれ以上作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  すでに 32の表を含むクラスタに、表を作成しようとしました。 クラスタあたり
32を超える表は格納できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クラスタに 32を超える表を作成しないでください。
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ORA-02203: INITIAL記憶領域オプションは使用できません記憶領域オプションは使用できません記憶領域オプションは使用できません記憶領域オプションは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーは、表、クラスタ、索引、ロールバック・セグメン トの INITIAL記憶
領域オプションを変更しようとしました。 これらのオプションはオブジェクトを作成す
る時に限って指定できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INITIALオプションを取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02204: ALTER,INDEX,REFERENCE,EXECUTEはビューに対して使用できませんはビューに対して使用できませんはビューに対して使用できませんはビューに対して使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューに対して無効な権限を許可または取り消そうとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ビューに対して、ALTER、または INDEX、REFERENCESの権限を 許可ま
たは取り消さないでください。

ORA-02205: 順序に対して使用できるの順序に対して使用できるの順序に対して使用できるの順序に対して使用できるのはははは SELECTおよび、および、および、および、ALTER権限だけです権限だけです権限だけです権限だけです。。。。
原原原原因因因因 :  順序に対して、無効な権限を許可または取り消そうとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  順序に対して、DELETE、INDEX、INSERT、UPDATE、REFERENCESまた
は EXECUTEの権限を許可または取り消さないでください。 

ORA-02206: INITRANSオプションが重複していますオプションが重複していますオプションが重複していますオプションが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  INITRANSが複数指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INITRANSを 1回だけ指定して、文を再実行してください。 

ORA-02207: INITRANSオプションの値が無効ですオプションの値が無効ですオプションの値が無効ですオプションの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  INITRANS値が 2から 255以内の整数でなく、MAXTRANSの値以下ではありま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な INITRANS値を指定し、文を再実行してください。 

ORA-02208: MAXTRANSオオオオプションが重複していますプションが重複していますプションが重複していますプションが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  MAXTRANSオプションが 2回以上指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXTRANSを 1回だけ指定して、文を再実行してください。 

ORA-02209: MAXTRANSオオオオプションの値が無効ですプションの値が無効ですプションの値が無効ですプションの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  MAXTRANS値が、2から 255以内の整数でなく、INITRANSの値以上ではあり
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なMAXTRANSの値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02210: ALTER TABLEにオプションが指定されていませんにオプションが指定されていませんにオプションが指定されていませんにオプションが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLEオプションが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER TABLEオプションを少なくとも 1つ指定して、文を再実行してくだ
さい。 

ORA-02211: PCTFREEまたまたまたまたはははは PCTUSEDに対する値が無効ですに対する値が無効ですに対する値が無効ですに対する値が無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  PCTFREEまたは PCTUSEDに対して指定された値が 0から 100以内の整数では
ありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オプションに対する適切な値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02212: PCTFREEオプションが重複していますオプションが重複していますオプションが重複していますオプションが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  PCTFREEオプションを 2回以上指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PCTFREEを 1回だけ指定して、文を再実行してください。

ORA-02213: PCTUSEDオプションが重複していますオプションが重複していますオプションが重複していますオプションが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  PCTUSEDオプションを 2回以上指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PCTUSEDオプションを 1回だけ指定して、文を再実行してください。 

ORA-02214: BACKUPオプションが重複していますオプションが重複していますオプションが重複していますオプションが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLEに対して BACKUPオプションが 2回以上指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  BACKUPオプションを 1回だけ指定して、文を再実行してください。

ORA-02215: TABLESPACE句が重複しています句が重複しています句が重複しています句が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  次のいずれかの文に TABLESPACE句が 2つ以上指定されています。GRANT/
REVOKE RESOURCE文、CREATE TABLE文、CREATE INDEX文、CREATE/DROP 
TABLESPACE文、CREATE CLUSTER文および CREATE ROLLBACK 
SEGMENTCREATE文。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べ、TABLESPACE句を 1つだけ指定して、文を再実行してくださ
い。

ORA-02216: 表領域名が必要です表領域名が必要です表領域名が必要です表領域名が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  次のいずれかの文の必要な箇所に、有効な表領域名がありません。CREATE 
TABLE文、CREATE INDEX文、CREATE/DROP TABLESPACE文、CREATE 
CLUSTER文および CREATE ROLLBACK SEGMENT文。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べ、必要な箇所に有効な表領域名を指定して、文を再実行してくだ
さい。 

ORA-02217: 記憶領域オプションが重複しています記憶領域オプションが重複しています記憶領域オプションが重複しています記憶領域オプションが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  INITIAL、NEXT、MINEXTENTS、MAXEXTENTS、PCTINCREASEなどの記憶
領域オプションが複数回指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  記憶領域オプションを 1回だけ指定して、文を再実行してください。

ORA-02218: INITIAL記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定する値は整数でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な整数値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02219: NEXT記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  指定する値は整数でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な整数値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02220: MINEXTENTS記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です。。。。
原因原因原因原因:  指定する値は、MAXEXTENTSの値以下の正の整数でなければなりません。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な整数値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02221: MAXEXTENTS記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定する値は、MINEXTENTSの値以上の正の整数でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な整数値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02222: PCTINCREASE記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定する値は、正の整数でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な整数値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02223: OPTIMAL記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です記憶領域オプションの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定する値は整数でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OPTIMAL記憶領域オプションに対して適切な整数値を選択してください。

ORA-02224: 表に対し表に対し表に対し表に対してててて EXECUTE権限は使用できません権限は使用できません権限は使用できません権限は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  表に対して無効の権限を GRANTまたは REVOKEしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表に対して EXECUTE権限を GRANTまたは REVOKEしないでください。 

ORA-02225: プロシージャに対してプロシージャに対してプロシージャに対してプロシージャに対してはははは EXECUTE権限だけが有効です権限だけが有効です権限だけが有効です権限だけが有効です。。。。
原原原原因因因因 :  プロシージャ、機能またはパッケージに対して無効な権限を GRANTまたは
REVOKEしようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロシージャ、機能またはパッケージに対して EXECUTE以外のどの権限も
GRANTまたは REVOKEしないでください。 

ORA-02226: MAXEXTENTSの値が無効での値が無効での値が無効での値が無効ですすすす (最大最大最大最大値値値値 :num)。。。。
原原原原因因因因 :  MAXEXTENTSに指定した値はデータベース・ブロックに対して大きすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー・メッセージで指摘された数値よりも小さな値をMAXEXTENTSに
指定してください。

ORA-02227: クラスタ名が無効ですクラスタ名が無効ですクラスタ名が無効ですクラスタ名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  クラスタ名が正しくありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクト名の命名規則を調べ、適切なクラスタ名を入力してください。 

ORA-02228: SIZE の指定が重複していますの指定が重複していますの指定が重複していますの指定が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  SIZEオプションが 2回以上指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SIZEオプションを 1回だけ指定して、文を再実行してください。 
15-214 Oracle8 エラー・メッセージ                              



SQLの解析メッセージ : 02140～ 02299
ORA-02229: SIZE オプションの値が無効ですオプションの値が無効ですオプションの値が無効ですオプションの値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定する値は整数のバイト数でなければなりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な整数値を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02230: ALTER CLUSTERオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER CLUSTER文に対して、PCTFREE、PCTUSED、INITRANS、
MAXTRANS、STORAGE、SIZE以外のオプションが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER CLUSTER文に有効なオプションだけを指定して、文を再実行してく
ださい。 

ORA-02231: ALTER DATABASEのオプションがないか、または無効ですのオプションがないか、または無効ですのオプションがないか、または無効ですのオプションがないか、または無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  文に無効なオプションが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER DATABASEコマンドの構文を調べて、 ALTER DATABASE文に有効
なオプションだけを指定して、文を再実行してください。 

ORA-02232: MOUNT モードが無効ですモードが無効ですモードが無効ですモードが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE文のキーワードMOUNTの後に、SHAREDまたは
EXCLUSIVE以外のモードが指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER DATABASE文中のキーワード CLOSEの後に何も指定しないか、
SHAREDまたは EXCLUSIVEを指定して、文を再実行してください。 

ORA-02233: CLOSE モードが無効ですモードが無効ですモードが無効ですモードが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE文中のキーワード CLOSEの後に、NORMALまたは
IMMEDIATE以外のモードが指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER DATABASE文中のキーワード CLOSEの後に何も指定しないか、
NORMALまたは IMMEDIATEを指定して、文を再実行してください。 

ORA-02234: この表に対する変更はすでに記録されていますこの表に対する変更はすでに記録されていますこの表に対する変更はすでに記録されていますこの表に対する変更はすでに記録されています。。。。
原原原原因因因因 :  追加するログ表が他と重複しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この変更ログをシステムに追加しないでください。レプリケーション製品の
システム表の一貫性を確認してください。

ORA-02235: この表は別の表に対する変更をすでに記録していますこの表は別の表に対する変更をすでに記録していますこの表は別の表に対する変更をすでに記録していますこの表は別の表に対する変更をすでに記録しています。。。。
原原原原因因因因 :  変更する表は、別の表に対する変更をすでに記録しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この表に指定された基本表への変更を記録しないでください。レプリケー
ション製品のシステム表の一貫性を確認してください。

ORA-02236: ファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効ですファイル名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  LOGFILE、DATAFILE、RENAMEの句において、必要なリテラルがファイル名
リスト中に指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リテラルを使用してファイル名を指定し、文を再実行してください。
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ORA-02237: ファイル・サイズが無効ですファイル・サイズが無効ですファイル・サイズが無効ですファイル・サイズが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  LOGFILEまたは DATAFILEのファイル・リスト中の、SIZEの後に整数のファイ
ル・サイズが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キーワード SIZEの後に適切なファイル・サイズを指定して、 文を再実行し
てください。

ORA-02238: ファイル名リストのファイル数が異なりますファイル名リストのファイル数が異なりますファイル名リストのファイル数が異なりますファイル名リストのファイル数が異なります。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASEまたは ALTER TABLESPACEの RENAME句では、既存の
ファイル名の数と、新規ファイル名の数が等しくありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新しい各ファイル名が既存の各ファイル名と対応することを確かめて、文を
再実行してください。

ORA-02239: この順序を参照しているオブジェクトがありますこの順序を参照しているオブジェクトがありますこの順序を参照しているオブジェクトがありますこの順序を参照しているオブジェクトがあります。。。。
原原原原因因因因 :  削除する順序は他のオブジェクトによって参照されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  順序の名前が正しいことを確認するか、または順序を参照す る制約やオブ
ジェクトを削除してください。

ORA-02240: OBJNOまたまたまたまたはははは TABNOの値がの値がの値がの値が無無無無効です効です効です効です。。。。
原原原原因因因因 :  OBJNOまたは TABNOの後に数値が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OBJNOまたは TABNOの後に数値を指定してください。

ORA-02241: EXTENTS (FILE num BLOCK numSIZE num,...)ででででななななけけけけれれれればばばばななななりりりりまままませせせせんんんん。。。。 
原原原原因因因因 :  エクステントの記憶領域句にエラーがあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい構文を使用して記憶領域句を再指定し、コマンドを再実行してくださ
い。 

ORA-02242: ALTER INDEXのオプションが指定されていませんのオプションが指定されていませんのオプションが指定されていませんのオプションが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER INDEXの後にオプションが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER INDEX文に INITRANS、MAXTRANS、STORAGEオプションを指
定して、文を再実行してください。 

ORA-02243: ALTER INDEXの、またの、またの、またの、またはははは ALTER SNAPSHOTのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  ALTER INDEX文、または ALTER SNAPSHOT文の USING INDEX句に 、
INITRANS、MAXTRANS、STORAGE以外のオプションが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なオプションだけを指定し、文を再実行してください。 

ORA-02244: ALTER ROLLBACK SEGMENTオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効ですオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  STORAGE以外のオプションが指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  STORAGEオプションを指定して、文を再実行してください。 

ORA-02245: ロールバック・セグメント名が無効ですロールバック・セグメント名が無効ですロールバック・セグメント名が無効ですロールバック・セグメント名が無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  ALTER [PUBLIC] ROLLBACK SEGMENTの後に、指定されるべきロールバッ
ク・セグメント名がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SEGMENTの後に、ロールバック・セグメント名を指定して、文を再実行し
てください。 

ORA-02246: ALTER SESSION SET EVENTSのテキストがありませんのテキストがありませんのテキストがありませんのテキストがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SESSION SET EVENTSコマンドの後に、指定されるべきリテラルがあり
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キーワード EVENTSの後に、イベント・テキストを含む文字列定数を指定
して、文を再実行してください。 

ORA-02247: ALTER SESSIONにオプションが指定されていませんにオプションが指定されていませんにオプションが指定されていませんにオプションが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SESSIONコマンドの後に、指定されるべき SET EVENTSオプションがあ
りません。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER SESSIONコマンドの後に SET EVENTSオプションを指定して、文を
再実行してください。

ORA-02248: ALTER SESSIONのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効ですのオプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SESSIONコマンドの後に、SET EVENTS以外のオプションが指定されて
います。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER SESSIONコマンドの後に SET EVENTSオプションを指定して、文を
再実行してください。 

ORA-02249: MAXLOGMEMBERSの値がみつからないか、無効ですの値がみつからないか、無効ですの値がみつからないか、無効ですの値がみつからないか、無効です。。。。
原原原原因因因因 :  MAXLOGMEMBERSの後に有効な数値が指定されていません。 その指定された
値は、1からログファイル・メンバーのオペレーティング・システム固有の最小値の間
でなければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MAXLOGMEMBERSの後に有効な数値を指定してください。 

ORA-02250: 制約名がないか、無効です制約名がないか、無効です制約名がないか、無効です制約名がないか、無効です。。。。
原原原原因因因因 :  制約名が指定されていないか、無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な制約名を指定して、文を再実行してください。

ORA-02251: ここでは副問合せは使用できませんここでは副問合せは使用できませんここでは副問合せは使用できませんここでは副問合せは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  文のこの位置では副問合せは許されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  副問合せの位置を変更するか、取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02252: 制約検査条件が正しく終了していません制約検査条件が正しく終了していません制約検査条件が正しく終了していません制約検査条件が正しく終了していません。。。。 
原原原原因因因因 :  検査制約に対して指定された探索条件が正しく終了していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  探索条件の構文を確認して訂正し、 操作を再試行してください。
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ORA-02253: ここでは制約は指定できませんここでは制約は指定できませんここでは制約は指定できませんここでは制約は指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  文のこの位置では制約を指定できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制約指定の位置を変更するか、取り除いて、文を再実行してください。

ORA-02254: デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト <expression> は、ここでは使用できませんは、ここでは使用できませんは、ここでは使用できませんは、ここでは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  文内のこの位置では、列に対してデフォルト式は許されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デフォルト式の位置を変更するか、取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02255: NOT NULLははははDEFAULT NULLの後に使用できませんの後に使用できませんの後に使用できませんの後に使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  NOT NULLの指定と NULLのデフォルト式と一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NOT NULLまたは DEFAULT NULLの指定を取り除いて、文を再実行して
ください。 

ORA-02256: 参照する列の数が、参照される列の数と一致しません参照する列の数が、参照される列の数と一致しません参照する列の数が、参照される列の数と一致しません参照する列の数が、参照される列の数と一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  参照する外部キー・リスト内の列数と参照されるリスト内の列数が一致しませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  参照する列と参照される列を一致させてください。

ORA-02257: 最大列数を超えました最大列数を超えました最大列数を超えました最大列数を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  キー・リストの中の列の数が最大数を超えています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リストの中の列の数を減らしてください。 

ORA-02258: NULLとととと NOT NULL指定が重複または混在しています指定が重複または混在しています指定が重複または混在しています指定が重複または混在しています。。。。
原原原原因因因因 :  NULLまたはNOT NULLの指定が重複または一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一方の指定を取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02259: NULLとととと NOT NULL指定が重複または混在しています指定が重複または混在しています指定が重複または混在しています指定が重複または混在しています。。。。
原原原原因因因因 :  重複する UNIQUEまたは PRIMARY KEYを指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複する指定を取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02260: 表には主キー表には主キー表には主キー表には主キーをををを 1つしか含められませんつしか含められませんつしか含められませんつしか含められません。。。。
原原原原因因因因 :  同じ表に対して主キーを 2つ以上指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  余分な主キーを取り除いて、文を再実行してください。

ORA-02261: 表に一意キーまたは主キーがすでに存在しています表に一意キーまたは主キーがすでに存在しています表に一意キーまたは主キーがすでに存在しています表に一意キーまたは主キーがすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  その表に対してすでに存在する一意キーまたは主キーを指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  余分なキーを取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02262: 列列列列ののののデデデデフフフフォォォォルルルルトトトト値値値値のののの式式式式のののの型型型型をををを確確確確認認認認ししししてててていいいいるるるるととととききききにににに、、、、ORA-: num がががが起起起起ききききままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  列のデータ型を変更しようとして新しいデータ型を指定しましたが、既存の列の
デフォルト値式と矛盾したため、データ型チェック・エラーが発生しました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デフォルト値式を取り除くか、または列のデータ型を変更しないで、再実行
してください。 

ORA-02263: この列に対してデータ型を指定しなければなりませんこの列に対してデータ型を指定しなければなりませんこの列に対してデータ型を指定しなければなりませんこの列に対してデータ型を指定しなければなりません。。。。 
原原原原因因因因 :  列に対する必須データ型が指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必須データ型を指定して、文を再実行してください。 

ORA-02264: 既存の制約によってすでに使用されている名前です既存の制約によってすでに使用されている名前です既存の制約によってすでに使用されている名前です既存の制約によってすでに使用されている名前です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された制約名は一意ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制約に対して一意の制約名を指定して、文を再実行してください。

ORA-02265: 参照する列のデータ型が定義されていません参照する列のデータ型が定義されていません参照する列のデータ型が定義されていません参照する列のデータ型が定義されていません。。。。
原原原原因因因因 :  参照列のデータ型が未定義です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  参照列のデータ型は、参照の前に定義するようにしてください。

ORA-02266: 表には使用可能な外部キーによって参照される一意キ表には使用可能な外部キーによって参照される一意キ表には使用可能な外部キーによって参照される一意キ表には使用可能な外部キーによって参照される一意キーーーー /主キーが含まれてい主キーが含まれてい主キーが含まれてい主キーが含まれてい
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  別の表で使用可能な外部キーによって参照される一意キーまたは主キーのある表
を削除または切り捨てようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表を削除または切捨てる前に，他の表の外部キー制約を使用不可にしてくだ
さい。 次のコマンドを発行すると、どんな制約が表を参照しているか確認できます。 

select constraint_name, table_name, status
from user_constraints
where r_constraint_name in (
     select constraint_name from user_constraints where table_name    
     =’tabnam’);

ORA-02267: 列のデータ型が参照する列のデータ型と一致しません列のデータ型が参照する列のデータ型と一致しません列のデータ型が参照する列のデータ型と一致しません列のデータ型が参照する列のデータ型と一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  一致しないデータ型の列の対に操作を試みました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  参照する列に対して、一致するデータ型を指定してください。

ORA-02268: 参照された表に主キーがありません参照された表に主キーがありません参照された表に主キーがありません参照された表に主キーがありません。。。。 
原原原原因因因因 :  参照された表には主キーがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一意キーを用いて表を参照しないでください。または、表に対して一意キー
を作成してください。

ORA-02269: キー列キー列キー列キー列はははは LONGデータ型をとれませんデータ型をとれませんデータ型をとれませんデータ型をとれません。。。。
原原原原因因因因 :  キー列にデータ型 LONGを定義しようとしました。 これは許可されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列のデータ型を変更するか、キーから LONG型を取り除いてから、文を再
実行してください。 

ORA-02270: この列リストに対して一致する一意キーまたは主キーが存在しませんこの列リストに対して一致する一意キーまたは主キーが存在しませんこの列リストに対して一致する一意キーまたは主キーが存在しませんこの列リストに対して一致する一意キーまたは主キーが存在しません。。。。
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原原原原因因因因 :  CREATE文または ALTER TABLE文を使用して表内の一意キーまたは主キーを参
照しようとしましたが、参照された表に該当する一意キーまたは主キーはありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表に一意キーまたは主キーを追加するか、一意キーまたは主 キーを指定した
列の正しい名前を確認してから、文を再実行してください。 

ORA-02271: 表に制約はありません表に制約はありません表に制約はありません表に制約はありません。。。。
原原原原因因因因 :  存在しない制約を使用して表を参照しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制約名の綴りを調べるか、表に制約を追加して、操作を再実行してくださ
い。

ORA-02272: 制約のある列制約のある列制約のある列制約のある列はははは LONGデータ型をとれませんデータ型をとれませんデータ型をとれませんデータ型をとれません。。。。
原原原原因因因因 :  制約のある列はデータ型 LONGとして定義できません。 これは許可されていませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列のデータ型を変更するか、列の制約を取り除いてから、文を再実行してく
ださい。

ORA-02273: この一この一この一この一意意意意 /主キーは外部キーによって参照されています主キーは外部キーによって参照されています主キーは外部キーによって参照されています主キーは外部キーによって参照されています。。。。
原原原原因因因因 :  外部キーによって参照される一意キーまたは主キーを削除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  削除する前に、そのキーに対する参照をすべて取り除いてください。 

ORA-02274: 参照する制約の指定が重複しています参照する制約の指定が重複しています参照する制約の指定が重複しています参照する制約の指定が重複しています。。。。 
原原原原因因因因 :  一つの参照制約の指定が複数回指定されています。 これは許可されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複する指定を取り除いてください。 

ORA-02275: 参照する制約は表にすでに存在しています参照する制約は表にすでに存在しています参照する制約は表にすでに存在しています参照する制約は表にすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  すでに存在している参照制約を指定しようとしました。 指定が重複することにな
り、これは指定できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制約の指定は 1回だけにしてください。 

ORA-02276: デフォルトのデータ型が列のデータ型と一致しませんデフォルトのデータ型が列のデータ型と一致しませんデフォルトのデータ型が列のデータ型と一致しませんデフォルトのデータ型が列のデータ型と一致しません。。。。 
原原原原因因因因 :  評価されたデフォルトの型と列のデータ型が一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デフォルトの式を修正するか、列のデータ型を変更して、操作を再試行して
ください。

ORA-02277: 順序名が無効です順序名が無効です順序名が無効です順序名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な順序名を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文と入力の綴りを調べ、有効な順序名を指定して、オペレ ーションを再実
行してください。 

ORA-02278: MAXVALUE/NOMAXVALUEの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在しています。。。。
原原原原因因因因 :  重複または矛盾したMAXVALUE、NOMAXVALUEが指定されました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一方の指定を取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02279: MINVALUE/NOMINVALUEの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在しています。。。。 
原原原原因因因因 :  重複または混在してMINVALUE、NOMINVALUEが指定されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一方の指定を取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02280: CYCLE/NOCYCLEの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在しています。。。。 
原原原原因因因因 :  重複または混在して CYCLE、NOCYCLEが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一方の指定を取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02281: CACHE/NOCACHEの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在しています。。。。
原原原原因因因因 :  重複または混在して CACHE、NOCACHEが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一方の指定を取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02282: ORDER/NOORDERの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在していますの指定が重複または混在しています。。。。 
原原原原因因因因 :  重複または混在して ORDER、NOORDERが指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一方の指定を取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02283: 開始順序番号は変更できません開始順序番号は変更できません開始順序番号は変更できません開始順序番号は変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  開始順序番号を変更しようとしました。 これは許可されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  開始順序番号は変更しないでください。 

ORA-02284: INCREMENT BYの指定が重複していますの指定が重複していますの指定が重複していますの指定が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  INCREMENT BY句が重複して指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複する指定を取り除いて、文を再実行してください。

ORA-02285: START WITHの指定が重複していますの指定が重複していますの指定が重複していますの指定が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  START WITH句が重複して指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複する指定を取り除いて、文を再実行してください。 

ORA-02286: ALTER SEQUENCEのオプションが指定されていませんのオプションが指定されていませんのオプションが指定されていませんのオプションが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER SEQUENCEオプションが指定されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を確認してください。 ALTER SEQUENCEオプションを少なくとも 1つ
指定してください。 

ORA-02287: ここでは順序番号は使用できませんここでは順序番号は使用できませんここでは順序番号は使用できませんここでは順序番号は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された順序番号の参照 (CURRVALまたは NEXTVAL)は、文のこの位置では
不適切です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を確認してください。 順序番号の位置を変更するか、取り除いてくださ
い。 
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ORA-02288: OPEN モードが無効ですモードが無効ですモードが無効ですモードが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER DATABASE OPEN文に、RESETLOGS以外のモードが指定されました。 
RESETLOGSが唯一の有効な OPENモードです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文から無効なモードを取り除くか、かわりにキーワード RESETLOGSを指定
して、操作を再実行してください。

ORA-02289: 順序が存在しません順序が存在しません順序が存在しません順序が存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定した順序番号が存在しないか、この操作の実 行に必要なアクセス権限が認め
られていません。 また、無効または存在していないデータベース・リンクでリモート順
序番号にアクセスしようとした場合にも、このエラーが発生する可能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  順序名の綴りを確認するか、必要なアクセス権限を取得して ください。 必要
に応じて順序番号を作成してください。 分散トランザクションでアクセスされたリモー
ト順序番号はすべて、同一ノード上になければなりません。 

ORA-02290: チチチチェェェェッッッックククク制制制制約約約約 str.name にににに違違違違反反反反ししししてててていいいいまままますすすす。。。。
原原原原因因因因 :  フィールドに入力された値は定義済みの検査制約に違反します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制約に満足する値を入力してください。 

ORA-02291: 整整整整合合合合性性性性制制制制約約約約（（（（str.name））））にににに違違違違反反反反ししししままままししししたたたた。。。。親親親親キキキキーーーーががががあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  外部キーの値を挿入または更新しようとしました。 値が親キーに存在しませんで
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  親キーにある値を更新または挿入してください。 

ORA-02292: 整整整整合合合合性性性性制制制制約約約約 str.name にににに違違違違反反反反ししししままままししししたたたた。。。。子子子子レレレレココココーーーードドドドがががが見見見見つつつつかかかかりりりりままままししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  外部キーが参照している行を削除しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この行を変更するには、外部キーを削除または更新しなければなりません。 

ORA-02293: 制制制制約約約約（（（（name））））をををを使使使使用用用用可可可可能能能能ににににででででききききまままませせせせんんんん。。。。違違違違反反反反ししししてててていいいいるるるる制制制制約約約約をををを確確確確認認認認ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE文で該当する値を持たない表に検査制約を追加しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  該当する値を含んでいる表に対して検査制約を指定する ALTER TABLE文を
再実行してください。 ALTER TABLEの詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファレン
ス』の索引項目「ALTER TABLE」を参照してください。  

ORA-02294: 参照制約は追加できません。親キーがありません参照制約は追加できません。親キーがありません参照制約は追加できません。親キーがありません参照制約は追加できません。親キーがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE文で一致する親値を持たない表に参照制約を追加しようとしまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  親表に有効な主キーを指定する ALTER TABLE文を再実行してください。 

ORA-02295: 制約に対す制約に対す制約に対す制約に対するるるる ENABLE句また句また句また句またはははは DISABLE句が複数あります句が複数あります句が複数あります句が複数あります。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE文または ALTER TABLE文に、与えられた制約に対して ENABLE句ま
たは DISABLE句を複数指定しました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  与えられた制約に対して ENABLE句または DISABLE句を 1つだけ指定して
ください。 

ORA-02296: 制約（制約（制約（制約（name）を使用可能にできません。）を使用可能にできません。）を使用可能にできません。）を使用可能にできません。NULL値が見つかりました値が見つかりました値が見つかりました値が見つかりました。。。。 
原原原原因因因因 :  ENABLE CONSTRAINT ALTER TABLEコマンドは、表に制約を満足しない値を
含まれていたためにエラーとなりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表の中のすべての値が制約を満足することを確認してから、ENABLE 
CONSTRAINT句を指定した ALTER TABLEコマンドを実行してください。 ALTER 
TABLEと ENABLE CONSTRAINTの詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファレンス』
の索引項目「ALTER TABLE」と「ENABLE句」を参照してください。  

ORA-02297: 制制制制約約約約 name.name をををを使使使使用用用用禁禁禁禁止止止止ににににででででききききまままませせせせんんんん。。。。依依依依存存存存関関関関係係係係がががが存存存存在在在在ししししまままますすすす。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE DISABLE CONSTRAINTコマンドは、表が制約に依存する外部
キーを持っていたためにエラーとなりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  外部キー制約を使用禁止にするか、または DISABLE CASCADEコマンドを
指定してください。 

ORA-02298: 制制制制約約約約（（（（name））））をををを使使使使用用用用可可可可能能能能ににににででででききききまままませせせせんんんん。。。。親親親親キキキキーーーーががががあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE ENABLE CONSTRAINTコマンドは、親を持たない子レコードが
表に含まれていたためにエラーとなりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  親を持たない子レコードが表に含まれていないことを確認し てから、
ALTER TABLE ENABLE CONSTRAINTコマンドを実行してください。 ALTER TABLE
と ENABLE CONSTRAINTの詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファレンス』の索引
項目「ALTER TABLE」と「ENABLE句」を参照してください。

ORA-02299: 制制制制約約約約（（（（name））））をををを使使使使用用用用可可可可能能能能ににににででででききききまままませせせせんんんん。。。。キキキキーーーーがががが重重重重複複複複ししししてててていいいいまままますすすす。。。。
原原原原因因因因 :  ALTER TABLE ENABLE CONSTRAINTコマンドは、表に重複するキー値が含ま
れていたためにエラーとなりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表に重複するキー値が含まれていないことを確認してから、ALTER TABLE 
ENABLE CONSTRAINTコマンドを実行してください。 ALTER TABLEと ENABLE 
CONSTRAINTの詳細は、『Oracle8 Server SQL 言語リファレンス』の索引項目「ALTER 
TABLE」と「ENABLE句」を参照してください。 

SQLへのオブジェクト拡張機能メッセージ : 02300～ 02350
ORA-02300: OIDGENERATORSの値が無効ですの値が無効ですの値が無効ですの値が無効です。。。。

原原原原因因因因 :  OIDGENERATORSの値に数値が指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OIDGENERATORSの後に数値を指定してください。

ORA-02301: OIDGENERATORSの最大値の最大値の最大値の最大値はははは 255ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  OIDGENERATORSの値に 255より大きい数値が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OIDGENERATORSに指定する数値が 255を超えないようにしてください。
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ORA-02302: OIDGENERATORSの最大値の最大値の最大値の最大値はははは 255ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  文中に、無効な型名が入力されました。または、型名が入力されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文中に有効な型名を入力し、操作を再試行してください。

ORA-02303: 依存する型か表がある型は、削除または置換できません依存する型か表がある型は、削除または置換できません依存する型か表がある型は、削除または置換できません依存する型か表がある型は、削除または置換できません。。。。
原原原原因因因因 :  依存関係がある型を削除または置換しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  型に依存するすべての型および表を削除してからオペレーシ ョンを再試行す
るか、FORCEオプションを使用してください。

ORA-02304: オブジェクト識別子リテラルが無効ですオブジェクト識別子リテラルが無効ですオブジェクト識別子リテラルが無効ですオブジェクト識別子リテラルが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE TYPEに対し、次のいずれかのオブジェクト識別子リテラルを入力しよ
うとしました。

■ 32文字の 16進文字列以外

■ すでに既存のオブジェクトを識別しているオブジェクト識別子

■ その型に対してすでに割当て済みである元のオブジェクト識別子と異なるオブジェ
クト識別子

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクト識別子句を指定しないでください。指定する場合は、一意の、
または最初に割当てられたオブジェクト識別子と同一の、32文字の 16進文字のオブ
ジェクト識別子リテラルを指定してください。 操作を再試行してください。

ORA-02305: 型に有効なの型に有効なの型に有効なの型に有効なのはははは EXECUTE権限だけです権限だけです権限だけです権限だけです。。。。
原原原原因因因因 :  型に対して、無効な権限（EXECUTEE以外）を GRANTまたは REVOKEしよう
としました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  型に対しては、EXECUTE権限だけを GRANTまたは REVOKEしてくださ
い。

ORA-02306: すでに有効な依存関係のある型を作成できませんすでに有効な依存関係のある型を作成できませんすでに有効な依存関係のある型を作成できませんすでに有効な依存関係のある型を作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  すでにいくつかの有効な依存関係のある型を作成しようとしました。(これらの
依存関係は、その型が存在しないという事実に基づいています。)

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  先に依存関係を削除してから型を作成してください。または、その型を作成
しないでください。

ORA-02307: REPLACEオプションで無効な型を変更できませんオプションで無効な型を変更できませんオプションで無効な型を変更できませんオプションで無効な型を変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  REPLACEオプションで無効な型を変更しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE OR REPLACE TYPEコマンドを使用して型を変更してください。

ORA-02308: オブジェクト型の列にオプションオブジェクト型の列にオプションオブジェクト型の列にオプションオブジェクト型の列にオプション name  は無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト型の列に対し、PACKEDまたは UNPACKEDなどの無効なオプ
ションが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列の指定から無効なオプションを取り除いて、操作を再試行してください。
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ORA-02309: atomic NULL違反です違反です違反です違反です。。。。
原原原原因因因因 :  属性が NULLのオブジェクト・インスタンスにアクセスしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクト・インスタンスが NULLでないことを確認してからアクセスし
てください。 

ORA-02310: 表の許容最大列を超えました表の許容最大列を超えました表の許容最大列を超えました表の許容最大列を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト型の列の属性が 1つの表の許容最大値を超えました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクト型の属性を少なくして、操作を再試行してください。

ORA-02311: 依存する型または表がある有効な型は、依存する型または表がある有効な型は、依存する型または表がある有効な型は、依存する型または表がある有効な型は、COMPILEオプションで変更できオプションで変更できオプションで変更できオプションで変更できまままませせせせ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  COMPILEオプションで、依存する型または表がある有効な型 を ALTERしよう
としました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この操作を実行する必要はありません。

ORA-02312: VALUE ADT にエクステント表が作成できませんにエクステント表が作成できませんにエクステント表が作成できませんにエクステント表が作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  VALUEオブジェクト型に、エクステント表を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エクステント表を作成する時には、オブジェクト型を指定してください。

ORA-02313: オブジェクト型に問合せ不可オブジェクト型に問合せ不可オブジェクト型に問合せ不可オブジェクト型に問合せ不可型型型型 :name の属性が含まれていますの属性が含まれていますの属性が含まれていますの属性が含まれています。。。。 
原原原原因因因因 :  指定のオブジェクト型に問合せ不可型のネストされた属性が含まれています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せ可能型のオブジェクト型を使用してください。

ORA-02315: デフォルト・コンストラクタの引数の数が正しくありませんデフォルト・コンストラクタの引数の数が正しくありませんデフォルト・コンストラクタの引数の数が正しくありませんデフォルト・コンストラクタの引数の数が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  デフォルト・コンストラクタに指定された引数の数がオブジェクト型の属性の数
と一致しません。                     

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デフォルト・コンストラクタに正しい数の引数を指定して、操作を再試行し
てください。

ORA-02320: ネストされた表列ネストされた表列ネストされた表列ネストされた表列 name  に記憶領域表を作成しているときに、障害が発生しまに記憶領域表を作成しているときに、障害が発生しまに記憶領域表を作成しているときに、障害が発生しまに記憶領域表を作成しているときに、障害が発生しま
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  指定のネストした表の列に記憶表を作成している間に、エラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、続いて表示されるメッセージを参照してください。 そのメッセージ
に記述されている状態が修正できる場合は、修正してください。それ以外の場合は、オ
ラク社技術サポートに連絡してください。

ORA-02322: ネストされた表の列の記憶表へのアクセス時にエラーが発生しましたネストされた表の列の記憶表へのアクセス時にエラーが発生しましたネストされた表の列の記憶表へのアクセス時にエラーが発生しましたネストされた表の列の記憶表へのアクセス時にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ネストした表の列の記憶表で DMLを実行している間にエラーが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  　 続いて表示されるメッセージに記述されている状態が修正できる場合は、
修正してください。それ以外の場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。
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ORA-02324: THE副問合せ副問合せ副問合せ副問合せのののの SELECTリストで列が複数選択されていますリストで列が複数選択されていますリストで列が複数選択されていますリストで列が複数選択されています。。。。
原原原原因因因因 :  THE副問合せで列が複数選択されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  THE副問合せの SELECTリストで 1列だけを指定して、操作を再試行して
ください。

ORA-02327: データ型がデータ型がデータ型がデータ型が name  の列に索引は作成できませんの列に索引は作成できませんの列に索引は作成できませんの列に索引は作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  索引を作成不可能な列に索引を作成しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列のデータ型を変更してください。または、列のデータ型が VARRAY、ネス
トした表、オブジェクト、LOB、REFのいずれかの場合は、索引を作成しないでくださ
い。 

ORA-02329: データ型データ型データ型データ型 name  の列は一意や主キーにできませんの列は一意や主キーにできませんの列は一意や主キーにできませんの列は一意や主キーにできません。。。。
原原原原因因因因 :  データ型が VARRAY、ネストした表、オブジェクト、LOB、FILE、REFの列に、
UNIQUEまたは PRIMARY KEY制約を指定しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列のデータ型を変更してください。または、制約を取り除い てください。 操
作を再試行してください。

ORA-02330: データ型の指定はできませんデータ型の指定はできませんデータ型の指定はできませんデータ型の指定はできません。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト表の列制約指定で、データ型を指定しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ型指定を取り除いて、操作を再試行してください。

ORA-02331: データ型がデータ型がデータ型がデータ型が name  の列に制約は作成できませんの列に制約は作成できませんの列に制約は作成できませんの列に制約は作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  制約を作成できないデータ型である VARRAY、ネストした表、オブジェクト、
LOB、FILEまたは REFを持つ列に制約を作成しようとしました 。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列のデータ型を変更してください。または、制約を取り除いてください。

ORA-02332: この列の属性に索引は作成できませんこの列の属性に索引は作成できませんこの列の属性に索引は作成できませんこの列の属性に索引は作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト型の列の属性に索引を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この属性には索引を作成しないでください。

ORA-02333: この列の属性に制約は作成できませんこの列の属性に制約は作成できませんこの列の属性に制約は作成できませんこの列の属性に制約は作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト型の列の属性に制約を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制約を取り除いてください。または、オブジェクト型を変更してください。

ORA-02334: 列の型を推論できません列の型を推論できません列の型を推論できません列の型を推論できません。。。。
原原原原因因因因 :  （CREATE TABLEで）この列に対するデータ型が宣言されていません。また、
この列の属性に制約を作成しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列に対してデータ型を宣言してください。 

ORA-02335: クラスタ列のデータ型が無効ですクラスタ列のデータ型が無効ですクラスタ列のデータ型が無効ですクラスタ列のデータ型が無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  データ型がオブジェクトまたは REF、ネストした表、VARRAY、LOB、FILEの
CLUSTER列を宣言しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CLUSTER列を削除してください。または、列のデータ型を変更してくださ
い。 

ORA-02336: 列の属性にアクセスできません列の属性にアクセスできません列の属性にアクセスできません列の属性にアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト型の列の属性を取り出そうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列のオブジェクト型を変更して、操作を再試行してください。

ORA-02337: オブジェクト型の列ではありませんオブジェクト型の列ではありませんオブジェクト型の列ではありませんオブジェクト型の列ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  原因 : 非オブジェクト型の列にピリオド付表示をしようとしました。つまり、"a"
がオブジェクト型でない場合に "a.b.c"という表示をしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列の型をオブジェクト型に変更してください。または、この操作を実行しな
いでください。

ORA-02338: 列の制約が指定されていないか、または無効です列の制約が指定されていないか、または無効です列の制約が指定されていないか、または無効です列の制約が指定されていないか、または無効です。。。。
原原原原因因因因 :  列制約が指定されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列指定を取り除いてください。または、列制約を指定してく ださい。 操作を
再試行してください。

ORA-02339: 列の指定が無効です列の指定が無効です列の指定が無効です列の指定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  非オブジェクト型の列に PACKEDまたは UNPACKEDキーワードを指定しよう
としました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列指定から PACKEDまたは UNPACKEDキーワードを取り除いて、操作を
再試行してください。

ORA-02340: 列の指定が無効です列の指定が無効です列の指定が無効です列の指定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  パックされた表内で UNPACKED列を指定しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列指定から UNPACKEDキーワードを取り除いてください。

ORA-02341: SQL で問合せ不能な型で問合せ不能な型で問合せ不能な型で問合せ不能な型 name は参照できませんは参照できませんは参照できませんは参照できません。。。。
原原原原因因因因 :  SQLで問合せ不可型のオブジェクト型の属性を参照しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性の型を SQL問合せ可能型に変更してください。または、3GLによって
属性を参照してください。

ORA-02342: 置換型にコンパイル・エラーがあります置換型にコンパイル・エラーがあります置換型にコンパイル・エラーがあります置換型にコンパイル・エラーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  有効な型に対して ALTER...REPLACE文を使用しましたが、コンパイル・エラー
が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ALTER...REPLACE文を使用して、その型をコンパイル・エラーが起きない
有効な型に置き換えてください。
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 ORA-02343: CASCADEが異常終了しました。型には他のスキーマに依存がありますが異常終了しました。型には他のスキーマに依存がありますが異常終了しました。型には他のスキーマに依存がありますが異常終了しました。型には他のスキーマに依存があります。。。。
原原原原因因因因 :  他のスキーマに依存関係がある型のユーザーを CASCADE削除しようとしまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最初に他のスキーマの依存関係を削除してから、ユーザーを削除してくださ
い。

ORA-02344: 依存する表がある型で実行の取消しはできません依存する表がある型で実行の取消しはできません依存する表がある型で実行の取消しはできません依存する表がある型で実行の取消しはできません。。。。
原原原原因因因因 :  依存関係がある型で実行を取り消そうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  型に依存するすべての表を削除して、操作を再試行するか、FORCEオプ
ションを使用してください。

ORA-02345: CURSORオペレータに基づいた列をもつビューは作成できませんオペレータに基づいた列をもつビューは作成できませんオペレータに基づいた列をもつビューは作成できませんオペレータに基づいた列をもつビューは作成できません。。。。
原原原原因因因因 :   CURSORオペレータを CREATE VIEWまたは CREATE TABLE ... AS SELECT文
の副問合せの中の SELECT要素の 1つとして使用されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CURSORオペレータを取り除いて、CASTオペレータと置き換えてくださ
い。

ORA-02347: オブジェクト表の列に権限は付与できませんオブジェクト表の列に権限は付与できませんオブジェクト表の列に権限は付与できませんオブジェクト表の列に権限は付与できません。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト表の列に権限を付与しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別の表を選択してください。 オブジェクト表の列に権限を付与できません。

ORA-02349: ユーザー定義型が無効です。型が不完全ですユーザー定義型が無効です。型が不完全ですユーザー定義型が無効です。型が不完全ですユーザー定義型が無効です。型が不完全です。。。。
原原原原因因因因 :  列または表のデータ型として不完全な型の定義を使用しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  型の定義を完全にして、操作を再試行してください。
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