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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
x                                                                                         



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
                                                                                      xi



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
1-4 Oracle8 エラー・メッセージ                              



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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                                                            プリコンパイラ・メ
2

プリコンパイラ・メッセージ

この章では、Oracleプリコンパイラの実行時に発生する可能性のあるメッセージを列挙しま
す。さらに Oracleランタイム・ライブラリが SQLCAに戻す可能性のあるメッセージも列挙
します。各エラーごとに、考えられる原因と正しい解決方法を記載します。Oracleプリコン
パイラからは様々な警告メッセージおよびエラー・メッセージが発行されます。たとえば、
次のようなメッセージ・コードおよびメッセージ文が表示されます。

PCC-U-00036: 入力ファイル名が指定されていません入力ファイル名が指定されていません入力ファイル名が指定されていません入力ファイル名が指定されていません。。。。
このエラー・コードは接頭辞、重大度コード、順序番号から構成されています。接頭辞 PCC
は、このメッセージが Oracleプリコンパイラ・バージョン 1、または Oracle Pro*C/C++プ
リコンパイラ・リリース 8.0によって発行されたことを表します。接頭辞 PCBは、このメッ
セージが Oracle Pro*COBOLプリコンパイラ・リリース 1.8あるいは 8.0によって発行され
たことを表します。重大度コードは 4種類あります。次の表にその意味が示されています。

  

次に、Oracleプリコンパイラのマニュアルを示します。

『Oracle Pro*COBOLプリコンパイラ・プログラマーズ・ガイド、リリース 2.0』

ココココーーーードドドド 意意意意味味味味

W 警告 － エラーですが、コンパイル可能な出力ファイルを作成します。

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、この出
力ファイルはコンパイルできないことがあります。

F 致命的なエラー － 内部的な問題が起きたり、メモリーなどのリソースが使用
できなかったり、不足しているため、出力ファイルは作成されません。

U 回復不能なエラー － 入力要件を満たしていないため、出力ファイルは作成さ
れません。

I 情報のみ－エラーまたは警告は見つかりませんでした。情報メッセージは、
FIPSフラグ付だけに使用されます。
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Oracleプリコンパイラ、バージョン 1・メッセージ : 00001 ～ 01600
『Oracle Pro*C/C++ プリコンパイラ・プログラマーズ・ガイド、リリース 3.0』

『Pro*FORTRAN Supplement to the Oracle Precompilers Guide』

Oracleプリコンパイラ、バージョン 1・メッセージ : 00001 ～ 
01600

PCC-00001: ファイファイファイファイルルルル :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 :  プリコンパイラは内部的に使うための一時ファイルをオープンできませんでし
た。ディスク領域が不足しているか、オープンするファイルが多すぎるか、または出力
ディレクトリは読取り専用に保護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 :  十分なディスク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定さ
れていることも確認してください（システム管理者に問い合せる）。

PCC-00002: ファイルファイルファイルファイル name の行の行の行の行 num で、で、で、で、列列列列 name に無効な構文がありましたに無効な構文がありましたに無効な構文がありましたに無効な構文がありました。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC文に構文エラーが存在するか、またはこの文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 :  EXEC文の構文を修正します。入力ファイルの最後でエラーが発生した場合
は、最後の EXEC文が正しく終了していることを確認します。

PCC-00003: SQL識別子が無効です（識別子が無効です（識別子が無効です（識別子が無効です（列列列列 :name 行行行行 :numファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  条件付きプリコンパイル文 (EXEC ORACLE IFDEF)内のシンボルに誤りがありま
す。または、SQLの記述子または文、カーソルの名称に誤りがあるかまたは正しく宣言
されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文の構文および識別子の綴りを調べて、予約語を使用していないことを確認
します。必要に応じて、エラーのある行の前の変数定義または DECLARE文に記述子を
定義します。

PCC-00004: IF/ELSE/ENDIFブロックが一致していません（ブロックが一致していません（ブロックが一致していません（ブロックが一致していません（行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC ORACLE IFDEF文と一致しない EXEC ORACLE ELSE文または EXEC 
ORACLE ENDIF文があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  足りない EXEC ORACLE IFDEF文を追加するか、あるいは EXEC ORACLE 
ELSEまたは EXEC ORACLE ENDIF文を削除するかまたは移動します。

PCC-00005: サポートされていないデータ型がありまサポートされていないデータ型がありまサポートされていないデータ型がありまサポートされていないデータ型がありますすすす (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  宣言で定義したホスト変数がサポートしていないデータ型であるか、またはサ
ポートしている範囲外の位取りまたは精度です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サポートしているデータ型を使用してこのホスト変数を定義し直します。数
値変数の位取りおよび精度が受入れ可能な範囲内であるかを確かめます。

PCC-00007: WHENEVER条件が無効で条件が無効で条件が無効で条件が無効ですすすす (列列列列 :name 行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
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原原原原因因因因 :  SQLERROR、SQLWARNING または NOT FOUND 以外の状態を EXEC SQL 
WHENEVER文で指定したか、またはこれらのいずれかを指定しているのに綴りが間
違っています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  WHENEVERの条件の綴りを修正するか、または特殊なメモリーの場合はホ
スト言語の IFを使用します。

PCC-00008: WHENEVERアクションが無効でアクションが無効でアクションが無効でアクションが無効ですすすす (列列列列 :name 行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  次のいずれかの原因が考えられます。

■ CONTINUE、GOTO または STOP 以外の処理を EXEC SQL WHENEVER文で指定
した。

■ 指定したアクションの 1つに綴りの誤りがある。

■ ホスト言語がこのアクションを許可していない (STOPは Pro*Pascalプログラムでは
誤りです )。

■  GOTOラベルが誤っている。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された WHENEVER アクションがホスト言語で許可されているかどう
かを確認してください。必要に応じて、WHENEVERの処理の綴りを修正するか、また
は GOTOラベルを修正します。

PCC-00009: ホスト変数が無効でホスト変数が無効でホスト変数が無効でホスト変数が無効ですすすす (列列列列 :name 行行行行 :numファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL 文で使用されているホスト変数が、宣言節で宣言されていないか、サ
ポートされていないデータ型です。

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データ型を指定していることを確認した上、ホスト変数
を宣言節内に宣言します。

PCC-00010: 文の位置が無効です（文の位置が無効です（文の位置が無効です（文の位置が無効です（行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC文がホスト・プログラム内の正しい位置にありません。たとえば、宣言節
内にデータ操作文がある場合などです。または、Pro*COBOLプログラムで宣言節が
WORKING-STORAGE SECTION外にあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この文を削除するか、または位置を変更します。

PCC-00011: すでに宣言節内ですでに宣言節内ですでに宣言節内ですでに宣言節内ですすすす (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  宣言部内に BEGIN DECLARE SECTION文があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  余分の BEGIN DECLARE SECTION文を削除します。

PCC-00012: 宣言節内ではありませ宣言節内ではありませ宣言節内ではありませ宣言節内ではありませんんんん (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  END DECLARE SECTION文で BEGIN DECLARE SECTION文が対応しないも
のがあります。BEGINDECLARESECTION文が抜けているか、または綴りが間違って
いるか、END DECLARE SECTION文が余分であるかのいずれかです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  BEGIN DECLARE SECTION文を追加するかまたは修正するか、余分な
END DECLARE SECTION文を削除します。
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PCC-00013: INCLUDEファイファイファイファイルルルル nameをオープンできませをオープンできませをオープンできませをオープンできませんんんん (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラは INCLUDE文で指定した入力ファイルをオープンできませんで
した。次のような原因が考えられます。

■ ファイル名の綴りが誤っている

■ 指定したファイルが存在しない

■ 指定したファイルへの検索パスが誤っている

■ ファイルのアクセス権限が不十分である

■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である

■ オープンしているファイルが多すぎる

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、ファイルに対する検索パスが正しいかどうか
を確認してください。また、ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているか
どうか、そのファイルを他のユーザーがロックしていないかどうかを調べてください。
さらにディスク領域が十分にあり、オープンするファイルの制限値が十分に大きいこと
を確認します（システム管理者に問合せて確かめます）。

PCC-00014: SQL識別識別識別識別子子子子 :identが宣言されていません（が宣言されていません（が宣言されていません（が宣言されていません（行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  記述子、文、カーソルの名称を宣言していないか、またはその綴りが間違ってい
ます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  記述子、文、カーソルの宣言を追加するかまたは修正します。

PCC-00015: 不明なホスト言語構文は無視されまし不明なホスト言語構文は無視されまし不明なホスト言語構文は無視されまし不明なホスト言語構文は無視されましたたたた (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  宣言節内にホスト変数を定義するために使用しているホスト言語の構文に誤りが
あります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文および綴りを調べ、宣言を修正します。

PCC-00016: カーソルがオープンできません（カーソルがオープンできません（カーソルがオープンできません（カーソルがオープンできません（行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文の構文が不完全です。プリコンパイラはホスト言語を想定しているのにそ
れ以外のものがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文および綴りを調べ、SQL文を修正します。

PCC-00017: 文を解析できませ文を解析できませ文を解析できませ文を解析できませんんんん (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  配列の宣言に構文エラーがあります。プリコンパイラは右大カッコ (])を想定し
ているのにそれ以外のものがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を調べて、配列宣言を訂正してください。

PCC-00018: token を想定していますが、ファイを想定していますが、ファイを想定していますが、ファイを想定していますが、ファイルルルル name の行の行の行の行 num にににに token が見つかりましが見つかりましが見つかりましが見つかりまし
たたたた。。。。
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原原原原因因因因 :  SQL文の構文が不完全です。プリコンパイラは予想外のトークンまたは不適切な
トークンを見つけました。

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、SQL文を修正します。

PCC-00019: バインド変数を取得できませバインド変数を取得できませバインド変数を取得できませバインド変数を取得できませんんんん (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラは、SQL文内で使っている入力ホスト変数（バインド変数）に関
する情報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 :  入力ホスト変数を宣言節で宣言し、SQL文で正しく使用していることを確認
します。

PCC-00020: 定義変数を取得できませ定義変数を取得できませ定義変数を取得できませ定義変数を取得できませんんんん (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラは SQL文内で使用している出力ホスト変数（定義変数）に関す
る情報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 :  出力ホスト変数を宣言節で宣言して SQL文で正しく使用していることを確
認します。

PCC-00021: Oracleエラエラエラエラーーーー : ORA-nnnnn
原原原原因因因因 :  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 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されているメッセージを参照
してください。

PCC-00022: 領域が不足しています。領域が不足しています。領域が不足しています。領域が不足しています。numバイトを割当てできませんバイトを割当てできませんバイトを割当てできませんバイトを割当てできません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラ・プロセスがメモリーを使い果たしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この処理のためにより多くのメモリーを割り当てます。その後もう 1度実行
します。

PCC-00023: Oracleからログオフできませんからログオフできませんからログオフできませんからログオフできません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleが停止されたため、プリコンパイラがログオフしようとしている間に
Oracleの接続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が使用可能であることを確かめます。その後もう 1度実行します。

PCC-00024: 標識変標識変標識変標識変数数数数 :varの型または長さが正しくありませの型または長さが正しくありませの型または長さが正しくありませの型または長さが正しくありませんんんん (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  標識変数を宣言節内で 2バイト整数として宣言していません。標識変数は 2バイ
トの整数として定義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 :  標識変数は 2バイトの整数として再定義します。

PCC-00025: 標識変標識変標識変標識変数数数数 :varが宣言されていません（が宣言されていません（が宣言されていません（が宣言されていません（行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文で使用している標識変数が宣言節内で宣言されていないか、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 :  標識変数の宣言を追加するかまたは修正します。
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PCC-00026: ホスト変ホスト変ホスト変ホスト変数数数数 :varが無効です（が無効です（が無効です（が無効です（行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文で使用しているホスト変数が正しく宣言されていません。次のような原因
が考えられます。

■ 宣言節で宣言されていない。

■ そのデータ型はサポートされていない。

■ 名前の綴りが間違っている。

■ COBOLグループの項目になっている。Pro*COBOLの場合、SQL文で許可されてい
るのは基本項目だけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホスト変数の宣言を追加するかまたは修正します。

PCC-00027: SQL識別識別識別識別子子子子 :identifier identはすでに宣言されています（はすでに宣言されています（はすでに宣言されています（はすでに宣言されています（行行行行 :num ファイルファイルファイルファイル
:name））））。。。。
原原原原因因因因 :  SQLの記述子、文、カーソルを再宣言しました（つまり、2回宣言しました）。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この識別子の綴りを調べ、必要に応じて余分の宣言を削除します。

PCC-00028: オプショオプショオプショオプションンンン :optnamはははは EXEC ORACLE OPTIONとしては無効ですとしては無効ですとしては無効ですとしては無効です。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラ・オプションをコマンド行からではなく、EXEC ORACLE文内に
インラインで指定しました。オプションの中にはコマンド行からしか指定できないもの
もあります。たとえば、INAMEをインラインで指定できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC ORACLE 文ではなく、コマンド行にプリコンパイラ・オプションを再
指定してください。プリコンパイラ・オプションをオンラインで表示するためには、オ
ペレーティング・システムのプロンプトに対してプリコンパイラ・コマンドを入力しま
す（オプションを指定しないで）。

PCC-00029: オプショオプショオプショオプションンンン :optnamが明確に指定されていませんが明確に指定されていませんが明確に指定されていませんが明確に指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラ・オプションの名称をあいまいに短縮して指定しました。たとえ
ば、MAX=はMAXLITERALまたはMAXOPENCURSORSのいずれとも解釈できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  完全なオプション名または明確な略称を再指定してください。プリコンパイ
ラ・オプションをオンラインで表示するためには、オペレーティング・システムのプロ
ンプトに対してプリコンパイラ・コマンドを入力します（オプションを指定しないで）。

PCC-00031: オプショオプショオプショオプションンンン :optnamに無効な値が指定されていますに無効な値が指定されていますに無効な値が指定されていますに無効な値が指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  値の綴りが間違っているため (たとえば、LTYPE=HORT) あるいは値が範囲外で
あるために (たとえば、PAGELEN=-55) プリコンパイラ・オプションに誤った値が指定
されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  綴りが正しいかどうかおよび値が範囲内であるかを確認しながらオペランド
を調べます。

PCC-00032: オプションオプションオプションオプション :optnam 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 :  プリコンパイラが無効なプリコンパイラ・オプション名を見つけました。次のよ
うな原因が考えられます。

■ オプション名の綴りが誤っている。

■ 指定したオプション名は存在しない。

■ オプション名と値の間の等号（=）記号が抜けているか、間に空白が入っている。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オプションが存在するかどうか、オプション名の綴りが正しいかどうかを確
認してください。プリコンパイラ・オプションをオンラインで表示するためには、オペ
レーティング・システムのプロンプトに対してプリコンパイラ・コマンドを入力します
（オプションを指定しないで）。オプション名と値の間の等号記号があることを確かめま
す。

PCC-00033: オプショオプショオプショオプションンンン :optnamにオペランドがありませんにオペランドがありませんにオペランドがありませんにオペランドがありません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラ・オプションに値が指定されていません。または、値を抜かした
か、等号記号の前後に空白があります（LTYPE=SHORTのように）。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各オプションに値が指定され、等号の前後に空白がないことを確認してくだ
さい。

PCC-00036: 入力ファイル名が指定されていません入力ファイル名が指定されていません入力ファイル名が指定されていません入力ファイル名が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で入力ファイル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 :  INAMEコマンド行オプションを使用して入力ファイルを指定します。

PCC-00037: usernameでででではははは Oracleにログオンできません。にログオンできません。にログオンできません。にログオンできません。Oracleエラー番エラー番エラー番エラー番号号号号 : ora-nnnnn
原原原原因因因因 :  プリコンパイラは、指定されたユーザー名およびパスワードで Oracleにログオ
ンできませんでした。ログオンしようとしたときに表示された番号の 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 :  このマニュアルの ORAメッセージの章に記載されているメッセージを参照
してください。

PCC-00038: カーソルをオープンできませんカーソルをオープンできませんカーソルをオープンできませんカーソルをオープンできません。。。。
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。アプリケーションが
SQL文の意味上の確認または構文上の確認を必要としておらず、かつ、PL/SQLを使用
しない場合は、コマンド行に SQLCHECK=NONEを指定してください。

PCC-00039: 入力ファイ入力ファイ入力ファイ入力ファイルルルル :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 :  プリコンパイラが INAMEプリコンパイラ・オプションで指定した入力ファイル
をオープンできませんでした。次のような原因が考えられます。

■ ファイル名の綴りが誤っている

■ 指定したファイルが存在しない
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■ 指定したファイルへの検索パスが誤っている

■ ファイルのアクセス権限が不十分である

■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である

■ オープンしているファイルが多すぎる

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、ファイルに対する検索パスが正しいかどうか
を確認してください。また、ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているか
どうか、そのファイルを他のユーザーがロックしていないかどうかを調べてください。
また、十分なディスク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されて
いることも確認してください（システム管理者に問合せる）。

PCC-00040: リスト・ファイリスト・ファイリスト・ファイリスト・ファイルルルル :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 :  プリコンパイラが LNAMEプリコンパイラ・オプションで指定した入力ファイル
をオープンできませんでした。次のような原因が考えられます。

■ ファイル名の綴りが誤っている

■ 指定したファイルが存在しない

■ 指定したファイルへの検索パスが誤っている

■ ファイルのアクセス権限が不十分である

■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である

■ オープンしているファイルが多すぎる

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、ファイルに対する検索パスが正しいかどうか
を確認してください。また、ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているか
どうか、そのファイルを他のユーザーがロックしていないかどうかを調べてください。
また、十分なディスク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されて
いることも確認してください（システム管理者に問合せる）。リスト・ファイルが必要
ない場合は、コマンド行に LTYPE=NONEを指定してください。

PCC-00041: 出力ファイ出力ファイ出力ファイ出力ファイルルルル :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 :  プリコンパイラが ONAMEプリコンパイラ・オプションで指定した出力ファイ
ルをオープンできませんでした。次のような原因が考えられます。

■ ファイル名の綴りが誤っている

■ 指定したファイルが存在しない

■ 指定したファイルへの検索パスが誤っている

■ ファイルのアクセス権限が不十分である
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■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である

■ オープンしているファイルが多すぎる

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、ファイルに対する検索パスが正しいかどうか
確認してください。また、ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているかど
うか、そのファイルを他のユーザーがロックしていないかどうかを調べてください。ま
た、十分なディスク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されてい
ることも確認してください（システム管理者に問合せる）。

PCC-00042: MODE=ANSI WHENEVER SQLWARNINGの場の場の場の場合合合合 SQLCAファイルがインクファイルがインクファイルがインクファイルがインク
ルードされていませんルードされていませんルードされていませんルードされていません。。。。
原原原原因因因因 :  MODE={ANSI|ANSI14}の場合に、SQLCAを指定宣言しないで WHENEVER 
SQLWARNING文を使用しようとしました。MODE={ANSI|ANSI14}の場合には、
SQLCAの宣言は任意ですが、WHENEVER SQLWARNING文を使用するには、
SQLCAを宣言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 :  プログラムから WHENEVER SQLWARNING 文をすべて削除するか、
SQLCA を明示的にコーディングして宣言するか、INCLUDE 文でプログラムにコピー
してください。

PCC-00044: INTO/USING句の配列サイズが不適切です。最小句の配列サイズが不適切です。最小句の配列サイズが不適切です。最小句の配列サイズが不適切です。最小値値値値 : min (num:num)
原原原原因因因因 :  INTO/USING句内の配列変数のサイズが処理された行数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 :  最低でも表示された最小サイズを持つように INTO/USING句内のすべての
配列変数を宣言します。

PCC-00045: ファイルファイルファイルファイル name の行の行の行の行 num でででで 句句句句 clause_name が不適切です。無視されますが不適切です。無視されますが不適切です。無視されますが不適切です。無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL文の最後に位置を間違った句があります (たとえば、SELECT文の最
後にある AT句 )。あるいは、FOR句内で指定した処理に誤りがあります（たとえば、
FOR:loop INTO...）。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この文の構文を調べ、位置が間違っている場合はその句の位置を変え、句に
誤りがある場合はそれを修正します。

PCC-00047: コメンコメンコメンコメントトトト /文字列が終了していません（文字列が終了していません（文字列が終了していません（文字列が終了していません（行行行行 :numファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  リテラルに終端引用符が抜けているか、またはコメントに終了子が抜けていま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのコメントを区切っていること、およびすべての文字定数を引用符で
囲んでいることを確かめます。

PCC-00050: プログラム・ユニット中で記述子を生成できません（プログラム・ユニット中で記述子を生成できません（プログラム・ユニット中で記述子を生成できません（プログラム・ユニット中で記述子を生成できません（行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラが、コンパイル・ユニットの記述子を生成できませんでした。こ
のエラーは、次のいずれかが原因で発生することがあります。

■ 存在しない、または正しくインプリメントされていない宣言節
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■ ソース・ファイルの先頭付近、または END DECLARE SECTION文の直前の検出さ
れなかった構文エラー

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  宣言節が正しくインプリメントされているかどうかを確認してください。次
に、コンパイル・ユニットの先頭および END DECLARE SECTION文の前で構文エ
ラーの確認を行い、適切に訂正してください。

PCC-00051: ファイルファイルファイルファイル nameの行の行の行の行 numで、で、で、で、numのののの VARCHAR hostvar のサイズがのサイズがのサイズがのサイズが 65533 よりよりよりより
大きくなっています大きくなっています大きくなっています大きくなっています。。。。
原原原原因因因因 :  VARCHARホスト変数に宣言したサイズがプリコンパイラの制限である 65533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 :  それぞれの VARCHAR変数のサイズが 65533バイトを超えていないか宣言
節を調べます。

PCC-00053: FOR変変変変数数数数 :varは無効です（は無効です（は無効です（は無効です（行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  FOR句内のカウント変数のデータ型に誤りがあります。このデータ型は数値型ま
たは LONG型（あるいは数値型または LONG型と互換性のあるもの）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 :  宣言を調べて、カウント変数のデータ型が NUMBER または LONG (あるい
は、互換性のある Oracle またはホスト言語データ型 ) かどうか確認してください。

PCC-00054: 文終了子が見つかりません（文終了子が見つかりません（文終了子が見つかりません（文終了子が見つかりません（列列列列 :name 行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラは EXEC文の最後に文終了子を想定しているのに、それ以外のも
のがありました。このエラーは、ソース・コードにタブが埋め込まれていた場合に発生
することがあります (プリコンパイラには、1つのタブがいくつの空白を表しているか
を認識する方法がないため )。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ソース・コードにタブが埋め込まれている場合には、タブを空白で置き換え
てください。また、文の構文を確かめ、EXEC文に文終了子があることを確かめてくだ
さい。各埋込み CREATE {FUNCTION | PROCEDURE |PACKAGE}文および埋込み
PL/SQLブロックでは、文終了子が END-EXECであることを確認してください。

PCC-00055: 配配配配列列列列 :nameはバインド変数として無効ではバインド変数として無効ではバインド変数として無効ではバインド変数として無効ですすすす (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト配列を SELECT文のWHERE句内でバインド（入力）変数として使用し
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 :  ホスト配列を削除するか、ホスト配列を単純なホスト変数で置き換えてくだ
さい。

PCC-00056: SELECT文で文で文で文でのののの FOR句は無効です（句は無効です（句は無効です（句は無効です（行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  FOR句が SELECT文とともに使用されました。これは許可されません。なぜな
ら、SELECTの実行で最後のループから戻されたデータが、前のループで戻されたデー
タを上書きするからです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECT 文から FOR 句を削除して、ホスト言語制約を使用し、繰り返し 
SELECT 文を実行してください。
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PCC-00060: CURSORとととと STATEMENTの両方の両方の両方の両方にににに AT句がありま句がありま句がありま句がありますすすす (行行行行 :num ファイルファイルファイルファイル
:name））））。。。。
原原原原因因因因 :  一方が DECLARE STATEMENT文にあり、もう一方が DECLARECURSOR文に
ある、2つの AT句が同じ SQL文に属しています。AT句は DECLARE STATEMENTと
一緒に指定でき、また DECLARE CURSORとも一緒に指定できますが、この両方と一
緒に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 :  いずれかの文から AT 句を削除してください。

PCC-00061: 行行行行 num、列、列、列、列 name にエラーがあります。にエラーがあります。にエラーがあります。にエラーがあります。PLS-nnnnn
原原原原因因因因 :  埋込み SQL文または PL/SQLブロックで、プリコンパイラがエラーを検出しま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表示されている PL/SQLエラー・メッセージを参照して、SQL 文または埋
込み PL/SQLブロックを訂正してください。

PCC-00062: 埋込埋込埋込埋込みみみみ SQLがある場合は、がある場合は、がある場合は、がある場合は、SQLCHECK=SEMANTICSを指定しなくてはなりを指定しなくてはなりを指定しなくてはなりを指定しなくてはなり
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  SQLCHECK=SYNTAXまたは SQLCHECK=NONEオプションが有効なときにプ
リコンパイラが PL/SQLブロックを解析しようとしました。SQLCHECK=SEMANTICS
を指定している場合にだけ、PL/SQLブロックを解析できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PL/SQL ブロックを削除するか、SQLCHECK=SEMANTICS を指定してくだ
さい。

PCC-00063: eof:nameが文終了子の前で検出されましが文終了子の前で検出されましが文終了子の前で検出されましが文終了子の前で検出されましたたたた (行行行行 :num））））。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQLブロックの解析中に、プリコンパイラがファイルの終わりを検出しまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PL/SQLブロックに適切な文の終了子 (;)またはブロックの終わりを示す文
(END;)を追加します。

PCC-00064: 複数のホスト変数が同一の標識変数に対応しています複数のホスト変数が同一の標識変数に対応しています複数のホスト変数が同一の標識変数に対応しています複数のホスト変数が同一の標識変数に対応しています。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL文内の複数のホスト変数を異なる標識変数に対応付けています。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 :  ホスト変数の各オカレンスが同じ名前の標識変数に対応付けられるように、
標識変数を変更してください。

PCC-00065: ユーザユーザユーザユーザーーーー 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 :  SQLCHECK=SEMANTICSオプションが指定されましたが、コマンド行に
USERID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 :  プロンプトが表示されたら USERID=＜ユーザー名＞｜＜パスワード＞を指
定するか、ユーザー名とパスワードを入力します。または
SQLCHECK={SYNTAX|NONE}を指定してください。
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PCC-00066: ユーザユーザユーザユーザーーーー IDはははは SQLCHECK=SEMANTICSのときだけ使用されます。ユーザーのときだけ使用されます。ユーザーのときだけ使用されます。ユーザーのときだけ使用されます。ユーザー
IDは無視されましたは無視されましたは無視されましたは無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  SQLCHECK={SYNTAX|NONE}のときに、USERIDオプションが指定されまし
た。これは不要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  USERID オプションは、SQLCHECK=SEMANTICS の場合にだけ指定してく
ださい。

PCC-00067: IRECLEN を超えました。ファイを超えました。ファイを超えました。ファイを超えました。ファイルルルル nameの行の行の行の行 numが切り捨てられますが切り捨てられますが切り捨てられますが切り捨てられます。。。。
原原原原因因因因 :  入力ファイルの読み込み中に、プリコンパイラが IRECLENよりも長い行を発見
しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この入力行を短くするか、またはコマンド行でより長い IRECLENを指定し
ます。

PCC-00068: ホスト変数と標識変数に同じ名前を付けることはできませんホスト変数と標識変数に同じ名前を付けることはできませんホスト変数と標識変数に同じ名前を付けることはできませんホスト変数と標識変数に同じ名前を付けることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  1つの EXEC SQL文内で、標識変数の名称がホスト変数の名称と同一です。ホス
ト変数の名称とそれに対応付けた標識変数の名称は異なっていなければなりません。さ
らに、標識変数はホスト変数としては使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホストまたは標識変数の名称を変更してください。

PCC-00069: ホスト変ホスト変ホスト変ホスト変数数数数 :varのデータ型はサポートされていません（のデータ型はサポートされていません（のデータ型はサポートされていません（のデータ型はサポートされていません（行行行行 :num ファイルファイルファイルファイル
:name））））。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数のデータ型がサポートされていません。サポートされているデータ型
については、『Oracleプリコンパイラ・プログラマーズ・ガイド』のサプリメントを参
照してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サポートされているデータ型を指定して宣言節内にホスト変数を再定義しま
す。

PCC-00070: SQL文文文文 :textで、構文または指数値が無効ですで、構文または指数値が無効ですで、構文または指数値が無効ですで、構文または指数値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラが科学表記法で指定した数値を解析中に構文エラーを見つけまし
た。プリコンパイラは指数部を示す指示子 (E)の後に符号付きの整数を想定しています
が、別のものが見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数値を正しく再フォーマットしてください。

PCC-00071: メッセージ・ファイルをオープンできませんメッセージ・ファイルをオープンできませんメッセージ・ファイルをオープンできませんメッセージ・ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラはプリコンパイラによって発行されるメッセージが含まれている
メッセージ・ファイルをオープンできませんでした。これは、オープンしているファイ
ルが多すぎるか、またはプリコンパイラのインストレーションに何か問題がある場合に
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 :  オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されていることも確認してくだ
さい（システム管理者に問い合せる）。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。
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PCC-00072: 入力ファイル名の長さが最大長を超えています入力ファイル名の長さが最大長を超えています入力ファイル名の長さが最大長を超えています入力ファイル名の長さが最大長を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  指定したファイル名が最大の長さを超過しています。一部のオペレーティング・
システムではファイル名の最大長が決まっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各プラットフォームでファイル名に使用できる長さ以下のファイル名を使用
してください。

PCC-00073: OPENされていないカーソルが存在します（されていないカーソルが存在します（されていないカーソルが存在します（されていないカーソルが存在します（行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  カーソルは宣言されましたが、OPEN文で参照されませんでした。これは、情報
メッセージにすぎません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  カーソル宣言を削除するか、カーソルに OPEN 文をコーディングしてくださ
い。

PCC-00075: 標識変数の先頭にコロンがありません標識変数の先頭にコロンがありません標識変数の先頭にコロンがありません標識変数の先頭にコロンがありません。。。。
原原原原因因因因 :  標識変数の先頭に必要なコロンがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題となっている標識変数の前にコロンを付けてください。

PCC-00076: DISPLAYタイプタイプタイプタイプはははは SIGN LEADING SEPARATEである必要がありますである必要がありますである必要がありますである必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージは Pro*COBOLによる場合にだけ発行されます。DISPLAY SIGN 
LEADING SEPARATEは、Pro*COBOLによってサポートされる唯一の DISPLAYタイ
プです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数宣言の綴りを確認します。必要に応じて、サポートされていない
DISPLAYタイプへの参照を除去します。

PCC-00077: WHENEVER文の数値ラベルのコロンは無効で文の数値ラベルのコロンは無効で文の数値ラベルのコロンは無効で文の数値ラベルのコロンは無効ですすすす (ANSI)。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、数字
WHENEVER...GOTOラベルの前にコロンが付いています。たとえば、コードは次のよ
うになっている可能性があります。

EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GOTO :99;      
原原原原因因因因 :  この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されま
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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、英数字の（数字で
はない）WHENEVER...GOTOラベルの前にはコロンを付けます。

PCC-00078: FIPS警警警警告告告告 : SQL識別子が無効で識別子が無効で識別子が無効で識別子が無効ですすすす (ANSI)。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。具体的には、ホス
ト変数に次のいずれかの名前が指定されました。 

■ 18文字よりも長い名前    

■ 文字以外で始まる名前      

■ アンダースコアが連続するまたは最後にアンダースコアがある名前     

原原原原因因因因 :  次の Pro*C の例では、ホスト変数名が 19文字のため、準拠していません。     
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EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
          int department_location; -- not ANSI/ISO-compliant 
         ...      
EXEC SQL END DECLARE SECTION;  
原原原原因因因因 :  この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されま
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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合は、ホスト変数名
は、長さは 18文字以下で、文字で始まり、連続したアンダースコアや末尾にアンダー
スコアを含まないように変更してください。

PCC-00079: WHENEVER文のラベルにはコロンが必要で文のラベルにはコロンが必要で文のラベルにはコロンが必要で文のラベルにはコロンが必要ですすすす (ANSI)。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、英数字の
WHENEVER...GOTOラベルの前にコロンが付いていません。たとえば、違反している
コードは次のような形をしています。

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND GOTO no_more;     
原原原原因因因因 :  このメッセージは、FIPS=YESと指定して FIPSフラグ機能を使用した場合にだけ
出力される警告です。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、英数字の（数字で
はない）WHENEVER...GOTOラベルの前にはコロンを付けます。

PCC-00080: TYPE識別子はすでに宣言されています識別子はすでに宣言されています識別子はすでに宣言されています識別子はすでに宣言されています。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL TYPE文で TYPEされている識別子は、以前の EXEC SQL TYPE文で
すでに宣言されています。指定された識別子は 1つの EXEC SQL TYPE文にだけ宣言で
きます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  識別子の綴りを確認してください。各 EXEC SQL TYPE文で異なる識別子を
使用するか、EXEC SQL TYPE文をどれか 1つ除去してください。

PCC-00081: このデータ型での位取このデータ型での位取このデータ型での位取このデータ型での位取りりりり (Scale)指定は無効です指定は無効です指定は無効です指定は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL VARまたは EXEC SQL TYPE文で参照される Oracle外部データ型に
は、位取り指定は認められません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  精度の指定を確認し、位取り指定を除去します。

PCC-00082: 長さと位取長さと位取長さと位取長さと位取りりりり (Scale)指定では整数を使用します指定では整数を使用します指定では整数を使用します指定では整数を使用します。。。。
原原原原因因因因 :  長さまたは位取りの指定に、浮動小数点数や数字以外のものが使用されました。
整数だけを使用できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  長さまたは位取りの指定 (あるいはその両方 )を訂正するか、削除してくだ
さい。

PCC-00083: CREATE文でのバインドと変数宣言は無効です文でのバインドと変数宣言は無効です文でのバインドと変数宣言は無効です文でのバインドと変数宣言は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数は CREATE文では使えません。CREATE文の作成が実行時まで認識
できない場合は、この CREATE文の実行には動的 SQL文を使用しなければなりません。
つまり、プログラムは実行時に CREATE文を受け入れるか、または作成し、それをホ
スト文字列に格納して実行します。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CREATE文を訂正するか、または除去してください。

PCC-00085: ファイファイファイファイルルルル :name 書き込み中にエラーが発生しました書き込み中にエラーが発生しました書き込み中にエラーが発生しました書き込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラは指定された出力ファイルへの書込みを行えませんでした。次の
ような原因が考えられます。

■ ファイルのアクセス権限が不十分

■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である 

■ オープンしているファイルが多すぎる

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているかどうか、そのファ
イルを他のユーザーがロックしていないかどうか調べてください。また、十分なディス
ク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されていることも確認して
ください（システム管理者に問合せる）。

PCC-00086: ソース・ファイソース・ファイソース・ファイソース・ファイルルルル :name の長さがゼロですの長さがゼロですの長さがゼロですの長さがゼロです。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で指定したソース・ファイルにはコードがありません。したがって、
プリコンパイラは何も処理できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  埋込み SQL文を含む有効なソース・ファイルを指定してください。

PCC-00087: EXEC SQL TYPE文は、現ホスト言語で使用文は、現ホスト言語で使用文は、現ホスト言語で使用文は、現ホスト言語で使用ででで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 :  ユーザー定義のデータ型の同等化をサポートしていないホスト言語で EXEC SQL 
TYPE文を使用しました。この機能は Pro*Cと Pro*Pascalにおいてだけ使用可能です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効な EXEC SQL TYPE 文を削除してください。

PCC-00088: ユーザー定義データ型の識別子を使用してくださいユーザー定義データ型の識別子を使用してくださいユーザー定義データ型の識別子を使用してくださいユーザー定義データ型の識別子を使用してください。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL TYPE文のユーザー定義データ型名が欠落しているか、または綴りが
間違っているか、予約語であるか、ホスト言語の有効な識別子でないか、その言語にお
ける基本データ型と矛盾します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー定義データ型名の綴りを確認します。ユーザー定義データ型名の綴
りを確認します。必要に応じて、有効なユーザー定義データ型を宣言します。ユーザー
定義データ型の同値化は Pro*Cと Pro*Pascalにおいてだけ使用可能です。

PCC-00089: Oracle TYPE指定が無効です指定が無効です指定が無効です指定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL TYPEまたは EXEC SQL VAR文において Oracle外部データ型名が欠
落しているか、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 :  外部データ型名の綴りを確認します。必要に応じて、欠落しているデータ型
名を指定します。

PCC-00090: DECIMALデータ型で精データ型で精データ型で精データ型で精度度度度 /位取り指定が必要です位取り指定が必要です位取り指定が必要です位取り指定が必要です。。。。
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原原原原因因因因 :  EXEC SQL TYPE文または EXEC SQL VAR文で、Oracle外部データ型
DECIMALに対して精度と位取り（またはそのどちらか）の指定が省略されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC SQL TYPEまたは EXEC SQL VAR文に、精度と位取り（またはそのど
ちらか）の指定を追加します。

PCC-00091: ここここのののの Oracleデータ型では、データ型では、データ型では、データ型では、TYPE文に書式指定が必要です文に書式指定が必要です文に書式指定が必要です文に書式指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL TYPE文または EXEC SQL VAR文の Oracle外部データ型に対して、
長、精度、位取りの指定が省略されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC SQL TYPEまたは EXEC SQL VAR文に、外部データ型の長さ、精度、
位取り指定を追加します。

PCC-00092: 長長長長ささささ /位取りは、指定され位取りは、指定され位取りは、指定され位取りは、指定されたたたた Oracleデータ型には無効ですデータ型には無効ですデータ型には無効ですデータ型には無効です。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL TYPE文または EXEC SQL VAR文の Oracle外部データ型に対して、
無効な長さまたは位取りが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  外部データ型に適応できるだけの十分な長さが指定されていることを確認し
てください。位取りを指定する場合は、-84～ 99の範囲内にあることを確認してくださ
い。

PCC-00093: オプションが無効なため無視しましたオプションが無効なため無視しましたオプションが無効なため無視しましたオプションが無効なため無視しました。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラは以前のバージョンや異なるホスト言語において使用可能なオプ
ションを検出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  そのオプション指定を除去してください。

PCC-00094: char[n] データ型の配列の長さはデータ型の配列の長さはデータ型の配列の長さはデータ型の配列の長さは、、、、 2 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 :  MODE={ANSI|ANSI14}のときに、char[n]ホスト変数に対して 2文字未満の長
さが指定されたか、CHAR単純変数が指定されました。MODE={ANSI|ANSI14}のと
き、その長さは少なくとも 2文字でなければなりません。このメッセージは Pro*Cプリ
コンパイラだけによって出されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  少なくとも 2文字以上の長さが指定されるように、宣言を修正してくださ
い。

PCC-00095: PROGRAMまたまたまたまたはははは SUBROUTINE, FUNCTION, BULOCK DATA文が欠落し文が欠落し文が欠落し文が欠落し
ていますていますていますています。。。。
原原原原因因因因 :  FORTRANソース・ファイルには少なくとも 1つの PROGRAM、
SUBROUTINE、FUNCTION、または BLOCKDATA文があることが求められます。そ
れらはプリコンパイラがルーチンまたはコンパイル単位のはじまりを検出するために使
用します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ソース・ファイルにこれらの文のいずれかを追加します。

PCC-00096: MODE=ANSI14では配列では配列では配列では配列のののの FETCHは認められませんは認められませんは認められませんは認められません。。。。
原原原原因因因因 :  MODE=ANSI14のときに、配列の SELECTまたは FETCHが試行されました。
MODE=ANSI14のときは、配列の操作は行えません。
2-16 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Oracleプリコンパイラ、バージョン 1・メッセージ : 00001 ～ 01600
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MODE=ANSI14 を指定する場合には、配列インタフェースを使用せずに、
ホスト言語のループに SELECT または FETCH 文を使用してください。

PCC-00097: COBOLとととと PL/Iでのでのでのでのみみみみ DECIMAL、、、、DISPLAY型は使用できます型は使用できます型は使用できます型は使用できます。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOLまたは Pro*PL/I以外の Oracleプリコンパイラとともに、EXEC 
SQL VAR文で DECIMALまたは DISPLAY外部データ型が使用されました。これらの
外部データ型は、Pro*COBOLおよび Pro*PL/I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 :  EXEC SQL VAR文から DECIMALまたは DISPLAY外部データ型への参照を
除去してください。

PCC-00098: 現コンテキストでの位取現コンテキストでの位取現コンテキストでの位取現コンテキストでの位取りりりり (Scale)指定は無効です指定は無効です指定は無効です指定は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*C、Pro*FORTRAN、Pro*Pascalなどのプログラムの場合、EXEC SQL TYPE
文または EXEC SQL VAR文に位取りを指定することは、現行のコンテキストではでき
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC SQL TYPEまたは EXEC SQL VAR文から位取り指定を取り除きます。

PCC-00099: 長さの指定長さの指定長さの指定長さの指定はははは ROWID,DATEまたまたまたまたははははMLSLABEL型では使用できません型では使用できません型では使用できません型では使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL TYPE文または EXEC SQL VAR文に、外部データ型 ROWID、DATE、
MLSLABELの長さが指定されました。これらの文は固定長タイプなので、これは不要
です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC SQL TYPEまたは EXEC SQL VAR文から長さの指定を取り除いてくだ
さい。

PCC-00100: 非整数ラベルは無効で非整数ラベルは無効で非整数ラベルは無効で非整数ラベルは無効ですすすす (ANSI)。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、整数でない
WHENEVER...GOTOラベルが Pro*Pascalプログラム内にありました。たとえば、違反
しているコードは次のような形をしています。

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND GOTO quit;      
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合は、Pro*Pascalプロ
グラムでは整数のWHENEVER... GOTOラベルだけを使用してください。

PCC-00101: 小文小文小文小文字字字字 ’e’は浮動小数点指定として正しくありませは浮動小数点指定として正しくありませは浮動小数点指定として正しくありませは浮動小数点指定として正しくありませんんんん (ANSI)。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。具体的には、科学
表記法で小文字の "e"が使用されました。たとえば、違反しているコードは次のような
形をしています。

 maxnum = 10e38;      
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、科学的表記法には
大文字の ’E’を使用してください。

PCC-00102: FOR UPDATEはははは Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
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原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、カーソル宣
言で FOR UPDATE OF句が使用されました。たとえば、違反しているコードは次のよ
うな形をしています。

EXEC SQL DECLARE emp_cursor CURSOR FOR 
         SELECT ENAME, SAL FROM EMP WHERE DEPTNO = :dept_number  
         FOR UPDATE OF SAL;  
原原原原因因因因 :  この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されま
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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、FOR UPDATE OF
句を使用しないようにします。

PCC-00103: AT句句句句はははは Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。具体的には、SQL
文で AT db_name 句が使用されました。たとえば、違反しているコードは次のような形
をしています。

EXEC SQL AT oracle3 COMMIT RELEASE;     
原原原原因因因因 :  この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されま
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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、AT db_name 句を
使用しないようにします。

PCC-00104: FOR句句句句はははは Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、FOR句が配
列処理 SQL文で使用されました。たとえば、違反しているコードは次のような形をし
ています。  

 EXEC SQL FOR :limit INSERT INTO EMP (EMPNO, JOB, DEPTNO)
          VALUES (:emp_number, :job_title, :dept_number);      
原原原原因因因因 :  この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されま
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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、FOR句を使用しな
いようにします。

PCC-00105: ここにはキーワーここにはキーワーここにはキーワーここにはキーワードドドドWORKが必要でが必要でが必要でが必要ですすすす (ANSI)。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、キーワード
WORKが COMMITまたは ROLLBACK文で使用されました。たとえば、違反している
コードは次のような形をしています。  

EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE;   
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、キーワード
WORKを使用しないようにします。
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PCC-00106: RELEASEはははは COMMITやややや ROLLBACK文に対す文に対す文に対す文に対するるるる Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つでつでつでつで
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、パラメータ
RELEASEが COMMITまたは ROLLBACK文で使用されました。たとえば、違反して
いるコードは次のような形をしています。

EXEC SQL ROLLBACK RELEASE;     
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、パラメータ
RELEASEを使用しないようにします。

PCC-00107: CONNECT 文は、文は、文は、文は、Oracle のインプリメンテーシのインプリメンテーシのインプリメンテーシのインプリメンテーショョョョンに依存しますンに依存しますンに依存しますンに依存します。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、CONNECT
文が Oracleにログオンするために使用されました。たとえば、違反しているコードは
次のような形をしています。

EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;     
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、CONNECT文を使
用せずに AUTO_CONNECTコマンド行オプションを指定してください。

PCC-00108: この文この文この文この文はははは ANSIではサポートされませんではサポートされませんではサポートされませんではサポートされません。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、PREPAREな
どの非準拠 SQL文が使用されました。たとえば、違反しているコードは次のような形
をしています。

EXEC SQL PREPARE sql_statement FROM :sql_string;     
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、非準拠 SQL文を
使用しないようにします。

PCC-00109: 動動動動的的的的 SQLとととと PL/SQLはははは Oracleのののの ANSI SQL拡張機能です拡張機能です拡張機能です拡張機能です。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、動的 SQLま
たは埋込み PL/SQLが使用されました。たとえば、違反しているコードは次のような形
をしています。

 EXEC SQL EXECUTE
　　　　　　BEGIN
               SELECT ...
               ...
            END;      
END-EXEC;      
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、動的 SQLまたは
埋込み PL/SQLを使用しないようにします。
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PCC-00110: WHENEVERはははは Oracleの拡張機能ですの拡張機能ですの拡張機能ですの拡張機能です。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、
NOTFOUND、STOP、RAISE、または DOなどの非準拠キーワードがWHENEVER文
に使用されました。（ただし、NOT FOUNDは ANSI準拠です。） たとえば、違反してい
るコードは次のような形をしています。   

EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;      
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、非準拠キーワード
を使用しないようにします。

PCC-00111: EXEC ORACLE文で文で文で文でのののの SQLCHECK値はコマンド行での値を超えています値はコマンド行での値を超えています値はコマンド行での値を超えています値はコマンド行での値を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  SQLCHECKオプションがインラインで入力され、コマンド行に指定した（ある
いはデフォルトで受け入れられた）レベルよりも高いチェック・レベルが指定されまし
た。これは許可されていません。たとえば、コマンド行に
SQLCHECK={SYNTAX|LIMITED}を指定すると、SQLCHECK={SEMANTICS|FULL}
をインラインで指定できません。   

このメッセージは、警告です。プリコンパイラはインライン値を無視して処理を続けま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC ORACLE 文を訂正するか、コマンド行のチェック・レベルを低くして
ください。

PCC-00112: データ型がサポートされていませデータ型がサポートされていませデータ型がサポートされていませデータ型がサポートされていませんんんん (ANSI)。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、VARCHAR
などのポインタまたは非準拠データ型が使用されました。たとえば、違反しているコー
ドは次のような形をしています。   

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; 
         VARCHAR username[20];
          ... 
EXEC SQL END DECLARE SECTION;      
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、ポインタまたは非
準拠データ型を使用しないようにします。

PCC-00113: 現現現現MODEオプションでオプションでオプションでオプションでのののの DBMS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 :  MODE={ANSI14|ANSI13}のときに DBMS=V7が指定されたか、MODE=ANSI
のときに DBMS=V6が指定されました。これらのオプション設定には互換性がありませ
ん。DBMSオプションは Oracleプリコンパイラのリリース 1.5より前では無効であるこ
とに注意してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBMS=V7 では、MODE={ANSI14|ANSI13} ではなく、
MODE={ANSI|ORACLE} を指定してください。DBMS=V6では、MODE=ANSIのかわ
りにMODE={ANSI14|ANSI13|ORACLE}を指定しますが、推奨されるのは、
MODE=ORACLEです。
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PCC-00114: EXEC SQL VAR文で文で文で文でのののの VARxxx型にはサイズ指定が必要です型にはサイズ指定が必要です型にはサイズ指定が必要です型にはサイズ指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL VAR文で、VARCHARまたは VARRAW外部データ型が長さのない
まま指定されました。他の型とは異なり、VARCHARと VARRAWには、データ・
フィールドの最大長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 :  EXEC SQL VAR 文に長さの指定を追加してください。

PCC-00115: ここでは配列が必要ですここでは配列が必要ですここでは配列が必要ですここでは配列が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ARRAYLEN文に、以前宣言したホスト配列の名前が指定されませんでした。
ARRAYLEN文での最初のホスト変数は配列でなくてはなりません。2番目のホスト変
数は配列を指定し、これは 4バイトの整数でなければなりません。正しい構文は次のと
おりです。  

EXEC SQL ARRAYLEN host_array (dimension);
宣言節内の ARRAYLEN文は、host_arrayと dimensionの宣言の後に置く必要がありま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ARRAYLEN文の両方の識別子の綴りを確認してください。必要に応じて、
欠落しているホスト配列名を指定します。

PCC-00116: 配列はすで配列はすで配列はすで配列はすでにににに ARRAYLEN文で指定されています文で指定されています文で指定されています文で指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  2つの異なる ARRAYLEN文に、同じホスト配列が指定されました。指定された
ホスト配列は、複数の ARRAYLEN文に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 :  両方の ARRAYLEN 文のホスト配列名の綴りを確認してください。間違って
いるホスト配列名を修正するか、または一方の ARRAYLEN文を削除してください。

PCC-00117: ARRAYLENサイズ変数サイズ変数サイズ変数サイズ変数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 :  ARRAYLEN文に有効な配列ディメンションが指定されませんでした。配列ディ
メンションは、リテラルや式ではなく、以前に宣言した 4バイトの整数型ホスト変数を
使用して指定しなければなりません。たとえば、違反しているコードは次のような形を
しています。

EXEC SQL ARRAYLEN ename_array (25); -- illegal dimension 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な配列を指定してください。ARRAYLEN文で使用する場合は、必要に
応じて、4バイトの整数型ホスト変数を宣言してください。

PCC-00118: ANSI SQLでホスト変数の初期化はサポートしていませんでホスト変数の初期化はサポートしていませんでホスト変数の初期化はサポートしていませんでホスト変数の初期化はサポートしていません。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。具体的には、次の
Pro*Cの例で示されているように、ホスト変数がその宣言内で初期化されました。 

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
     int dept_number = 20; -- not ANSI/ISO-compliant   
     ...    
EXEC SQL END DECLARE SECTION;      
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合は、宣言内でホスト
変数を初期化しないでください。
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PCC-00119: value of const variable in INTO clause will be modified 
原原原原因因因因 :  型指定子 constとともに宣言した変数が、INTO句で使用されました。この変数
は、変更したり、INTO句で使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTO 句の識別子の綴りがすべて正しいかどうかを確認してください。必要
に応じて、ホスト変数宣言から constを除去するか、別のホスト変数を使用してくださ
い。

PCC-00120: コード生成中に、ファイルコード生成中に、ファイルコード生成中に、ファイルコード生成中に、ファイル 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 :  コード生成中にファイル I/Oエラーが発生しました。このエラーは、ディスク領
域不足が原因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 :  十分なディスク領域があることを確認してください。

PCC-00121: VARCHARポインタの配列はサポートされていませんポインタの配列はサポートされていませんポインタの配列はサポートされていませんポインタの配列はサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  許可されていないポインタの配列が宣言されました。ただし、スカラー・タイプ
のポインタは許可されています。Pro*Cで、char[n]変数および VARCHAR[n]変数のポ
インタを、CHARまたは VARCHARのポインタとして (長さ指定なしで ) 宣言しまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  宣言を訂正するか、または除去してください。

PCC-00122: 入力ファイル名と出力ファイル名が同じです入力ファイル名と出力ファイル名が同じです入力ファイル名と出力ファイル名が同じです入力ファイル名と出力ファイル名が同じです。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で、INAMEと ONAMEに同じパス名が指定されました。INAMEは
プリコンパイラ入力ファイルを指定し、ONAMEはプリコンパイラ出力ファイルを指定
します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パス名またはファイル名のどちらかを変更してください。

PCC-00123: VARCHARの宣言の宣言の宣言の宣言がががが 1行に納まっていません行に納まっていません行に納まっていません行に納まっていません。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*Cプログラムの場合、VARCHAR宣言が 2行以上にわたることは許可されて
いません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  宣言が 1行になるように訂正してください。

PCC-00124: COMMON_NAMEオプションオプションオプションオプションはははは PROGRAMやサブルーチンの開始位置よりやサブルーチンの開始位置よりやサブルーチンの開始位置よりやサブルーチンの開始位置より
前です前です前です前です。。。。
原原原原因因因因 :  FORTRANプログラム、サブルーチン、ファンクションで、PROGRAM文、
SUBROUTINE文、FUNCTION文の後に、プリコンパイラ・オプション
COMMON_NAMEを誤って指定しました。COMMON_NAMEをインラインで指定す
る場合は、その EXEC ORACLE OPTION文が PROGRAM文、SUBROUTINE文、
FUNCTION文の前に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 :  EXEC ORACLE OPTION 文の位置を変更するか、コマンド行で
COMMON_NAME を指定してください。

PCC-00126: システム構成ファイルがないか、またはオープンできませんシステム構成ファイルがないか、またはオープンできませんシステム構成ファイルがないか、またはオープンできませんシステム構成ファイルがないか、またはオープンできません。。。。
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原原原原因因因因 :  プリコンパイラは、システム構成ファイル (事前設定コマンド行オプションが
入っているテキスト・ファイルで、プリコンパイラがデフォルトで使用するもの )を発
見またはオープンできませんでした。次のような原因が考えられます。   

■ 指定したファイルが存在しない      

■ 指定したファイルへの検索パスが誤っている      

■ ファイルのアクセス権限が不十分である     

■ オープンしているファイルが多すぎる     

原原原原因因因因 :  このメッセージは、警告にすぎません。システム構成ファイルがなくても処理は
続行されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが存在するかどうか、ファイルに対する検索パスが正しいかどう
か、また、ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているかどうかを確認して
ください。また、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されていることも確認し
てください（システム管理者に問合せる）。

PCC-00127: text
原原原原因因因因 :  これはコマンド行プロセッサの一般的なエラー・メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表示されたエラーを訂正してください。

PCC-00128: コマンド行プロセッサで重大なエラーが見つかりましたコマンド行プロセッサで重大なエラーが見つかりましたコマンド行プロセッサで重大なエラーが見つかりましたコマンド行プロセッサで重大なエラーが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行プロセッサが重大な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 :  すべてのコマンド行オプションが正しく指定されていることを確認した後、
使用したすべてのオプションと構成ファイルの全アカウントを確認して、オラクル社カ
スタマー・サポートに連絡してください。

PCC-00129: オプショオプショオプショオプションンンン :optnam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 :  必要なコマンド行オプションが抜けています。たとえば、入力ファイル名を指定
する INAMEオプションが抜け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 :  必要なコマンド行オプションを指定してください。

PCC-00132: 標識配列のサイズが、ホスト変数よりも小さくなっています標識配列のサイズが、ホスト変数よりも小さくなっています標識配列のサイズが、ホスト変数よりも小さくなっています標識配列のサイズが、ホスト変数よりも小さくなっています。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数配列が、より小さいディメンションで宣言された標識配列とともに使
用されました。次に例を示します。  

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;    
int dept_no[20];    
short dept_no_ind[10];    
EXEC SQL END DECLARE SECTION;    
...   
SELECT ... INTO dept_no:dept_no_ind ...
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  標識配列のサイズを大きくしてください。
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PCC-00133: オプションオプションオプションオプション NLS_LOCAL=YES では、コマンド行オプションでは、コマンド行オプションでは、コマンド行オプションでは、コマンド行オプション MODE=ANSI がががが
必要です必要です必要です必要です。。。。
原原原原因因因因 :  MODE=ANSIを指定しないで、プリコンパイラ・オプション NLS_LOCAL=YES
を使用しました。NLS_LOCAL=YESを使用する場合は、プリコンパイラ・オプション
MODE=ANSI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 :  NLS_LOCAL=YESの他に、プリコンパイラ・オプションMODE=ANSIを設
定するか、または NLS_LOCAL=YESは設定しないでください。

PCC-00135: Result Set Cursorの使用方法が、標の使用方法が、標の使用方法が、標の使用方法が、標準準準準 SQL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 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。具体的には、
Oracle Result Set Cursorが使用されました。この情報メッセージは、FIPS=YESのとき
に FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合は、Result Set 
Cursorを使用しないでください。

PCC-00136: SQL_CURSOR 宣言が無効です宣言が無効です宣言が無効です宣言が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SQL_CURSORホスト変数が配列として宣言されたか、Pro*COBOLの場合は、
SQL_CURSORに対して PICTURE句が指定されました。Pro*FORTRANでは、
SQL_CURSORに対する長さ指定（つまり "*n"）が行われました。このような使用方法
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 :  SQL_CURSOR 変数が配列として宣言されていないかどうかを確認してくだ
さい。Pro*COBOL の場合には、SQL_CURSORに PICTURE 句が指定されていないこと
を確認してください。Pro*FORTRANでは、SQL_CURSORに対する長さ指定（つまり、
"*n"）がないことを確認してください。

PCC-00137: SQL_CURSOR ホスト変数の使用に誤りがありますホスト変数の使用に誤りがありますホスト変数の使用に誤りがありますホスト変数の使用に誤りがあります。。。。
原原原原因因因因 :  SQL_CURSOR変数が INTO句またはWHERE句で使用されました。
SQL_CURSOR変数は、通常のカーソル識別子、または PL/SQLブロックではカーソル
が通常使用される場所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 :  INTO または WHERE 句から SQL_CURSOR 変数参照を削除するか、INTO 
または WHERE 句に別の型のホスト変数を使用してください。

PCC-00138: このプリコンパイラでこのプリコンパイラでこのプリコンパイラでこのプリコンパイラではははは Resutl Set Cursorはインプリメントされませんはインプリメントされませんはインプリメントされませんはインプリメントされません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数をカーソルの参照として参照しようとしました。カーソル変数が
Pro*Pascalまたは Pro*PL/Iに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 :  標準 SQLのカーソルを使用するように、ホスト言語コードを書き換えてく
ださい。

PCC-00139: EXEC SQL文の後で、文の後で、文の後で、文の後で、MAXLITERALの変更はできませんの変更はできませんの変更はできませんの変更はできません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQLまたは EXEC TOOLS、EXEC IAF文の後のインライン EXEC 
ORACLE OPTION文でMAXLITERALオプションが使用されました。これは許可され
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 :  MAXLITERAL オプションは、コマンド行か、入力ソース・ファイルの先頭
にある EXEC ORACLE OPTION 文でのみ使用してください。

PCC-00140: CREATE FUNCTION/PROCEDURE/PACKAGE/TRIGGERはははは Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能
のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に次のいずれか
の文が使用されました。  

CREATE FUNCTION    
CREATE PROCEDURE    
CREATE PACKAGE   
CREATE TRIGGER    
これらの文は、ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能です。この情報メッセージは、
FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合は、これらの文を使
用しないでください。

PCC-00141: このプリコンパイラでこのプリコンパイラでこのプリコンパイラでこのプリコンパイラではははは Thread Safetyはインプリメントされていませんはインプリメントされていませんはインプリメントされていませんはインプリメントされていません。。。。
原原原原因因因因 :  CONTEXT SQL文を使用しようとしました。スレッド・セーフティ機能が 
PRO*Pascal、Pro*PL/I、または Pro*C 1.xに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 :  ランタイム・コンテキストを使用しないように、ホスト言語コードを書き直
してください。

PCC-00142: EXEC SQL CONTEXT USE文が見つかりません文が見つかりません文が見つかりません文が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL CONTEXT USE文が検出されず、オプション THREADS=YES が要求
されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要なコンテキスト変数 (型 sql_contextの ) が、実行可能な SQL文の前で
宣言および割振り、使用されているか確認してください。

PCC-00143: ランタイム・コンテキスト変数の型が正しくありませんランタイム・コンテキスト変数の型が正しくありませんランタイム・コンテキスト変数の型が正しくありませんランタイム・コンテキスト変数の型が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL CONTEXT USE文で参照されるランタイム・コンテキスト変数の型が
sql_contextではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  sql_context 型のランタイム・コンテキスト変数を宣言してください。

PCC-00144: UNSAFE_NULL=YESはははは DBMS=V7かかかかつつつつMODE=ORACLEを指定して使用しを指定して使用しを指定して使用しを指定して使用し
なければなりませんなければなりませんなければなりませんなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  UNSAFE_NULL=YESオプションが DBMS=V6または DBMS=NATIVE（デフォ
ルト）とともに使用されたか、またはMODE=ANSI/ANSI14/ANSI13とともに使用さ
れました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  UNSAFE_NULL=YESを使用するときにMODE=ORACLEおよび
DBMS=V7を指定するか、または UNSAFE_NULL=YESを使用しないでください。

PCC-00145: この文この文この文この文はははは THRAEDS=YESの場合にのみ使用できますの場合にのみ使用できますの場合にのみ使用できますの場合にのみ使用できます。。。。
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原原原原因因因因 :  プリコンパイル時に、THREADS=NOを指定して、EXEC SQL ENABLE 
THREADS文または EXEC SQL CONTEXT文が使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プリコンパイラを実行する際は、THREADS=YESを指定するか、または
ソース・コードから EXEC ENABLE THREADS文または EXEC SQL CONTEXT文を除
去してください。

PCC-00146: ホスト・オプションの値が間違っています。無視されましたホスト・オプションの値が間違っています。無視されましたホスト・オプションの値が間違っています。無視されましたホスト・オプションの値が間違っています。無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行ホスト・オプションを使用して、無効なホスト言語が指定されまし
た。ホスト・オプションの有効値は pro*言語特定です。たとえば、Pro*FORTRANの
場合、有効値は FORTRANだけです。Pro*COBOLの場合、有効値は COBOLおよび
COB74だけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホスト・オプションを使用せずに、有効なホスト言語を指定してください。

PCC-00147: DBMS=V6はサポートされなくなりました。はサポートされなくなりました。はサポートされなくなりました。はサポートされなくなりました。DBMS=NATIVEが使われますが使われますが使われますが使われます。。。。
原原原原因因因因 :  V6との互換性はサポートされなくなりました。プリコンパイラは、
DBMS=NATIVEが指定されていたものとしてプリコンパイルします。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定した DBMSオプションの値を、V6から別の値に変更してください。

PCC-01000: Pro*COBOLを実行する権限がありまを実行する権限がありまを実行する権限がありまを実行する権限がありませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOLコンパイラを実行する権限またはライセンスが満了しました。

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。

PCC-01001: Pro*COBOL認可期間は間もなく満了認可期間は間もなく満了認可期間は間もなく満了認可期間は間もなく満了ししししますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOLプリコンパイラを実行する権限、ライセンスがもうすぐ満了します。

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。

PCC-01002: 文文文文字字字字 :charは標識領域で無効では標識領域で無効では標識領域で無効では標識領域で無効ですすすす (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOLプリコンパイラ・プログラムでは、標識領域にはブランク、ハイフ
ン (-)、アスタリスク (*)、スラッシュ (/)または文字 Dしか使用できないのに、それ以
外の文字が見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  不適切な文字を削除するかまたは置き換えます。FORMAT=ANSIオプショ
ンを指定している場合は、列 7の行の終わりを確認してください。

PCC-01003: ファイルファイルファイルファイル nameのののの行行行行 num に無効な継続文字がありますに無効な継続文字がありますに無効な継続文字がありますに無効な継続文字があります。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOLプログラムで、継続行が継続文字以外は完全にブランクです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空の継続行を削除するか、または置き換えます。

PCC-01004: EXEC文中文中文中文中でででで eofが検出されましたが検出されましたが検出されましたが検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOL入力ファイルで、最後の EXEC文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 :  最後の EXEC文を END-EXECで終了します。

PCC-01005: PROCEDURE DIVISION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 :  プリコンパイラは、Pro*COBOLに PROCEDURE DIVISIONヘッダーを見つける
ことができませんでした。次のような原因が考えられます。

■ ヘッダーにキーワードが欠けているか、ヘッダーの綴りの誤り     

■ REMARKSセクションにアポストロフィがある (プリコンパイラはアポストロフィ
を文字列リテラルの開始と誤解した )     

■ WORKING-STORAGEセクションのリテラルにリテラルの終わりのアポストロ 
フィが不足している     

■ FORMATオプションに間違った値を指定した

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PROCEDURE DIVISIONヘッダーが適切な位置にあって、綴りが正しいこ
と、REMARKS節にアポストロフィがないこと、WORKING-STORAGE SECTIONのす
べてのリテラルが終了されていること、FORMATオプションに正しい値が指定されて
いることを確認してください。

PCC-01006: 領領領領域域域域 Aでででで EXEC文を始めることはできませ文を始めることはできませ文を始めることはできませ文を始めることはできませんんんん (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOLプログラムでは、EXEC文が領域 Bで始まらなければならないのに、
プリコンパイラは領域 A内で始まる文を見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この文を領域 Bで始まるように右側に移動します。

PCC-01007: WORKING-STORAGE SECTION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 :  キーワードが欠落している、綴りが間違っている、FORMATオプションに誤っ
た値が指定された、といったことが原因で、プリコンパイラが Pro*COBOLプログラム
のWORKING-STORAGE SECTIONヘッダー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 :  WORKING-STORAGE SECTIONヘッダーが適切な位置にあり、綴りが正し
いことと、FORMATオプションに正しい値が指定されていることを確認してください。

PCC-01008: 宣言節で複数のエレメント・レコードは宣言できません宣言節で複数のエレメント・レコードは宣言できません宣言節で複数のエレメント・レコードは宣言できません宣言節で複数のエレメント・レコードは宣言できません。。。。
原原原原因因因因 :  COBOLコンパイラの中には CALL文でグループ項目をパラメータとして引き渡
すことができないものがあります (COBOLコンパイラのユーザーズ・ガイトを参照して
ください )。このようなコンパイラを使用している場合は、宣言節内のグループ項目に
は 1つの要素しか含められません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各ホスト変数に独自のグループ項目を割り当ててください。

PCC-01009: SQL文の終わりに文の終わりに文の終わりに文の終わりにはははは ELSEまたはピリオドを使用しままたはピリオドを使用しままたはピリオドを使用しままたはピリオドを使用しますすすす (HOST=COB74)。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOLプログラムでは、同一の文内で EXEC SQL文の後に別の文が続きま
す。COBOL-74の文では EXEC SQL文は最後の文でなければなりませんので、キー
ワードの ELSEまたはピリオドで終了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 :  プログラムの論理を変更して、同一文内の最後に EXEC SQL文があるように
してください。

PCC-01010: 文字リテラル中に無効文字リテラル中に無効文字リテラル中に無効文字リテラル中に無効ななななNULL文字が存在します文字が存在します文字が存在します文字が存在します。。。。
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原原原原因因因因 :  文字列リテラル中で NULL文字 (バイナリのゼロ )が見つかりました。これは
Pro*COBOLで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 :  文字列リテラルから NULLをすべて削除してください。

PCC-01011: USAGE IS BINARY句は、同じ行で、句は、同じ行で、句は、同じ行で、句は、同じ行で、"."で終了しなければなりませんで終了しなければなりませんで終了しなければなりませんで終了しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  USAGE IS BINARY句を終了させるピリオドは、USAGE句と同じ行になければ
なりません。このメッセージは、COMP-5が BINARYに代用されている Pro*COBOL
の COMP5=YESコマンド行オプションをサポートするオペレーティング・システムで
だけ発生します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  USAGE IS BINARY句を終了させるピリオドが USAGE句と同じ行にあるこ
とを確かめてください。

PCC-01012: DATA DIVISION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 :  Pro*COBOLプリコンパイラが、入力ソース・ファイルの DATA DIVISIONを検
索しませんでした。DATA DIVISIONを持つには、Pro*COBOLアプリケーションが必
要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力ソース・ファイルに DATA DIVISION を追加してください。

PCC-01013: PIC N配列変配列変配列変配列変数数数数 :"variable_name"(行行行行 :line_number ファイファイファイファイルルルル :name )の使用が無の使用が無の使用が無の使用が無
効です効です効です効です。。。。
原原原原因因因因 :  OCCURS句を使用して、PIC N 変数が宣言されました。PIC N 変数の表は、
Pro*COBOLプリコンパイラによって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 :  OCCURS 句を使用せず PIC N 変数を宣言してください。または、SQL文で
PIC N 変数を使用しない場合には、宣言節の外側で宣言してください。

PCC-01014: PIC N PICTURE句句句句でででで "VARYING"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 :  キーワード VARYINGが PIC N変数宣言で使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数宣言からキーワード VARYINGを除去してください。PIC N VARCHAR
変数を宣言する場合は、次の例にあるように、プリコンパイラ・オプション
VARCHAR=YESを指定して、変数を暗黙の VARCHARグループ項目として宣言してく
ださい。   

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION END-EXEC.
         ... 
        01 ENAME. 
             05 ENAME-LEN PIC S9(4) COMP.
             05 ENAME-ARR PIC N(20). 
       ... 
EXEC SQL END DECLARE SECTION END-EXEC.

PCC-01015: PIC N変変変変数数数数 :nameを等価にできませんを等価にできませんを等価にできませんを等価にできません。。。。
原原原原因因因因 :  PIC N変数または暗黙の VARCHARグループ項目（基本項目として PIC N変数
を使用）が EXEC SQL VAR文で使われました。これは許可されていません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC SQL VAR文で PIC N変数を使用しないでください。EXEC SQL VAR
文を使用する Oracleタイプと等価にする場合は、PIC N変数ではなく、PIC X変数を使
用してください。

PCC-01016: "N"文字リテラルは、埋込文字リテラルは、埋込文字リテラルは、埋込文字リテラルは、埋込みみみみ PL/SQLでサポートされませんでサポートされませんでサポートされませんでサポートされません。。。。
原原原原因因因因 :  "N"文字リテラルが PL/SQLブロック内で使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PL/SQLブロックから "N"文字リテラルを除去してください。

PCC-01017: SQLCAとととと SQLCODE変数は両方一度に使用できません変数は両方一度に使用できません変数は両方一度に使用できません変数は両方一度に使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  SQLCAが組み込まれ、SQLCODE変数が宣言されました。SQLCODE変数に対
する参照はあいまいで COBOLコンパイラ・エラーを引き起こす可能性があるので、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 :  SQLCA変数または SQLCODE変数のいずれかを使用してください。
SQLCAの組込みまたは SQLCA変数宣言のいずれかを取り外してください。

PCC-01018: 変換バッファ・サイズが指定できるのは文字型だけです変換バッファ・サイズが指定できるのは文字型だけです変換バッファ・サイズが指定できるのは文字型だけです変換バッファ・サイズが指定できるのは文字型だけです。。。。
原原原原因因因因 :  CONVBUFSZ 句が EXEC SQL VAR 文で使用されましたが、変数が文字型ではあ
りません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC SQL VAR 文から CONVBUFSZ 句を削除してください。

PCC-01019: 変換バッファ・サイズが無効です変換バッファ・サイズが無効です変換バッファ・サイズが無効です変換バッファ・サイズが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  CONVBUFSZ 句に指定するサイズは、1-32765 の範囲内でなければなりません。
指定されたサイズが整数でないか、範囲外の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 :  1-32765 の範囲内の整数を指定してください。

PCC-01100: Pro*FORTRANを実行する権限がありませんを実行する権限がありませんを実行する権限がありませんを実行する権限がありません。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*FORTRANコンパイラを実行する権限またはライセンスが満了しました。

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。

原原原原因因因因 :  

PCC-01101: Pro*FORTRAN認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*FORTRANプリコンパイラを実行する権限、ライセンスがもうすぐ満了しま
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。

PCC-01102: ラベルが無効でラベルが無効でラベルが無効でラベルが無効ですすすす (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*FORTRANプリコンパイラは列 1から 6の無効な FORTRAN文ラベルを見
つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文ラベルを訂正するか、または除去してください。

PCC-01200: Pro*Cを実行する権限がありませんを実行する権限がありませんを実行する権限がありませんを実行する権限がありません。。。。
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原原原原因因因因 :  Pro*Cコンパイラを実行する権限またはライセンスが満了しました。

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。

PCC-01201: Pro*C認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*Cプリコンパイラを実行する権限、ライセンスがもうすぐ満了します。

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。

PCC-01202: 識別識別識別識別子子子子 :identがががが 31文字まで切捨てられました文字まで切捨てられました文字まで切捨てられました文字まで切捨てられました。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト識別子 (たとえばホスト変数など )がプリコンパイラの許可する最大長 (31
文字 )まで切捨てられました。

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。このメッセージは、情報メッセージにすぎません。

PCC-01300: Pro*PL/Iを実行する権限がありませんを実行する権限がありませんを実行する権限がありませんを実行する権限がありません。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*PL/Iコンパイラを実行する権限またはライセンスが満了しました。

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。

PCC-01301: Pro*PL/I認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*PL/Iプリコンパイラを実行する権限、ライセンスがもうすぐ満了します。

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。

PCC-01400: Pro*Pascalを実行する権限がありませんを実行する権限がありませんを実行する権限がありませんを実行する権限がありません。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*Pascalコンパイラを実行する権限またはライセンスが満了しました。

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。

PCC-01401: Pro*Pascal認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*Pascalプリコンパイラを実行する権限、ライセンスがもうすぐ満了します。

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。

PCC-01500: Pro*Adaを実行する権限がありませんを実行する権限がありませんを実行する権限がありませんを実行する権限がありません。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*Adaプリコンパイラを実行する権限またはライセンスが満了しました。

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。

PCC-01501: Pro*Ada認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します認可期間は間もなく満了します。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*Adaプリコンパイラを実行する権限、ライセンスがもうすぐ満了します。

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。

PCC-01510: nameにパッケージ、プロシージャ、または関数文が見つかりませんにパッケージ、プロシージャ、または関数文が見つかりませんにパッケージ、プロシージャ、または関数文が見つかりませんにパッケージ、プロシージャ、または関数文が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  すべての Adaソース・ファイルにはパッケージ、またはプロシージャ、関数文
がなければなりません。プリコンパイラは 1つも発見できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ソース・ファイルに適切な文を追加し、Pro*Ada を再実行してください。
2-30 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Oracleプリコンパイラ : Pro*COBOLリリース 2メッセージ : 00001 ～ 00603
PCC-01511: ファイファイファイファイルルルル nameのののの行行行行 numの識別子が、ファイの識別子が、ファイの識別子が、ファイの識別子が、ファイルルルル nameで生成されるコードよりで生成されるコードよりで生成されるコードよりで生成されるコードより
も長くなっていますも長くなっていますも長くなっていますも長くなっています。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト・プログラムで使用している識別子が長すぎるため、プリコンパイラで生
成するコード長がソース行で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 :  識別子を短くするか、または ORECLENオプションを使用して許可される行
の長さを増やしてください。

PCC-01512: ファイファイファイファイルルルル :nameへの無効への無効への無効への無効なななな EXEC SQL INCLUDEがありまがありまがありまがありますすすす (行行行行 :num ファイファイファイファイ
ルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL INCLUDE文は Pro*Adaで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 :  必要なソース・テキストを直接 Pro*Adaファイルに埋め込んでください。
「with」コンテキスト句を使用して、必要なパッケージを組み込んでください。

PCC-01513: FIPS警警警警告告告告 : データ型がサポートされていませデータ型がサポートされていませデータ型がサポートされていませデータ型がサポートされていませんんんん (行行行行 :num ファイファイファイファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。具体的には、
ANSI/ISO標準タイプ以外でホスト変数が宣言されました。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合は、ANSI/ISO標準
タイプだけを使用してください。

PCC-01515: FIPS 警警警警告告告告 : ファイファイファイファイルルルル nameのののの行行行行 numのホスト変数のホスト変数のホスト変数のホスト変数 hostvar が宣言されていませが宣言されていませが宣言されていませが宣言されていませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。具体的には、宣言
節外でホスト変数が宣言されました。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合は、宣言節内にホス
ト変数を宣言してください。

Oracleプリコンパイラ : Pro*COBOLリリース 2メッセージ : 00001 
～ 00603

コマンド行（オプション）メッセージ : 00001 ～ 00099
PCB-00001: text

原原原原因因因因 :  これはコマンド行プロセッサの一般的なエラー・メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表示されたエラーを訂正してください。

PCB-00002: コマンド行プロセッサで重大なエラーが見つかりましたコマンド行プロセッサで重大なエラーが見つかりましたコマンド行プロセッサで重大なエラーが見つかりましたコマンド行プロセッサで重大なエラーが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行プロセッサが重大な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 :  すべてのコマンド行オプションが正しく指定されていることを確認した後、
使用したすべてのオプションと構成ファイルの全アカウントを確認して、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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PCB-00003: 現現現現MODEオプションでオプションでオプションでオプションでのののの DBMS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 :  MODE={ANSI14|ANSI13}のときに DBMS=V7あるいは V8が指定されたか、
MODE=ANSIのときに DBMS=v6が指定されました。これらのオプション設定には互
換性がありません。DBMSオプションは Oracleプリコンパイラのリリース 1.5より前で
は無効であることに注意してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBMS=V7 または V8 では、MODE={ANSI14 | ANSI13} ではなく、
MODE={ANSI | ORACLE} を指定してください。DBMS=V6の場合は、MODE=ANSI
ではなくMODE={ANSI14|ANSI13|ORACLE}を指定してください。ただし、推奨値は
MODE=ORACLEです。

PCB-00004: UNSAFE_NULL=YESははははDBMS=V7またまたまたまたはははは V8§およおよおよおよびびびびMODE=ORACLEと共と共と共と共
に使用しなければなりませんに使用しなければなりませんに使用しなければなりませんに使用しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  UNSAFE_NULL=YESオプションが DBMS=V6または DBMS=NATIVE（デフォ
ルト）とともに使用されたか、またはMODE=ANSI/ANSI14/ANSI13とともに使用さ
れました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  UNSAFE_NULL=YESを使用する場合は、DBMS=V7または V8、および
MODE=ORACLE（デフォルト）を指定してください。または、UNSAFE_NULL=YES
を使用しないでください。

PCB-00005: オプションオプションオプションオプション NLS_LOCAL=YES では、コマンド行オプションでは、コマンド行オプションでは、コマンド行オプションでは、コマンド行オプション MODE=ANSI がががが
必要です必要です必要です必要です。。。。
原原原原因因因因 :  MODE=ANSIを指定しないで、プリコンパイラ・オプション NLS_LOCAL=YES
を使用しました。NLS_LOCAL=YESを使用する場合は、プリコンパイラ・オプション
MODE=ANSI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 :  NLS_LOCAL=YESの他に、プリコンパイラ・オプションMODE=ANSIを設
定するか、または NLS_LOCAL=YESは設定しないでください。

PCB-00006: ユーザユーザユーザユーザーーーー IDはははは SQLCHECK=FULLのときだけ使用されまのときだけ使用されまのときだけ使用されまのときだけ使用されますすすす §ユーザユーザユーザユーザーーーー IDは無は無は無は無
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 :  SQLCHECK={SYNTAX|NONE}のときに、USERIDオプションが指定されまし
た。これは不要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  USERID オプションは、SQLCHECK=SEMANTICS の場合にだけ指定してく
ださい。

PCB-00007: text
原原原原因因因因 :  これはコマンド行プロセッサの一般的なエラー・メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表示されたエラーを訂正してください。

PCB-00008: 埋込み埋込み埋込み埋込みのののの PL/SQLがあるときは、があるときは、があるときは、があるときは、SQLCHECK=SEMANTICS(FULL)でなけれでなけれでなけれでなけれ
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 :  SQLCHECK=SYNTAXまたは SQLCHECK=NONEオプションが有効なときにプ
リコンパイラが PL/SQLブロックを解析しようとしました。SQLCHECK=SEMANTICS
を指定している場合にだけ、PL/SQLブロックを解析できます。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PL/SQL ブロックを削除するか、SQLCHECK=SEMANTICS を指定してくだ
さい。

PCB-00009: EXEC SQL文の後で、文の後で、文の後で、文の後で、MAXLITERALの変更はできませんの変更はできませんの変更はできませんの変更はできません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL文または EXEC TOOLS文、EXEC IAF文の後のインライン EXEC 
ORACLE OPTION文でMAXLITERALオプションが使われました。これは許可されて
いません。

PCB-00010: EXEC ORACLE文で文で文で文でのののの SQLCHECK値はコマンド行での値を超えています値はコマンド行での値を超えています値はコマンド行での値を超えています値はコマンド行での値を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  SQLCHECKオプションがインラインで入力され、コマンド行に指定した（ある
いはデフォルトで受け入れられた）レベルよりも高いチェック・レベルが指定されまし
た。これは許可されていません。たとえば、コマンド行に
SQLCHECK={SYNTAX|LIMITED}を指定すると、SQLCHECK={SEMANTICS|FULL}
をインラインで指定できません。これは情報メッセージです。プリコンパイラはインラ
イン値を無視して処理を続けます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC ORACLE 文を訂正するか、コマンド行のチェック・レベルを低くして
ください。

PCB-00011: DBMS=V6はサポートされなくなりました。はサポートされなくなりました。はサポートされなくなりました。はサポートされなくなりました。DBMS=NATIVEが使われますが使われますが使われますが使われます。。。。
原原原原因因因因 :  V6との互換性はサポートされなくなりました。プリコンパイラは、
DBMS=NATIVEが指定されていたものとしてプリコンパイルします。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定した DBMSオプションの値を、V6から別の値に変更してください。

ファイル操作メッセージ : 00100 ～ 00199
PCB-00100: テンポラリ・ファイテンポラリ・ファイテンポラリ・ファイテンポラリ・ファイルルルル :name を再オープンできませんを再オープンできませんを再オープンできませんを再オープンできません。。。。

原原原原因因因因 :  プリコンパイラは一時ファイルをオープンできませんでした。次の原因が考えら
れます。

■ ファイルのアクセス権限が不十分である

■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である

■ オープンしているファイルが多すぎる

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているかどうか、そのファ
イルを他のユーザーがロックしていないかどうかを調べてください。また、十分なディ
スク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されていることも確認し
てください（システム管理者に問合せる）。

PCB-00101: システム構成ファイルがないか、またはオープンできませんシステム構成ファイルがないか、またはオープンできませんシステム構成ファイルがないか、またはオープンできませんシステム構成ファイルがないか、またはオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラがシステム構成ファイルをオープンできませんでした。システム
構成ファイルが存在しないか、ディレクトリが正しくありません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム構成ファイルが正しいディレクトリにあるかどうかを確認してくだ
さい。システム構成ファイルをどこに置くべきかを、Oracleインストレーション・マ
ニュアルで確認してください。希望するデフォルト・オプションを指定した PCBcob.cfg
の新しいコピーを適切なディレクトリに置いてください。

PCB-00102: 入力ファイル名の長さが最大長を超えています入力ファイル名の長さが最大長を超えています入力ファイル名の長さが最大長を超えています入力ファイル名の長さが最大長を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  指定したファイル名が最大の長さを超過しています。一部のオペレーティング・
システムではファイル名の最大長が決まっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各プラットフォームでファイル名に使用できる長さ以下のファイル名を使用
してください。

PCB-00103: リスト・ファイリスト・ファイリスト・ファイリスト・ファイルルルル :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 :  プリコンパイラが LNAMEプリコンパイラ・オプションで指定した入力ファイル
をオープンできませんでした。次のような原因が考えられます。

■ ファイル名の綴りが誤っている 

■ 指定したファイルが存在しない

■ 指定したファイルへの検索パスが誤っている

■ ファイルのアクセス権限が不十分である

■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である

■ オープンしているファイルが多すぎる

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、ファイルに対する検索パスが正しいかどうか
を確認してください。また、ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているか
どうか、そのファイルを他のユーザーがロックしていないかどうかを調べてください。
また、十分なディスク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されて
いることも確認してください（システム管理者に問合せる）。リスト・ファイルが必要
ない場合は、コマンド行に LTYPE=NONEを指定してください。

PCB-00104: 入力ファイ入力ファイ入力ファイ入力ファイルルルル :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 :  プリコンパイラが INAMEプリコンパイラ・オプションで指定した入力ファイル
をオープンできませんでした。次のような原因が考えられます。

■ ファイル名の綴りが誤っている

■ 指定したファイルが存在しない

■ 指定したファイルへの検索パスが誤っている

■ ファイルのアクセス権限が不十分である

■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である
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■ オープンしているファイルが多すぎる

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、ファイルに対する検索パスが正しいかどうか
確認してください。また、ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているかど
うか、そのファイルを他のユーザーがロックしていないかどうかを調べてください。ま
た、十分なディスク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されてい
ることも確認してください（システム管理者に問合せる）。

PCB-00105: インクルードされたファイルインクルードされたファイルインクルードされたファイルインクルードされたファイル名名名名 name が制が制が制が制限限限限 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 :  指定したファイル名が最大の長さを超過しています。一部のオペレーティング・
システムではファイル名の最大長が決まっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各プラットフォームでファイル名に使用できる長さ以下のファイル名を使用
してください。

PCB-00106: INCLUDEファイファイファイファイルルルル :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 :  プリコンパイラは内部的に使用するための一時ファイルをオープンできませんで
した。ディスク領域が不足しているか、オープンするファイルが多すぎるか、または出
力ディレクトリは読取り専用に保護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 :  十分なディスク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定さ
れていることも確認してください（システム管理者に問合せる）。

PCB-00107: 入力ファイ入力ファイ入力ファイ入力ファイルルルル :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 :  プリコンパイラが INAMEプリコンパイラ・オプションで指定した入力ファイル
をオープンできませんでした。次のような原因が考えられます。

■ ファイル名の綴りが誤っている

■ 指定したファイルが存在しない 

■ 指定したファイルへの検索パスが誤っている

■ ファイルのアクセス権限が不十分である

■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である

■ オープンしているファイルが多すぎる

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、ファイルに対する検索パスが正しいかどうか
を確認してください。また、ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているか
どうか、そのファイルを他のユーザーがロックしていないかどうかを調べてください。
また、十分なディスク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されて
いることも確認してください（システム管理者に問合せる）。

PCB-00108: リスト・ファイリスト・ファイリスト・ファイリスト・ファイルルルル :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 :  プリコンパイラが LNAMEプリコンパイラ・オプションで指定した入力ファイル
をオープンできませんでした。次のような原因が考えられます。
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■ ファイル名の綴りが誤っている

■ 指定したファイルが存在しない

■ 指定したファイルへの検索パスが誤っている

■ ファイルのアクセス権限が不十分である

■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である

■ オープンしているファイルが多すぎる

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、ファイルに対する検索パスが正しいかどうか
を確認してください。また、ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているか
どうか、そのファイルを他のユーザーがロックしていないかどうかを調べてください。
また、十分なディスク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されて
いることも確認してください（システム管理者に問合せる）。リスト・ファイルが必要
ない場合は、コマンド行に LTYPE=NONEを指定してください。

PCB-00109: 生成されたソース・ファイ生成されたソース・ファイ生成されたソース・ファイ生成されたソース・ファイルルルル :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 :  プリコンパイラが NAMEプリコンパイラ・オプションで指定した出力ファイル
をオープンできませんでした。次のような原因が考えられます。

■ ファイル名の綴りが誤っている

■ 指定したファイルが存在しない

■ 指定したファイルへの検索パスが誤っている

■ ファイルのアクセス権限が不十分である

■ 別のユーザーがそのファイルをロックしている

■ ディスク領域が不十分である

■ オープンしているファイルが多すぎる

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、ファイルに対する検索パスが正しいかどうか
を確認してください。また、ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているか
どうか、そのファイルを他のユーザーがロックしていないかどうかを調べてください。
また、十分なディスク領域があり、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されて
いることも確認してください（システム管理者に問合せる）。

PCB-00110: テンポラリ・ファイテンポラリ・ファイテンポラリ・ファイテンポラリ・ファイルルルル :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 :  プリコンパイラは一時的に使用するファイルをオープンできませんでした。次の
原因が考えられます。

■ ファイルのアクセス権限が不十分である

■ 同じ名前のファイルがすでに存在し、ロックされている
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■ ディスク領域が不十分である

■ オープンしているファイルが多すぎる

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルに対する十分なアクセス権限が付与されているかどうか、そのファ
イルをロックされていないかどうかを調べてください。また、十分なディスク領域があ
り、オープン・ファイルの制限が十分に高く設定されていることも確認してください
（システム管理者に問合せる）。

ホスト変数メッセージ : 00200 ～ 00299
PCB-00200: PIC Nまたまたまたまたはははは PIC G変変変変数数数数 name は同値化できませんは同値化できませんは同値化できませんは同値化できません。。。。

原原原原因因因因 :  PIC N 変数または暗黙の VARCHARグループ項目 (基本項目として PIC N を使
用 ) が EXEC SQL VAR文で使用されました。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 :  EXEC SQL VAR文で PIC N変数を使用しないでください。EXEC SQL VAR
文で PIC N変数を使用しないでください。EXEC SQL VAR文を使用して Oracleの型と
等価にする場合は、PIC N変数ではなく PIC X変数を使用してください。

PCB-00201: 標識変標識変標識変標識変数数数数 :name はグループ項目ではありませんはグループ項目ではありませんはグループ項目ではありませんはグループ項目ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数は表を含むグループ項目です。この種類のホスト変数とともに使用す
る標識変数は、グループ項目ホスト変数の表と対応する標識の表のグループ項目でなけ
ればなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  標識変数を標識表のグループ項目になるように変更してください。

PCB-00202: 標識変標識変標識変標識変数数数数 :name はグループ項目または配列ではありませんはグループ項目または配列ではありませんはグループ項目または配列ではありませんはグループ項目または配列ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数はグループ項目です。この種類のホスト変数とともに使用する標識変
数は、標識変数の表またはグループ項目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 :  グループ項目または標識変数の表を使用してください。

PCB-00203: ネストされたグループ項ネストされたグループ項ネストされたグループ項ネストされたグループ項目目目目 :name 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 :  ホスト変数として使用されている変数は、それ自体が他のグループ項目を含むグ
ループ項目です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホスト変数として使用されているグループ項目からすべてのグループ項目を
削除してください。

PCB-00204: ネストされたグループ項目ネストされたグループ項目ネストされたグループ項目ネストされたグループ項目はははは INTOまたまたまたまたはははは VALUES句以外で使用できません句以外で使用できません句以外で使用できません句以外で使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  グループ項目ホスト変数が INTOまたは VALUES句以外で使用されました。グ
ループ項目ホスト変数は、INTOまたは VALUE句内でだけ使用できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  グループ項目ホスト変数を INTOまたは VALUES句以外で使用しないでく
ださい。

PCB-00205: NLS_LOCAL=YESのとき、のとき、のとき、のとき、PL/SQLでででで PIC Nまたまたまたまたはははは PIC G変数は使用できま変数は使用できま変数は使用できま変数は使用できま
せんせんせんせん。。。。
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原原原原因因因因 :  プリコンパイラ・オプション NLS_LOCAL=YESが使用されているときに、埋込
み PL/SQLブロックで PIC Nまたは PIC G変数が使用されました。この状況では PIC 
Nまたは PIC G変数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 :  PL/SQL ブロック内に PIC N または PIC G 変数を使用しないでください。
プリコンパイラ・オプション NLS_LOCAL=NO を使用してください。

PCB-00206: NLS_LOCAL=YESのとき、のとき、のとき、のとき、PL/SQLで引用符リテラルで引用符リテラルで引用符リテラルで引用符リテラルのののの N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 :  ¥"N¥"リテラル（フォーム N'...'のリテラル）が PL/SQLブロック内で使われま
したが、プリコンパイラ・オプション NLS_LOCAL=YESも使われています。この状況
では Nリテラル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 :  通常のリテラル (¥"N¥"のないリテラル )を PL/SQLブロック内で使用する
か、プリコンパイラ・オプション NLS_LOCAL=NO を使用してください。

PCB-00207: NLS_LOCAL=YESのとき、のとき、のとき、のとき、PIC Nまたまたまたまたはははは PIC G配列変数は使用できません配列変数は使用できません配列変数は使用できません配列変数は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  OCCURS句を使用して、PIC N変数が宣言されました。NLS_LOCAL=YESのと
き、PIC N変数の表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 :  OCCURS 句を使用せず PIC N 変数を宣言してください。または、SQL文で
PIC N 変数を使用しないでください。

PCB-00208: ホスト変ホスト変ホスト変ホスト変数数数数 :name の型が正しくありませんの型が正しくありませんの型が正しくありませんの型が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  宣言節内にホスト変数を定義するために使用しているホスト言語の構文に誤りが
あります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文および綴りを調べ、宣言を修正します。

PCB-00209: ホスト変ホスト変ホスト変ホスト変数数数数 :name に対して位取りはサポートされていませんに対して位取りはサポートされていませんに対して位取りはサポートされていませんに対して位取りはサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文または埋込み PL/SQLブロックで位取りをサポートしていない形式の変
数が使用されました。次の形式は位取りをサポートしていません。
PIC S9(n) COMP 
PIC S9(n) COMP-4 
PIC S9(n) COMP-5 
PIC S9(n) BINARY 
PIC 9(n) COMP

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  位取りを削除するか、位取りをサポートするデータ型を使用してください。

PCB-00210: PIC Gおよおよおよおよびびびび PIC N変変変変数数数数 :name ででででははははDISPLAY-1だけ可能ですだけ可能ですだけ可能ですだけ可能です。。。。
原原原原因因因因 :  USAGE句で DISPLAY-1を指定し、PICTURE句で PIC Gまたは PIC Nを指定し
ないで宣言された変数が、SQL文で使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DISPLAY-1を DISPLAYに置き換えるか、PICTURE句を PIC Nまたは PIC 
Gを使用するように変更してください。

PCB-00211: VARYINGはははは PIC Nまたまたまたまたはははは PIC G PICTURE句句句句 :text でサポートされていませでサポートされていませでサポートされていませでサポートされていませ
んんんん。。。。
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原原原原因因因因 :  キーワード VARYINGが PIC N変数宣言で使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数宣言からキーワード VARYINGを除去してください。PIC N VARCHAR
変数を宣言する場合は、次の例にあるように、プリコンパイラ・オプション
VARCHAR=YESを指定して、変数を暗黙の VARCHARグループ項目として宣言してく
ださい。

EXEC SQL BEGIN 
DECLARE SECTION END-EXEC. 
    ... 
           01 ENAME. 
               05 ENAME-LEN PIC S9(4) COMP.
           05 ENAME-ARR PIC N(20).  
...
EXEC SQL END DECLARE 
SECTION END-EXEC.

PCB-00212: PICTURE句はホスト変句はホスト変句はホスト変句はホスト変数数数数 :name 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 :  COMP-1または COMP-2変数の宣言で PIC句が使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数宣言から PIC句を除去してください。

PCB-00213: SYNCHRONIZED句はホスト変句はホスト変句はホスト変句はホスト変数数数数 :name 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 :  ホスト変数として使用されている変数を宣言するときに、SYNC句が使用されま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数宣言から SYNC句を除去してください。

PCB-00214: JUSTIFIED句はホスト変句はホスト変句はホスト変句はホスト変数数数数 :name 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 :  ホスト変数として使用されている変数を宣言するときに、JUST句が使用されま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数宣言から JUST句を除去してください。

PCB-00215: OCCURS TO TIMES句はホスト変句はホスト変句はホスト変句はホスト変数数数数 :name 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 :  ホスト変数として使用されている変数を宣言するときに、TO TIMES副次句を指
定した OCCURS句が使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数宣言から TO TIMES副次句を除去してください。

PCB-00216: OCCURS ASCENDING/DESCENDINGはははは name 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 :  ホスト変数として使用されている変数を宣言するときに、ASCENDINGまたは
DESCENDING KEY IS副次句を指定した OCCURS句が使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数宣言から ASCENDINGまたは DESCENDING KEY IS副次句を除去して
ください。

PCB-00217: OCCURS INDEXED句はホスト変句はホスト変句はホスト変句はホスト変数数数数 :name 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。。。。
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原原原原因因因因 :  SQL文または埋込み PL/SQLブロックで、OCCURS INDEXED句を指定して宣
言した変数が使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数宣言から OCCURS INDEXED句を除去してください。

PCB-00218: RENAMES句はホスト変句はホスト変句はホスト変句はホスト変数数数数 :name 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 :  ホスト変数として使用されている変数を宣言するときに、RENAMES句が使用さ
れました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RENAMES句を使用しないでホスト変数を再び宣言してください。

PCB-00219: EXEC SQL VAR文で指定したサイズは無効です文で指定したサイズは無効です文で指定したサイズは無効です文で指定したサイズは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたデータ型に無効なサイズが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された型に有効なサイズを指定してください。

PCB-00220: EXEC SQL VAR文で指定した位取りは無効です文で指定した位取りは無効です文で指定した位取りは無効です文で指定した位取りは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたデータ型に無効な位取りが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された型に有効な位取りを指定してください。

PCB-00223: 変変変変数数数数 name が宣言されていませんが宣言されていませんが宣言されていませんが宣言されていません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文で使用している変数が宣言節内で宣言されていないか、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 :  変数の宣言を追加するかまたは修正します。

PCB-00224: 変変変変数数数数 :name への参照が不明瞭ですへの参照が不明瞭ですへの参照が不明瞭ですへの参照が不明瞭です。。。。
原原原原因因因因 :  同じ名前の変数が複数個あり、指定された修飾子がどの変数を参照するのか判別
するのに不十分です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数参照で明確な修飾子を使用してください。

PCB-00225: SQL識別識別識別識別子子子子 :name が宣言されていませんが宣言されていませんが宣言されていませんが宣言されていません。。。。
原原原原因因因因 :  記述子、文、カーソルの名称を宣言していないか、またはその綴りが間違ってい
ます。あるいは、別のタイプの SQL識別子として宣言されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  記述子、文、カーソルの宣言を追加するかまたは修正します。

PCB-00226: SQL 識別子識別子識別子識別子 name はすでに定義されていますはすでに定義されていますはすでに定義されていますはすでに定義されています。。。。
原原原原因因因因 :  SQL識別子（カーソル名、文名など）がすでに別の方法で定義されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL識別子は再定義しないでください。別の名前を使用してください。

PCB-00227: 標識変標識変標識変標識変数数数数 :name が宣言されていませんが宣言されていませんが宣言されていませんが宣言されていません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文で使用している標識変数が宣言節内で宣言されていないか、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 :  標識変数の宣言を追加するかまたは修正します。
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PCB-00228: グループ項目変グループ項目変グループ項目変グループ項目変数数数数 :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 :  SQL文で使えないグループ項目変数が使われたか、名前の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 :  グループ項目変数の宣言または SQL文での使用を修正してください。

PCB-00229: 標識変標識変標識変標識変数数数数 :nameの型または長さが誤りですの型または長さが誤りですの型または長さが誤りですの型または長さが誤りです。。。。
原原原原因因因因 :  標識変数を宣言節内で 2バイト整数として宣言していません。標識変数は 2バイ
トの整数として定義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 :  標識変数は 2バイトの整数として再定義します。

PCB-00230: 標識配列のサイズが、ホスト変数よりも小さくなっています標識配列のサイズが、ホスト変数よりも小さくなっています標識配列のサイズが、ホスト変数よりも小さくなっています標識配列のサイズが、ホスト変数よりも小さくなっています。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数配列が、より小さいディメンションで宣言された標識配列とともに使
用されました。次に例を示します。

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION END-EXEC.
01 EMP-NUM OCCURS 4 TIMES PIC S9(4) COMP.
01 EMP-NUM-IND OCCURS 2 TIMES PIC S9(4) COMP.
EXEC SQL END DECLARE SECTION END-EXEC.
...
SELECT ... INTO EMP-NUM:EMP-NUM-IND ...
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  標識配列のサイズを大きくしてください。

PCB-00231: ホスト変数と標識変数に同じ名前を付けることはできませんホスト変数と標識変数に同じ名前を付けることはできませんホスト変数と標識変数に同じ名前を付けることはできませんホスト変数と標識変数に同じ名前を付けることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  1つの EXEC SQL文内で、標識変数の名称がホスト変数の名称と同一です。ホス
ト変数の名称とそれに対応付けた標識変数の名称は異なっていなければなりません。さ
らに、標識変数はホスト変数としては使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホストまたは標識変数の名称を変更してください。

PCB-00232: SELECT文では表を入力バインド変数として使用できません文では表を入力バインド変数として使用できません文では表を入力バインド変数として使用できません文では表を入力バインド変数として使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト表を SELECT-INTO文のWHERE句内または SELECT-INTO文の SELECT
リストで使用しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表を使用しないように SELECT文を訂正するか、またはカーソルを使用して
ください。

PCB-00233: INTO/USING句の表サイズが一致しません。最小句の表サイズが一致しません。最小句の表サイズが一致しません。最小句の表サイズが一致しません。最小値値値値 : num
原原原原因因因因 :  INTO/USING句内の表変数のサイズが処理された行数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 :  最低でも表示された最小サイズを持つように INTO/USING句内のすべての
表変数を宣言します。

PCB-00234: FOR句の変句の変句の変句の変数数数数 :nameの型が無効ですの型が無効ですの型が無効ですの型が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  FOR句内のカウント変数のデータ型に誤りがあります。このデータ型は数値型ま
たは LONG型（あるいは数値型または LONG型と互換性のあるもの）でなければなり
ません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  宣言を調べて、カウント変数のデータ型が NUMBER または LONG (あるい
は、互換性のある Oracle またはホスト言語データ型 ) かどうかを確認してください。

FIPS フラグ・メッセージ : 00300 ～ 00399
PCB-00300: ホスト変数のデータ型ホスト変数のデータ型ホスト変数のデータ型ホスト変数のデータ型はははは ANSI:nameでサポートされていませんでサポートされていませんでサポートされていませんでサポートされていません。。。。

原原原原因因因因 :  ANSI/ISO標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、VARCHARなど
のポインタまたは非準拠データ型が使用されました。たとえば、違反しているコードは
次のような形をしています。

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION END-EXEC.
           01 USERNAME PIC X(10) VARYING
           EXEC SQL END DECLARE SECTION END
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。

PCB-00301: 非非非非 ANSI機能の使用は、機能の使用は、機能の使用は、機能の使用は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、非 ANSI機
能が使用されました。この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによっ
て発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合は、この機能を使用
しないでください。

PCB-00302: この文この文この文この文はははは ANSIではサポートされませんではサポートされませんではサポートされませんではサポートされません。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、PREPAREな
どの非準拠 SQL文が使用されました。たとえば、違反しているコードは次のような形
をしています。

EXEC SQL PREPARE sql_statement FROM :HV END-EXEC.
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、非準拠文を使用し
ないようにします。

PCB-00303: 動動動動的的的的 SQLとととと PL/SQLはははは ANSI SQLに対すに対すに対すに対するるるるOracleの拡張機能ですの拡張機能ですの拡張機能ですの拡張機能です。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、動的 SQLま
たは埋込み PL/SQLが使用されました。たとえば、違反しているコードは次のような形
をしています。

EXEC SQL EXECUTE
          BEGIN
              SELECT 
... 
 END;
 END-EXEC.
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。
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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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、動的 SQLまたは
埋込み PL/SQLを使用しないようにします。

PCB-00304: WHENEVER文に対し文に対し文に対し文に対してててて Oracle拡張機能が使用されました拡張機能が使用されました拡張機能が使用されました拡張機能が使用されました。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、
NOTFOUND、STOP、RAISE、または DOなどの非準拠キーワードがWHENEVER文
に使用されました。（ただし、NOT FOUNDは ANSI準拠です。） たとえば、違反してい
るコードは次のような形をしています。

EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP END-EXEC.
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、非準拠キーワード
を使用しないようにします。

PCB-00305: COMMIT文文文文とととと ROLLBACK文に対し文に対し文に対し文に対しててててOracle拡張機能が使用されました拡張機能が使用されました拡張機能が使用されました拡張機能が使用されました。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、パラメータ
RELEASEまたは COMMIT、FORCEが COMMITまたは ROLLBACK文で使用されま
した。たとえば、違反しているコードは次のような形をしています。

EXEC SQL ROLLBACK RELEASE END-EXEC.
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、非準拠パラメータ
を使用しないようにします。

PCB-00306: CREATE FUNCTION/PROCEDURE/PACKAGE/TRIGGERはははは Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能
のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に次のいずれか
の文が使用されました。

■ CREATE FUNCTION

■ CREATE PROCEDURE

■ CREATE PACKAGE

■ CREATE TRIGGER

この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合は、これらの文を使
用しないでください。

PCB-00307: DROP TABLE文は、文は、文は、文は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、DROP 
TABLE文が使用されました。この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラ
ガーによって発行されます。
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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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、DROP文を使用し
ないようにします。

PCB-00308: FOR句句句句はははは Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、FOR句が配
列処理 SQL文で使用されました。たとえば、違反しているコードは次のような形をし
ています。

EXEC SQL FOR :limit INSERT INTO EMP (EMPNO, JOB, DEPTNO) 
VALUES (:emp_number, :job_title, :dept_number) END-EXEC
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、FOR句を使用しな
いようにします。

PCB-00309: CONNECT 文は、文は、文は、文は、Oracle のインプリメンテーションに依存しますのインプリメンテーションに依存しますのインプリメンテーションに依存しますのインプリメンテーションに依存します。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、Oracleへの
ログオンに CONNECT文が使用されました。たとえば、違反しているコードは次のよ
うな形をしています。

EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password END-EXEC. 
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、CONNECT文を使
用せずに AUTO_CONNECTコマンド行オプションを指定してください。

PCB-00310: AT句句句句はははは Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、SQL文で AT 
<db_name>句が使用されました。たとえば、違反しているコードは次のような形をし
ています。

EXEC SQL AT oracle3 COMMIT RELEASE END-EXEC. 
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、AT<db_name>句
を使用しないようにします。

PCB-00311: データ型の同値化は、データ型の同値化は、データ型の同値化は、データ型の同値化は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、EXEC SQL 
VAR文が使用されました。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、EXEC EXEC SQL 
VAR文を使用しないようにします。

PCB-00312: ここにはキーワーここにはキーワーここにはキーワーここにはキーワードドドドWORKが必要でが必要でが必要でが必要ですすすす (ANSI)。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、キーワード
WORKが COMMITまたは ROLLBACK文で使用されました。たとえば、違反している
コードは次のような形をしています。
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EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE END-EXEC.
この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、キーワード
WORKを使用しないようにします。

PCB-00313: TO SAVEPOINT句は、句は、句は、句は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、TO 
SAVEPOINT <save_id>句が ROLLBACK文で使用されました。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、TO SAVEPOINT
句を使用しないようにします。

PCB-00314: DECLARE DATABASE文は、文は、文は、文は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、DECLARE 
DATABASE文が使用されました。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、この文を使用しな
いようにします。

PCB-00315: DECLARE TABLE文は、文は、文は、文は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、DECLARE 
TABLE文が使用されました。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、この文を使用しな
いようにします。

PCB-00316: SQL FORMS文は、文は、文は、文は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、次のいずれ
かの文が使用されました。

■ EXEC IAF GET

■ EXEC IAF PUT

■ EXEC TOOLS GET

■ EXEC TOOLS SET

この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合は、これらの文を使
用しないでください。

PCB-00317: グループ項目のホスト変数は、グループ項目のホスト変数は、グループ項目のホスト変数は、グループ項目のホスト変数は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、ホスト変数
としてグループ項目の変数が使用されました。この情報メッセージは、FIPS=YESのと
きに FIPSフラガーによって発行されます。
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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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、グループ項目をホ
スト変数として使用しないようにします。

PCB-00318: ARRAYLENは、は、は、は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、ARRAYLEN 
文が使用されました。この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラガーによっ
て発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、この文を使用しな
いようにします。

PCB-00319: EXEC ORACLE文は、文は、文は、文は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、EXEC 
ORACLE 文が使用されました。この情報メッセージは、FIPS=YESのときに FIPSフラ
ガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、この文を使用しな
いようにします。

PCB-00320: VARYINGホスト変ホスト変ホスト変ホスト変数数数数 :nameは、は、は、は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、VARYING 
型で宣言された変数が SQL文に使用されました。この情報メッセージは、FIPS=YESの
ときに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、この文を使用しな
いようにします。

PCB-00321: 暗黙暗黙暗黙暗黙のののの VARCHARホスト変数は、ホスト変数は、ホスト変数は、ホスト変数は、Oracle拡張機能拡張機能拡張機能拡張機能のののの 1つですつですつですつです。。。。
原原原原因因因因 :  ANSI/ISO SQL標準への Oracle拡張機能が使用されました。特に、暗示的な 
VARCHAR 変数が SQL文で使用されました。この情報メッセージは、FIPS=YESのと
きに FIPSフラガーによって発行されます。

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。ただし、ANSI/ISO準拠の場合、この文を使用しな
いようにします。

トークン化機能または解析機能メッセージ : 00400 ～ 00499
PCB-00400: text

原原原原因因因因 :  一般的なトークン化機能エラーが発見されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な処置を行い、示されたエラーを修正してください。

PCB-00401: 文字列が正しく終了していません文字列が正しく終了していません文字列が正しく終了していません文字列が正しく終了していません。。。。
原原原原因因因因 :  文字列が適切な引用符またはアポストロフィで文字列が終了していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文字列が正しく終了していること、および行継続の構文が正しいことを確認
してください。
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PCB-00402: 擬似テキストが正しく終了していません擬似テキストが正しく終了していません擬似テキストが正しく終了していません擬似テキストが正しく終了していません。。。。
原原原原因因因因 :  擬似テキストのブロックが、"=="で正しく終了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 :  適切な位置に "=="を付けて擬似テキストを終了してください。

PCB-00403: 領領領領域域域域 Aでででで EXEC文を始めることはできません文を始めることはできません文を始めることはできません文を始めることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC文が領域 A（列 12より前）で始まっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC文を右に移動し、領域 B（列 12以降）で始まるようにしてください。

スレッド・メッセージ : 00500 ～ 00524
PCB-00500: EXEC SQL CONTEXT USE文が見つかりません文が見つかりません文が見つかりません文が見つかりません。。。。

原原原原因因因因 :  EXEC SQL CONTEXT USE文が検出されず、オプション THREADS=yes が要求
されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要なコンテキスト変数 (型 sql_contextの ) が、実行可能な SQL文の前で
宣言および割振り、使用されているか確認してください。

PCB-00501: ランタイム・コンテキスト変数ランタイム・コンテキスト変数ランタイム・コンテキスト変数ランタイム・コンテキスト変数 name の型が正しくありませんの型が正しくありませんの型が正しくありませんの型が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL CONTEXT USE文で参照されるランタイム・コンテキスト変数の型が
sql_contextではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  sql_context 型のランタイム・コンテキスト変数を宣言してください。

PCB-00502: この文この文この文この文はははは THRAEDS=YESの場合にのみ使用できますの場合にのみ使用できますの場合にのみ使用できますの場合にのみ使用できます。。。。
原原原原因因因因 :  THREADSオプションが NOと設定されているにもかかわらず、EXEC SQL 
ENABLE THREADSまたは EXEC SQL CONTEXT文の 1つが使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オプション THREADS=YESを指定するか、またはソース・コードから
EXEC ENABLE THREADS文または EXEC SQL CONTEXT 文を除去してください。

結果セット・カーソル・メッセージ : 00525 ～ 00549
PCB-00525: AT句はここでは使用できません句はここでは使用できません句はここでは使用できません句はここでは使用できません。。。。

原原原原因因因因 :  明示的 AT句が ALLOCATE文、または FETCH/CLOSE文（SQL_CURSOR宣言
を使用）とともに使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  AT句の指定を削除してください。

その他のメッセージ : 00550 ～ 00574
PCB-00550: nameでででではははは ORACLEにログオンできません。にログオンできません。にログオンできません。にログオンできません。ORACLE エラー番エラー番エラー番エラー番号号号号 : num

原原原原因因因因 :  プリコンパイラは指定されたユーザー名およびパスワードで ORACLEへログオ
ンできませんでした。ログオンしようとしたときに、示された番号の 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 :  示された Oracleデータベースのエラー・メッセージを探して、適切な処置
を行ってください。
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PCB-00551: SQLCAはすでに挿入されていますはすでに挿入されていますはすでに挿入されていますはすでに挿入されています。。。。
原原原原因因因因 :  SQLCAがすでに組み込まれた後で、プリコンパイラは SQLCA文 の組込みを検
出しました。SQLCAは一度しか組み込めません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複した組込み SQLCA 文を削除してください。

PCB-00552: SQLCAとととと SQLCODE変数は両方一度に使用できません変数は両方一度に使用できません変数は両方一度に使用できません変数は両方一度に使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  SQLCAが組み込まれ、SQLCODE変数が宣言されました。SQLCODE変数に対
する参照はあいまいで COBOLコンパイラ・エラーを引き起こす可能性があるので、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 :  SQLCA変数または SQLCODE変数のいずれかを使用してください。
SQLCAの組込みまたは SQLCA変数宣言のいずれかを取り外してください。

PCB-00553: FOR句は、句は、句は、句は、SELECT文で使用できません文で使用できません文で使用できません文で使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  FOR句が SELECT文とともに使用されました。これは許可されません。なぜな
ら、SELECTの実行で最後のループから戻されたデータが、前のループで戻されたデー
タを上書きするからです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECT 文から FOR 句を削除して、ホスト言語構造体を使用し、繰り返し 
SELECT 文を実行してください。

PCB-00554: mode=ANSIととととWHENEVER SQLWARNINGが指定されている場合が指定されている場合が指定されている場合が指定されている場合はははは EXEC 
SQL INCLUDE SQLCAを実行しなければなりませんを実行しなければなりませんを実行しなければなりませんを実行しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  MODE={ANSI|ANSI14}の場合に、SQLCAを指定宣言しないで WHENEVER 
SQLWARNING文を使用しようとしました。MODE={ANSI|ANSI14}の場合には、
SQLCAの宣言は任意ですが、WHENEVER SQLWARNING文を使用するには、
SQLCAを宣言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 :  プログラムから WHENEVER SQLWARNING 文をすべて削除するか、
SQLCA を明示的にコーディングして宣言するか、INCLUDE 文でプログラムにコピー
してください。

PCB-00555: WHERE CURRENT OF で定義されたカーソルにで定義されたカーソルにで定義されたカーソルにで定義されたカーソルに FOR UPDATE 句句句句がありませがありませがありませがありませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  mode=ORACLEの場合、WHERE CURRENT OF句で定義されたカーソルには
FOR UPDATE句が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 :  カーソル定義を書き直してください。

PCB-00556: 回復不能なエラー。前のエラーを修正して再プリコンパイルしてください回復不能なエラー。前のエラーを修正して再プリコンパイルしてください回復不能なエラー。前のエラーを修正して再プリコンパイルしてください回復不能なエラー。前のエラーを修正して再プリコンパイルしてください。。。。
原原原原因因因因 :  致命的な解析エラーまたはトークン・スタック・オーバフロが検出されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解析エラーの原因となっている構文エラーを修正してください。

PCB-00557: USING句は、句は、句は、句は、PREPAREされたの動的な文でのみ使用できますされたの動的な文でのみ使用できますされたの動的な文でのみ使用できますされたの動的な文でのみ使用できます。。。。
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原原原原因因因因 :  OPEN カーソル文で USING句が使用され、カーソル宣言が PREPAREされた文
に対するものでなかったため、重大な意味エラーが発生しました。正しい順序は、次の
とおりです。

EXEC SQL prepare sv from :sel_stmt END-EXEC
EXEC SQL declare csv cursor for sv END-EXEC
EXEC SQL open csv USING :hv1, :hv2 END-EXEC
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文と DECLARE CURSOR文で PREPARE 文を使用してください。

PCB-00558: 意味処理中に回復不能なエラーが見つかりました意味処理中に回復不能なエラーが見つかりました意味処理中に回復不能なエラーが見つかりました意味処理中に回復不能なエラーが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL VAR文で許容できない SQL型などの重大な意味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 :  EXEC SQL VAR文で正しい SQL型を指定するか、または重大エラーの原因
となっている問題を修正してください。

PL/SQL(ARRAYLENを含む）メッセージ : 00575 ～ 00599
PCB-00575: PLS-num: text

原原原原因因因因 :  示された PL/SQL エラー・メッセージからエラー条件を調べてください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表示されている PL/SQLエラー・メッセージを参照して、SQL文または埋
込み PL/SQLブロックを訂正してください。

PCB-00576: PLS-num: text
原原原原因因因因 :  埋込み SQL文または PL/SQLブロックで、プリコンパイラがエラーを検出しま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表示されている PL/SQLエラー・メッセージを参照して、SQL文または埋
込み PL/SQLブロックを訂正してください。

PCB-00577: ARRAYLENはははは SQLバインド配列と一緒に使用できませんバインド配列と一緒に使用できませんバインド配列と一緒に使用できませんバインド配列と一緒に使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ARRAYLENは PL/SQL配列でだけ有効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な配列型を使用してください。

PCB-00578: 変変変変数数数数 :nameは配列である必要がありますは配列である必要がありますは配列である必要がありますは配列である必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  ARRAYLEN文に、以前宣言したホスト配列の名前が指定されませんでした。
ARRAYLEN文での最初のホスト変数は表でなくてはなりません。2番目のホスト変数
は配列を指定し、これは 4バイトの整数でなければなりません。正しい構文は次のとお
りです。

EXEC SQL ARRAYLEN host_table (dimension) END-EXEC. 
ARRAYLEN 文は、ホスト配列とおよび要素数の宣言よりの後ろに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 :  ARRAYLEN文の両方の識別子の綴りを確認してください。必要に応じて、
欠落しているホスト配列名を指定します。

PCB-00579: nameに対すに対すに対すに対するるるる ARRAYLEN文の長さの変数型が無効です文の長さの変数型が無効です文の長さの変数型が無効です文の長さの変数型が無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  ARRAYLEN文に有効な表の要素数が指定されませんでした。表の要素数は、リ
テラルや式ではなく、以前に宣言した 4バイトの整数型ホスト変数を使用して指定しな
ければなりません。たとえば、違反しているコードは次のような形をしています。

EXEC SQL ARRAYLEN ename_array (25) END-EXEC -- illegal dimension
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な表の要素数を指定してください。ARRAYLEN文で使用する場合は、
必要に応じて、4バイトの整数型ホスト変数を宣言してください。

PCB-00580: 以前に使用したホスト変以前に使用したホスト変以前に使用したホスト変以前に使用したホスト変数数数数 :nameでは異なる識別子が使用されていますでは異なる識別子が使用されていますでは異なる識別子が使用されていますでは異なる識別子が使用されています。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQL 文内で、ホスト変数に異なる 2つの標識変数が使用されているか、イン
スタンスのある標識変数とインスタンスのない標識変数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 :  ホスト変数に対する参照をすべて変更して、すべてのホスト変数が同じ標識
変数を使用するか、あるいはまたはをまったく使用しないように設定してください。

PCB-00581: nameは、ホスト変数と識別子の両方で使用されましたは、ホスト変数と識別子の両方で使用されましたは、ホスト変数と識別子の両方で使用されましたは、ホスト変数と識別子の両方で使用されました。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQL 文内で、同じ変数がホスト変数と標識変数の両方として使用されていま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホスト変数と標識変数とに別々の変数を使用してください。

EXEC TOOLSメッセージ : 00600 ～ 00624
PCB-00600: EXEC IAF文では標識は許可されていません文では標識は許可されていません文では標識は許可されていません文では標識は許可されていません。。。。

原原原原因因因因 :  ホスト変数と対応付けられている標識変数を、ユーザー・イグジットの EXEC 
IAF文（GETや PUTなど）で使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  標識変数を排除してください。可能であれば（たとえば Forms V4などのよ
うに）、EXEC TOOLS文を使用してください。同文では、標識変数を許可しています。
EXEC IAF文および EXEC TOOLS文の詳細は、『Oracleプリコンパイラ・プログラマー
ズ・ガイド』を参照してください。

PCB-00601: EXEC TOOLSホスト変数コンテキスト名ホスト変数コンテキスト名ホスト変数コンテキスト名ホスト変数コンテキスト名がががが char型ではありません型ではありません型ではありません型ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC TOOLS GET CONTEXT文または EXEC TOOLS SET CONTEXT文にコン
テキスト名を定義するのにホスト変数が使用される場合は、そのホスト変数は文字タイ
プ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 :  文字型のホスト変数に対してコンテキスト名を宣言してください。

PCB-00602: EXEC TOOLSホスト・ポインタ変数はポインタではありませんホスト・ポインタ変数はポインタではありませんホスト・ポインタ変数はポインタではありませんホスト・ポインタ変数はポインタではありません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC TOOLSコンテキストを指定するホスト変数はポインタ型でなければなり
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ポインタ型のコンテキスト・ホスト変数を宣言してください。

PCB-00603: EXEC TOOLS MESSAGE ホスト変数がホスト変数がホスト変数がホスト変数が char 型ではありません型ではありません型ではありません型ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC TOOLS MESSAGE文にメッセージを定義するのにホスト変数が使用され
る場合は、そのホスト変数は文字タイプで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 :  文字型のホスト変数に対してメッセージを宣言してください。

PCB-00901: Pro*COBOLの内部エラー条件が検出されました（コーの内部エラー条件が検出されました（コーの内部エラー条件が検出されました（コーの内部エラー条件が検出されました（コードドドド =num））））。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOLは、内部データ構造に異常条件を検出しました。このエラー・メッ
セージは、通常は生成されてはならないものです。技術サポートに連絡して、エラーを
報告してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  報告されている他のエラーを修正してください。それでも内部エラーが存在
する場合は、条件が検出されたソース・コード部分を調べて、なんらかの方法で変更を
試みてください。おそらく、これによって内部エラー条件が減ります。

PCB-00902: メッセージ・ファイルを読み込めません。機能メッセージ・ファイルを読み込めません。機能メッセージ・ファイルを読み込めません。機能メッセージ・ファイルを読み込めません。機能はははは PCBですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOLは、メッセージ・テキストが入ったメッセージ・ファイルにアクセ
スできませんでした。おそらく、このファイルは壊れています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Pro*COBOLメッセージ・ファイルの再インストールについては、技術サ
ポートに問合せてください。

PCB-00903: Pro*COBOLが解析機能を初期化できませんが解析機能を初期化できませんが解析機能を初期化できませんが解析機能を初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*COBOLは、メッセージ・テキストが入ったメッセージ・ファイルにアクセ
スできませんでした。おそらく、このファイルは壊れています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Pro*COBOLメッセージ・ファイルの再インストールについては、技術サ
ポートに問い合せてください。

Oracleプリコンパイラ : Pro*C/C++リリース 3.0メッセージ : 02010 ～ 02400
PCC-02010: 文字列リテラルの走査中にファイルの終わりが見つかりました文字列リテラルの走査中にファイルの終わりが見つかりました文字列リテラルの走査中にファイルの終わりが見つかりました文字列リテラルの走査中にファイルの終わりが見つかりました。。。。

原原原原因因因因 :  SQL文の文字列は引用符で区切る必要がありますが、正しく終了されていませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべての文字列が区切られていることを確かめてください。

PCC-02011: 128文字以上の識別子が見つかりました（切捨てられました文字以上の識別子が見つかりました（切捨てられました文字以上の識別子が見つかりました（切捨てられました文字以上の識別子が見つかりました（切捨てられました））））。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラが長すぎる識別子を発見しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  識別子を短くしてください。SQLの識別子は 128文字に制限されています。

PCC-02012: 文字定数に一致する引用符が見つかりませんでした文字定数に一致する引用符が見つかりませんでした文字定数に一致する引用符が見つかりませんでした文字定数に一致する引用符が見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  引用符付き文字定数が終了されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文字定数を終了させてください。

PCC-02013: 不明なエスケープ・シークエンス不明なエスケープ・シークエンス不明なエスケープ・シークエンス不明なエスケープ・シークエンス
原原原原因因因因 :  プリコンパイラが文字列リテラル内で処理できないエスケープ・シーケンスを発
見しました。このエラーは、シフトインまたはシフトアウト・エスケープ・シーケンス
を含むマルチバイト文字列を使用している場合に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 :  文字列を訂正してください。
                                                                    プリコンパイラ・メッセージ 2-51



Oracleプリコンパイラ : Pro*COBOLリリース 2メッセージ : 00001 ～ 00603
PCC-02014: 構文エラーです（構文エラーです（構文エラーです（構文エラーです（行行行行 :num　　　　列列列列 :colnam,ファイファイファイファイルルルル name)
原原原原因因因因 :  プリコンパイラが Cまたは埋込み SQL構文にエラーを発見しました。このメッ
セージの後に特定のエラー・メッセージが続いています。

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ください。

PCC-02015: インクルード・ファイルをオープンできませんインクルード・ファイルをオープンできませんインクルード・ファイルをオープンできませんインクルード・ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  #includeプリプロセッサ指示または EXEC SQL INCLUDE文を使って指定した
ヘッダー・ファイルをプリコンパイラがオープンできませんでした。このエラーは、
ファイル指定が不正確であったり、ファイルに対する、あるいはパス内の 1つまたは複
数のディレクトリに対する読込み許可や読込みアクセス権が付与されなかった場合に発
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 :  ファイルの指定が正しいかどうか、ファイルが存在するかどうか、さらに読
み取るファイルに対して読取り許可があるかどうかを確認してください。

PCC-02016: インクルード・ファイルのパス名が長すぎますインクルード・ファイルのパス名が長すぎますインクルード・ファイルのパス名が長すぎますインクルード・ファイルのパス名が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  インクルード・ファイルのパス名が 80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 :  インクルード・ファイルを移動するか、環境変数または論理を作成してパス
名を短くします。

PCC-02017: 出力ファイルをオープンできません出力ファイルをオープンできません出力ファイルをオープンできません出力ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラが出力ファイルをオープンできませんでした。このファイルは生
成コード出力ファイル (.c file) またはリスト・ファイルのどちらかです。このメッセー
ジは、様々な原因で発生する可能性があります。次に例を示します。

■ 指定した出力ファイルのパス名に、存在しないディレクトリが含まれている。

■ ファイル・システムまたはディスクが満杯であるため、オペレーティング・システ
ム・エラーが発生した。

■ パス内の指定したディレクトリ（複数の場合もある）に対する書込み許可がない。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  上に示したエラーの原因を記録して、訂正してください。

PCC-02018: コメントの走査中にファイルの終わりが見つかりましたコメントの走査中にファイルの終わりが見つかりましたコメントの走査中にファイルの終わりが見つかりましたコメントの走査中にファイルの終わりが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  Cコードまたは埋込み SQL文の中の Cコメントが終了していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  終っていないコメントを見つけて */で終了させてください。

PCC-02019: プリプロセッサ警告です（プリプロセッサ警告です（プリプロセッサ警告です（プリプロセッサ警告です（行行行行 :num　　　　列列列列 : colnam　ファイ　ファイ　ファイ　ファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージは、プリコンパイラがプリプロセッサのパスを実施しているとき
に警告が発生したことを示します。さらに詳細なエラー・メッセージが後に続きます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるメッセージで指定される処置に沿って、条件を修正してく
ださい。

PCC-02020: プリプロセッサ・エラーです（プリプロセッサ・エラーです（プリプロセッサ・エラーです（プリプロセッサ・エラーです（行行行行 :num　　　　列列列列 :colnam　ファイ　ファイ　ファイ　ファイルルルル :name））））。。。。
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原原原原因因因因 :  このメッセージは、プリコンパイラがプリプロセス・フェーズのときにエラーが
発生したことを示します。このメッセージの後にさらに詳細なエラー・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 :  続いて表示されるメッセージで指定される処置に沿って、エラーを修正して
ください。

PCC-02021: 文字列リテラルの走査中にファイルの改行が見つかりました文字列リテラルの走査中にファイルの改行が見つかりました文字列リテラルの走査中にファイルの改行が見つかりました文字列リテラルの走査中にファイルの改行が見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  リテラルに改行文字が入っています。たとえば次のような場合です。

char x[] = "Hello 
world";
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  改行文字を削除してください。

PCC-02022: SQL文の走査中にファイルの終わりが見つかりました文の走査中にファイルの終わりが見つかりました文の走査中にファイルの終わりが見つかりました文の走査中にファイルの終わりが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL文の解析中に、プリコンパイラがファイルの終わりを検出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文終了子（;）を追加するか、または EXEC SQL文を終了してください。

PCC-02023: PL/SQL文の走査中にファイルの終わりが見つかりました文の走査中にファイルの終わりが見つかりました文の走査中にファイルの終わりが見つかりました文の走査中にファイルの終わりが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQL文（exec sql execute ...）の解析中に、プリコンパイラがファイルの終わ
りを検出しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PL/SQL文を終了してください。

PCC-02024: NCHARリテラルは、リテラルは、リテラルは、リテラルは、PL/SQLブロック内で使用できませんブロック内で使用できませんブロック内で使用できませんブロック内で使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  埋込み PL/SQL文で、プリコンパイラがマルチバイト文字列を検出しました。た
とえば、違反しているコードは次のような形をしています。

exec sql execute
         declare
              name char(10) := N’Matsuda’;
         begin
             .... 
        end;  
end-exec;
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PL/SQLブロックからマルチバイト文字列を削除するか、または
NLS_CHARを使用せずに宣言を書き直してください。

PCC-02025: NCHARリテラルを使用するときは、リテラルを使用するときは、リテラルを使用するときは、リテラルを使用するときは、NLS_LOCALはははは TRUEでなければなりまでなければなりまでなければなりまでなければなりま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行でオプション NLS_LOCALが TRUEに設定されていないときに、プ
リコンパイラがマルチバイト文字ホスト変数（NCHARリテラル）を検出しました。
NLS_LOCAL=TRUEのときに、実行時ライブラリ（SQLLIB）は、マルチバイト型から
なるホスト変数に対して、空白の埋込みおよび空白の除去を行います。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行で NLS_LOCAL=TRUEを指定してください。

PCC-02035: CMD-LINE: 構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイルのののの CONFIG=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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原原原原因因因因 :  ユーザー構成ファイル内にユーザー構成ファイルを指定できません。つまり、ネ
ストされた構成ファイルをネストできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネストされた構成ファイルがある場合は、オプションをネストされたファイ
ルから最上位のファイルに移動してください。

PCC-02040: CMD-LINE: オプションが選択されましたが、値がありませんオプションが選択されましたが、値がありませんオプションが選択されましたが、値がありませんオプションが選択されましたが、値がありません。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行にオプションが指定されましたが、そのオプションの値が組み込まれ
ませんでした。たとえば、違反しているコードは次のような形をしています。

proc ina=sample1 oname=
このようなコマンドはエラーの原因となります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オプションに値を指定してください。

PCC-02041: CMD-LINE: オプションが存在しませんオプションが存在しませんオプションが存在しませんオプションが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  存在しないオプションをコマンド行に指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なコマンド行オプションおよびその値のリストについては、『Oracleプ
リコンパイラ・プログラマーズ・ガイド』を参照してください。

PCC-02043: CMD-LINE: オプション構文が無効ですオプション構文が無効ですオプション構文が無効ですオプション構文が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行オプションの値が正しく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 :  コマンド行オプションの値を指定するための正しい構文については、
『Oracleプリコンパイラ・プログラマーズ・ガイド』を参照してください。

PCC-02044: CMD-LINE: オプションの値が無効か範囲外でオプションの値が無効か範囲外でオプションの値が無効か範囲外でオプションの値が無効か範囲外ですすすす :option string
原原原原因因因因 :  コマンド行オプションに指定した値が許容範囲に入っていません。たとえば、
MAXOPENCURSORS オプションの範囲は 5から 256です。この範囲外の値が指定され
ると、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 :  オプションが取りうる値については『Oracleプリコンパイラ・プログラマー
ズ・ガイド』を参照してください。のオプション値の範囲を参照してください。

PCC-02045: CMD-LINE: オプションが一意ではありませオプションが一意ではありませオプションが一意ではありませオプションが一意ではありませんんんん :option name
原原原原因因因因 :  一意ではないオプション名がコマンド行に部分的に指定されました。たとえば、
コマンド行で次のように指定されます。

proc in=t.pc  
この「in」オプションは、inameまたは includeオプションを暗黙指定できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行に十分な文字を指定して、オプション名を一意にしてください。

PCC-02046: CMD-LINE: 構成ファイルをオープンできませ構成ファイルをオープンできませ構成ファイルをオープンできませ構成ファイルをオープンできませんんんん :filename
原原原原因因因因 :  存在しないユーザー構成ファイルが、構成オプションを指定してコマンド行に指
定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構成ファイルに有効なファイル名を指定してください。
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PCC-02047: CMD-LINE: オプションはインラインでは使用できませオプションはインラインでは使用できませオプションはインラインでは使用できませオプションはインラインでは使用できませんんんん :option string
原原原原因因因因 :  コマンド行または構成ファイルにしか入力できないオプションが、インラインで
入力されました。たとえば、違反しているコードは次のような形をしています。

EXEC ORACLE option (nls_char=<name>); 
nls_charオプションは、コマンド行または構成ファイルにしか入力できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ソース・ファイルからオプションを削除して、コマンド行で指定してくださ
い。

PCC-02066: CMD-LINE: システム構成ファイルが見つからないか、オープンできませんシステム構成ファイルが見つからないか、オープンできませんシステム構成ファイルが見つからないか、オープンできませんシステム構成ファイルが見つからないか、オープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  システム構成ファイルは、標準名 (pmscfg.h)およびオペレーティング・システム
依存の位置を持っています。UNIXシステムでは $ORACLE_HOME/proc ディレクトリ
にあります。pmscfg.h という名前のファイルが標準位置に見つからないと、この警告
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 :  標準位置にシステム構成ファイルを作成してください。ファイルは空になっ
ていることがあります。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。

PCC-02081: CMD-LINE: 未終了のオプション値リストまたは値リストが切捨てられました未終了のオプション値リストまたは値リストが切捨てられました未終了のオプション値リストまたは値リストが切捨てられました未終了のオプション値リストまたは値リストが切捨てられました。。。。
原原原原因因因因 :  値リストを必要とするオプションが入力されました。値リストは閉じカッコを
持っていませんでした。1行に入力された値リストが長すぎて、Pro*Cが切捨てた場合
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 :  すべての値リストを閉じカッコで終了するようにしてください。長い値リス
トは個々のエントリに分割してください。

PCC-02100: PL/SQL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 :  プリコンパイラが Oracleに接続しましたが、PL/SQLエンジンを起動できませ
んでした。このエラーは、プロシージャ・オプションなしの、以前のリリースの Oracle
が使用されると、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 :  PL/SQLを使用するには、Oracleのより新しいリリースにアップグレードし
てください。

PCC-02101: 入力ファイルをオープンできません入力ファイルをオープンできません入力ファイルをオープンできません入力ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラが入力ファイルをオープンできませんでした。当該ファイルは
.pcファイルで、INAME=オプションで指定されています。つまり、ファイルが存在し
ないか、パス名にディレクトリを正しく指定しなかったか、プリコンパイラを実行して
いるユーザーがファイルに対する読込み許可を持っていないということです。

また、このメッセージはオペレーティング・システムのエラーに起因することもありま
す。たとえば、マウントされていないファイル・システムやディスクの入出力エラーが
このエラーの原因となります。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの読込み許可が存在し、フルパス名が正しく指定されたことを確認
してください。オペレーティング・システム固有の問題を確かめてください。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。

PCC-02102: Cプリプロセッサ処理を実行中に致命的エラーが発生しましたプリプロセッサ処理を実行中に致命的エラーが発生しましたプリプロセッサ処理を実行中に致命的エラーが発生しましたプリプロセッサ処理を実行中に致命的エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラは特定のメッセージの後にこのメッセージを発行します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  前のメッセージで指定された問題を訂正してください。

PCC-02103: パスワードを入力してくださパスワードを入力してくださパスワードを入力してくださパスワードを入力してくださいいいい :
原原原原因因因因 :  パスワードを入力しないで、コマンド行にユーザー名を入力しました。次に例を
示します。

proc sqlcheck=full iname=sample1.pc userid=scott/
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行を再入力し、パスワードを組み込んでください。

PCC-02104: 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 :  プリコンパイラは、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。これはプリコンパイラ・
メッセージであって、実行時メッセージでないことに注意してください。つまり、コマ
ンド行または構成ファイルの USERIDオプション値が不正確であるということになりま
す。

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。
SQL*DBAまたは SQL*Plusを実行し、そのユーザー名とパスワードを使用して接続で
きることを確認してください。

PCC-02105: リスト・ファイルをオープンできませんリスト・ファイルをオープンできませんリスト・ファイルをオープンできませんリスト・ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラがリスト・ファイルをオープンできませんでした。このメッセー
ジは、様々な原因で発生する可能性があります。次に例を示します。

■ 指定したリスト・ファイルのパス名に、存在しないディレクトリが含まれている。

■ ファイル・システムまたはディスクが満杯であるため、オペレーティング・システ
ム・エラーが発生した。

■ 指定したディレクトリへの書込み許可を持っていない。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  上に示したエラーの原因を記録して、訂正してください。

PCC-02106: ユーザユーザユーザユーザーーーー IDはははは SQLCHECK=FULLのときだけ使用されます。ユーザのときだけ使用されます。ユーザのときだけ使用されます。ユーザのときだけ使用されます。ユーザーーーー IDは無は無は無は無
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 :  コマンド行で USERIDオプションが指定されましたが、SQLCHECKが FULLま
たは SEMANTICSに等しくありませんでした。SQLCHECK=FULLまたは
SQLCHECK=SEMANTICSでない限り、USERIDは無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは単なる警告メッセージです。

PCC-02107: CODE = CPPの時は、の時は、の時は、の時は、PARSE = FULLを指定できませんを指定できませんを指定できませんを指定できません。。。。
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原原原原因因因因 :  コマンド行で PARSE=FULLオプションと CODE=CPPオプションの両方が指定
されました。PARSE=FULLオプションは、C解析機能を起動します。C解析機能は、
CODE=CPPオプションを指定してプリコンパイラで生成される C++構成体を認識しま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CODE=CPPオプションが指定される場合は、PARSEオプションを NONE
または PARTIALのどちらかに設定してください。

PCC-02108: MODE=ORACLEおよおよおよおよびびびび DBMS=V7またまたまたまたはははは V8の時のみの時のみの時のみの時のみ、、、、
UNSAFE_NULL=YESが許可されますが許可されますが許可されますが許可されます。。。。
原原原原因因因因 :  UNSAFE_NULL=YESがコマンド行に指定されましたが、MODEオプションが
ORACLEでないか、または DBMSオプションが V7あるいは V8でないかのいずれかで
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  UNSAFE_NULL=YESを使用する時には、MODE=ORACLEおよび 
DBMS=V7または V8を指定してください。

PCC-02109: SQLCHECK=NONEはまだサポートされていません。はまだサポートされていません。はまだサポートされていません。はまだサポートされていません。SYNTAXを使用していを使用していを使用していを使用してい
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  SQLCHECK=NONEがコマンド行に指定されましたが、このリリースではサ
ポートされていません。SQLCHECK=SYNTAXがかわりに使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは単なる警告メッセージです。このような警告を出さないようにするに
は、SQLCHECK=SYNTAXまたは SQLCHECK=SEMANTICSを指定してください。

PCC-02110: DBMS=V6_CHARが拒否されました。そのかわりにが拒否されました。そのかわりにが拒否されました。そのかわりにが拒否されました。そのかわりに、、、、 
CHAR_MAP=VARCHAR2、、、、DBMS=V7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 :  DBMS=V6_CHARがコマンド行に指定されましたが、もうサポートされていま
せん。かわりに、CHAR_MAP=VARCHAR2および DBMS=V7オプションが使用され
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは単なる警告メッセージです。この警告を出さないようにするには、
CHAR_MAP=VARCHAR2、および必要に応じて、DBMS=V7を指定してください。

PCC-02111: CHAR_MAPオプションが無視されました。オプションが無視されました。オプションが無視されました。オプションが無視されました。DBMS=V6にはにはにはには 
CHAR_MAP=VARCHAR2のみが許可のみが許可のみが許可のみが許可さささされますれますれますれます。。。。
原原原原因因因因 :  DBMS=V6が指定され、さらに VARCHAR2以外の値の CHAR_MAPが指定され
ました。CHAR_MAP値は無視されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは単なる警告メッセージです。この警告を出さないようにするには、
DBMS=V6以外の DBMS値を指定するか、または CHAR_MAP=VARCHAR2を使用し
てください。

PCC-02112: OBJECTSオプションが無視されました。オプションが無視されました。オプションが無視されました。オプションが無視されました。OBJECTS=YESははははDBMS=V6またはまたはまたはまたは
V7に許可されませんに許可されませんに許可されませんに許可されません。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*Cコマンド行で OBJECTS=YESが指定されましたが、DBMSオプション値が
無効です。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは単なる警告メッセージです。OBJECTS=YESに対してこの警告を出さ
ないようにするには、V8データベースで DBMS=V8または DBMS=NATIVEを使用し
てください。

PCC-02129: CMD-LINE: クライアントが指定した静的オプションが無効ですクライアントが指定した静的オプションが無効ですクライアントが指定した静的オプションが無効ですクライアントが指定した静的オプションが無効です。。。。
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。

PCC-02132: CMD-LINE: メモリーが割り当てられませんでしたメモリーが割り当てられませんでしたメモリーが割り当てられませんでしたメモリーが割り当てられませんでした。。。。
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。

PCC-02133: CMD-LINE: 文字列関数の処理中に、エラーが発生しました文字列関数の処理中に、エラーが発生しました文字列関数の処理中に、エラーが発生しました文字列関数の処理中に、エラーが発生しました。。。。
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。strcpy または strlen の
ような C文字列関数がエラーを戻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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

PCC-02134: CMD-LINE: Nullオプションが指定されましたオプションが指定されましたオプションが指定されましたオプションが指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で長さゼロ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 :  有効なオプションを指定して、コマンド行を再入力してください。

PCC-02135: CMD-LINE: ヘルプが要求されましたヘルプが要求されましたヘルプが要求されましたヘルプが要求されました。。。。
原原原原因因因因 :  これは、コマンド行オプションに関する情報を要求したときにプリコンパイラが
発行する最後のメッセージです。たとえば、コマンド

proc ? 
を発行して、コマンド行オプションの現行のデフォルト値のリストを表示しようとする
と、リストの終わりに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 :  処置は必要ありません。

PCC-02138: CMD-LINE: 内部の一貫性エラーが発生しました内部の一貫性エラーが発生しました内部の一貫性エラーが発生しました内部の一貫性エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  この内部エラーはプログラムの例外に関係する内部メッセージを示します。コマ
ンド行プロセッサが予期しない条件を検出し、一貫性チェックが失敗しました。このよ
うなメッセージが出される原因として次のものが考えられます。

■ 無効なコマンド行オプション

■ メモリーの破壊

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次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。

■ エラーが発生するまでの経過

■ 実行しようとしてエラーを引き起こした操作
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■ このエラーが発生する前の通常と異なる状況

PCC-02144: CMD-LINE: 等記号の両辺にはブランク文字は許可されません等記号の両辺にはブランク文字は許可されません等記号の両辺にはブランク文字は許可されません等記号の両辺にはブランク文字は許可されません。。。。
原原原原因因因因 :  ブランク文字が等記号 (=) の直前または直後に置かれました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行上の等記号 (=) の両辺にブランク文字を入れないようにして、プ
ログラムを再コンパイルしてください。

PCC-02150: ファイファイファイファイルルルル name のののの行行行行 num、列、列、列、列 num にエラーがありますにエラーがありますにエラーがありますにエラーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  示された場所で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 :  示されたソース・ファイルをチェックし、このエラー・メッセージに付随す
るエラーの詳細説明に従ってエラーを修正してください。

PCC-02151: 行行行行 num、、、、列列列列 num、ファイ、ファイ、ファイ、ファイルルルル name : 
原原原原因因因因 :  示された場所で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 :  リストされたソース・ファイルをチェックし、このエラー・メッセージに付
随するエラーの詳細説明に従ってエラーを修正してください。

PCC-02152: ファイファイファイファイルルルル name ををををオオオオープンして、ソース行ープンして、ソース行ープンして、ソース行ープンして、ソース行 num を表示またはリストできませを表示またはリストできませを表示またはリストできませを表示またはリストできませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルにエラーが含まれていますが、ファイルを再オープンして誤りのある行
をリストまたは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 :  ファイルが壊れていないこと、読取り許可があることを確認してください。
操作を再実行してください。

PCC-02153: ファイファイファイファイルルルル : name をオープンしますをオープンしますをオープンしますをオープンします。。。。
原原原原因因因因 :  リスト・ファイルの作成中に新しいソース・ファイルがオープンされました。

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。これは情報メッセージです。

PCC-02154: ファイファイファイファイルルルル : name をクローズしますをクローズしますをクローズしますをクローズします。。。。
原原原原因因因因 :  リスト・ファイルの作成中に新しいソース・ファイルがクローズされました。

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。これは情報メッセージです。

PCC-02200: 認識されない句読点順序があります認識されない句読点順序があります認識されない句読点順序があります認識されない句読点順序があります。。。。
原原原原因因因因 :  このエラーはプリコンパイラ解析機能が不正確な識別子またはキーワードを検出
したことを示します。

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。

PCC-02201: 構文エラーがあります構文エラーがあります構文エラーがあります構文エラーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  この一般メッセージの後にエラーの詳細を示す 1つまたは複数の特定メッセージ
が続きます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。次のメッセージで示されるエラーを訂正してくださ
い。
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PCC-02202: TYPEDEF名が指定されていません名が指定されていません名が指定されていません名が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラ解析機能が、型指定の後に名前のない TYPEDEF文を発見しまし
た。たとえば次のような場合です。

typedef int;
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。

PCC-02203: 予想しない時に、ファイルの終了を検索しました予想しない時に、ファイルの終了を検索しました予想しない時に、ファイルの終了を検索しました予想しない時に、ファイルの終了を検索しました。。。。
原原原原因因因因 :  たとえば、一致しない‘{’や‘(’のように、一般的な構文エラーが発生すると
きに解析機能がこのメッセージを出すことがあります。

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。

PCC-02204: EXEC SQL INCLUDEは組込みファイル内では許可されませんは組込みファイル内では許可されませんは組込みファイル内では許可されませんは組込みファイル内では許可されません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL INCLUDE文はネストできません。また、#includeプリプロセッサ・
コマンドを使用して組み込まれたファイルの中に EXEC SQL INCLUDE文は置けませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネストされた組込み文が必要ないように、プログラムを再コードしてくださ
い。

PCC-02205: 解析機能エラーです（解析機能エラーです（解析機能エラーです（解析機能エラーです（行行行行 :num　　　　列列列列 :colnam　ファイ　ファイ　ファイ　ファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラ解析機能が Cコードまたは SQLコードの構文エラーを発見しま
した。さらに詳細な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 :  このメッセージに対する処置はありません。続きのメッセージに対する適切
な処置を行ってください。

PCC-02206: ホスト変数ホスト変数ホスト変数ホスト変数はははは DDL文では許可されません文では許可されません文では許可されません文では許可されません。。。。
原原原原因因因因 :  データ定義言語文ではホスト変数を使用できません。たとえば、次のような文は 

CREATE TABLE :table_name (c1 char(10)); 
CREATE TABLE文の表名がホスト変数で示せないので無効となります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  実行時にデータベース・オブジェクト（表、ビュー、列など )の名前を作成
するには、動的 SQLを使用してください。動的 SQLについては、『Oracleプリコンパ
イラ・プログラマーズ・ガイド』を参照してください。

PCC-02207: マクロ名が無効ですマクロ名が無効ですマクロ名が無効ですマクロ名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラ解析機能が、対応付けられているマクロ名を持たない #DEFINE
ディレクティブを検出しました。たとえば次のような場合です。

#define
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。

PCC-02208: #include文でファイル名が指定されていません文でファイル名が指定されていません文でファイル名が指定されていません文でファイル名が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラ解析機能が、対応付けられているファイル名を持たない
#INCLUDEディレクティブを検出しました。たとえば次のような場合です。
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#include
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  #INCLUDEディレクトリで適切なファイル名を指定するか、または構文を
修正してください。

PCC-02209: マクロ起動の引数の数が正しくありませんマクロ起動の引数の数が正しくありませんマクロ起動の引数の数が正しくありませんマクロ起動の引数の数が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  ソースのマクロ起動に #DEFINE行のマクロ定義と同じ引数の数値がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  マクロ参照またはマクロ定義を訂正してください。

PCC-02210: C++句読点順序は許可されていません句読点順序は許可されていません句読点順序は許可されていません句読点順序は許可されていません。。。。
原原原原因因因因 :  C++句読点順序は、Pro*C/C++プリコンパイラによって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 :  句読点順序を使用しないで C++コードを書き直して、それを再びプリコン
パイルしてください。

PCC-02301: 読込む入力ファイルをオープンできません読込む入力ファイルをオープンできません読込む入力ファイルをオープンできません読込む入力ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラの意味分析フェーズで、入力ファイルを再オープンして出力コー
ドを生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 :  プリコンパイルの途中で入力ファイルとディレクトリの保護および権限が変
更されていないか確かめてください。

PCC-02302: コード生成出力ファイコード生成出力ファイコード生成出力ファイコード生成出力ファイルルルル 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 :  プリコンパイラがコード生成に必要な一時ファイルの一方または両方をオープン
できませんでした。プリコンパイラを実行しているユーザーは、カレント・ディレクト
リの書込み許可（または適切な権限）を持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 :  許可が存在して、プリコンパイルするディレクトリでファイルを作成できる
ことを確認してください。

PCC-02303: 組込みファイルをオープンできません組込みファイルをオープンできません組込みファイルをオープンできません組込みファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラが、#INCLUDEプリプロセッサ指示または EXEC SQL INCLUDE
文を使用して指定されたヘッダー・ファイルをオープンできませんでした。このエラー
は、ファイル指定が不正確であったり、ファイルに対する、あるいは、パス内の 1つま
たは複数のディレクトリに対する読込み許可や読込みアクセス権が付与されなかった場
合に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 :  ファイルの指定が正しいかどうか、ファイルが存在するかどうか、さらに読
み取るファイルに対して読取り許可があるかどうかを確認してください。

PCC-02304: C関数の宣言が無効です関数の宣言が無効です関数の宣言が無効です関数の宣言が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  C関数が無効な構文を使用して宣言されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Cプログラム・マニュアルを調べて、宣言を訂正してください。

PCC-02305: 新しいスタイルおよび従来のスタイル新しいスタイルおよび従来のスタイル新しいスタイルおよび従来のスタイル新しいスタイルおよび従来のスタイルのののの C関数宣言が、不正に混在しています関数宣言が、不正に混在しています関数宣言が、不正に混在しています関数宣言が、不正に混在しています。。。。
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原原原原因因因因 :  従来のスタイル（K&Rスタイル）または新しい（ANSI）スタイルの関数宣言を
使用して、すべての C関数を宣言しなければなりません。この 2つのスタイルを混在さ
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 :  一貫した宣言スタイルを採用してください。

PCC-02306: C関数の名前が無効です関数の名前が無効です関数の名前が無効です関数の名前が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  有効な C識別子でない名前で C関数が宣言されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべての関数名に有効な C識別子を使用してください。

PCC-02307: voidが使用できるのは、パラメータが使用できるのは、パラメータが使用できるのは、パラメータが使用できるのは、パラメータがががが 1つの時のみですつの時のみですつの時のみですつの時のみです。。。。
原原原原因因因因 :  次の構文を使用して、関数を宣言または定義できます。

int func1(void) 
これで、関数にパラメータがないことが示されます。この場合、voidは 1回だけ使用で
きます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関数定義または宣言で余分な voidを削除してください。

PCC-02308: この関数定義には、識別子が必要ですこの関数定義には、識別子が必要ですこの関数定義には、識別子が必要ですこの関数定義には、識別子が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ANSICで書かれた関数定義には、すべてのパラメータに名前と型の両方がなけ
ればなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関数定義を書き換えて、各パラメータの名前を含むようにしてください。

PCC-02309: 仮パラメータの宣言が無効です仮パラメータの宣言が無効です仮パラメータの宣言が無効です仮パラメータの宣言が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  関数宣言で、型を指定しないで仮パラメータを指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  機能宣言を書き換えて、すべてのパラメータの型を関数宣言に含めてくださ
い。

PCC-02310: 仮パラメー仮パラメー仮パラメー仮パラメータタタタ VARCHARは、ポインタとして宣言される必要がありますは、ポインタとして宣言される必要がありますは、ポインタとして宣言される必要がありますは、ポインタとして宣言される必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  多くの Cコンパイラでは、構造体が関数に渡されたり、関数から戻されたりする
ようになっています。VARCHARは C structとしてインプリメントされますが、
VARCHARはポインタとして関数に渡さ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 :  VARCHARが関数に渡るときのアドレスを指定します。『Oracleプリコンパ
イラ・プログラマーズ・ガイド』の「VARCHAR変数の参照」の節の例を参照してくだ
さい。

PCC-02311: VARCHARビット・フィールドを持てませんビット・フィールドを持てませんビット・フィールドを持てませんビット・フィールドを持てません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数にビット・フィールドは含められません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーションのコーディングをやり直してビット・フィールドを削除し
てください。

PCC-02312: 2次元以上次元以上次元以上次元以上のののの VARCHAR配列は許可されません配列は許可されません配列は許可されません配列は許可されません。。。。
2-62 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Oracleプリコンパイラ : Pro*COBOLリリース 2メッセージ : 00001 ～ 00603
原原原原因因因因 :  2次元以上の VARCHAR配列が宣言されました。複数次元配列はホスト変数とし
て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 :  アプリケーションのコーディングをやり直して、複数次元配列を削除してく
ださい。

PCC-02313: VARCHAR宣言が変形しています。長さがありません宣言が変形しています。長さがありません宣言が変形しています。長さがありません宣言が変形しています。長さがありません。。。。
原原原原因因因因 :  VARCHARの宣言時、長さ指定は必須です。たとえば、次に示す VARCHAR宣
言は意味がなく、無効です。

VARCHAR v1[];
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  それぞれの宣言された VARCHARに、長さを指定してください。

PCC-02314: 定定定定数数数数 SIZEOF式を評価できません式を評価できません式を評価できません式を評価できません。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイラが想定されているところで、SIZEOF演算子が使用されました。
（たとえば、VARCHARの長さなど。）

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このインスタンスで SIZEOF演算子を排除してください。

PCC-02315: 式を定数として評価できません式を定数として評価できません式を定数として評価できません式を定数として評価できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された式は定数として評価できません。たとえば、VARCHARの長さなどの
ような式が必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  定数整数として評価される式に変更してください。

PCC-02316: 定数式の中の演算子が無効です定数式の中の演算子が無効です定数式の中の演算子が無効です定数式の中の演算子が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  定数式の中に非算術演算子があります。.

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  式を書き直して非算術演算子を削除してください。

PCC-02317: 式のキャスト型が無効です式のキャスト型が無効です式のキャスト型が無効です式のキャスト型が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  式の中に無効なキャストがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なキャストを削除してください。

PCC-02318: 式の型がありません式の型がありません式の型がありません式の型がありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定した式には型の宣言が抜けています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  式の型を指定してください。

PCC-02319: 式の型が使用方法と一致していません式の型が使用方法と一致していません式の型が使用方法と一致していません式の型が使用方法と一致していません。。。。
原原原原因因因因 :  変数の型がその使用方法と一致していません。たとえば、動的 SQLで SQLのテ
キスト文を含んでいるホスト変数は、C文字型として宣言されるか、または SQL型の
STRINGと同等化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 :  宣言を取り除いてください。

PCC-02320: 算術式が正しいオペランドの型を持っていません算術式が正しいオペランドの型を持っていません算術式が正しいオペランドの型を持っていません算術式が正しいオペランドの型を持っていません。。。。
原原原原因因因因 :  算術式は整数型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 :  整数型を使用して式を書き直してください。

PCC-02321: 2つのポインタの減算のみが許可されていますつのポインタの減算のみが許可されていますつのポインタの減算のみが許可されていますつのポインタの減算のみが許可されています。。。。
原原原原因因因因 :  ポインタ値の加算、乗算、除算はできません。ポインタで許可されている算術演
算は減算だけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コーディングをやり直して、このエラー・メッセージを回避してください。

PCC-02322: 未定義の識別子を検索しました未定義の識別子を検索しました未定義の識別子を検索しました未定義の識別子を検索しました。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文に使用されている識別子が定義されていません。たとえば、宣言されてい
ないカーソル名が参照されたり、まだ PREPAREされていない文名が
DECLARECURSOR文で使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  カーソル名や文名などの SQL識別子がすべて、使用前に定義されているこ
とを確認してください。

PCC-02323: (値を想定してい値を想定してい値を想定してい値を想定していたたたた )式式式式でででで typedef名が検索されました名が検索されました名が検索されました名が検索されました。。。。
原原原原因因因因 :  変数が想定されている場所で typedef名が使用されているのが見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  typedefに対する参照を削除するように式を書き直してください。

PCC-02324: 変数名変数名変数名変数名がががが typedef名として使用されているのが検索されました名として使用されているのが検索されました名として使用されているのが検索されました名として使用されているのが検索されました。。。。
原原原原因因因因 :  typedefが想定されている場所で変数名が見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  式を書き直して、正しい typedef参照を指定してください。

PCC-02325: 間接操作は無効です間接操作は無効です間接操作は無効です間接操作は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  非ポインタ型をポインタ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 :  式を書き直してください。

PCC-02326: 構造体の参照操作は無効です構造体の参照操作は無効です構造体の参照操作は無効です構造体の参照操作は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な構文を使用して構成体の構成要素が参照されました。たとえば、’.’演算子
ではなく、->演算子を使用した場合がそうです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  不正な参照を訂正してください。

PCC-02327: 構造体または構造体ポインタが必要です構造体または構造体ポインタが必要です構造体または構造体ポインタが必要です構造体または構造体ポインタが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  構成体（またはそのポインタ）が必要なコンテキストで、スカラー・ホスト変数
が使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホスト変数を構造体にするか、またはスカラー・ホスト変数をさらに追加し
て SQL構文の要件を満たしてください。

PCC-02328: 未定義の構造体メンバーがあります未定義の構造体メンバーがあります未定義の構造体メンバーがあります未定義の構造体メンバーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  構成体の一部として宣言されなかった構成体の構成要素が参照されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構造体を再定義してください。
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PCC-02329: 未宣言のファンクションへの参照を検索しました未宣言のファンクションへの参照を検索しました未宣言のファンクションへの参照を検索しました未宣言のファンクションへの参照を検索しました。。。。
原原原原因因因因 :  宣言されなかったファンクションが参照されました。すべてのファンクション参
照は、宣言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 :  ファンクションを宣言してください。

PCC-02330: 整数型の式が必要です整数型の式が必要です整数型の式が必要です整数型の式が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  式が整数として評価されません。たとえば、SQL FOR式は整数型として評価さ
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 :  式を書き直してください。

PCC-02331: SQL識別子が未定義です識別子が未定義です識別子が未定義です識別子が未定義です。。。。
原原原原因因因因 :  すべての識別子は使用前に定義しておかなければなりません。このメッセージ
は、CURSORまたは STATEMENTが参照前に宣言（定義）されていない場合に出力さ
れます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用前に SQL識別子を定義してください。

PCC-02332: SQL識別子の再定義を試行しました識別子の再定義を試行しました識別子の再定義を試行しました識別子の再定義を試行しました。。。。
原原原原因因因因 :  SQL識別子 (たとえばカーソル名など )は 1度しか定義できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL識別子は再定義しないでください。別の名前を使用してください。

PCC-02333: SQL識別子は文として宣言されませんでした識別子は文として宣言されませんでした識別子は文として宣言されませんでした識別子は文として宣言されませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  PREPAREされなかった DECLARE... CURSOR文で、SQL文の識別子が参照され
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべての SQL文名が宣言されていることを確かめてください。SQL文名は
識別子であって変数ではないことに注意してください（それは、プリコンパイル時に展
開されます）。

PCC-02334: SQL識別子はカーソルとして宣言されませんでした識別子はカーソルとして宣言されませんでした識別子はカーソルとして宣言されませんでした識別子はカーソルとして宣言されませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  DECLAREされていない OPEN、FETCH、CLOSE文でカーソル名が使用されま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべての SQLカーソル名が宣言されていることを確かめてください。カー
ソルは識別子であって変数ではないこと、およびプリコンパイル単位に対してローカル
であることに注意してください。

PCC-02335: カーソル本体が文識別子を命名する必要がありますカーソル本体が文識別子を命名する必要がありますカーソル本体が文識別子を命名する必要がありますカーソル本体が文識別子を命名する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  動的 SQL方法 4アプリケーションでは、DECLARE... CURSOR文が、前の文で
PREPAREされた文識別子を命名しなければなりません。PREPARE文は物理的に（論
理的にではなく）DECLAREコマンドに先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 :  このメッセージの後にトリガー文を参照する行および列を示す別のメッセー
ジが続きます。アプリケーションのコーディングをやり直してください。

PCC-02336: ホスト変数式の型が無効ですホスト変数式の型が無効ですホスト変数式の型が無効ですホスト変数式の型が無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  ホスト変数として許可されていない C型を使用してホスト変数が宣言されまし
た。ホスト変数に対して使用できる C型のリストについては、『Oracleプリコンパイ
ラ・プログラマーズ・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 :  許可されているホスト変数の型を使用してください。

PCC-02337: この型には、複数の次元を持つ配列を宣言できませんこの型には、複数の次元を持つ配列を宣言できませんこの型には、複数の次元を持つ配列を宣言できませんこの型には、複数の次元を持つ配列を宣言できません。。。。
原原原原因因因因 :  複数の次元を持つスカラーのホスト変数配列は、宣言できません。複数の次元を
持つことを許可されているホスト変数は、CHARと VARCHARだけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このようなホスト変数使用方法はデータベース操作で不可能なので、アプリ
ケーションをコーディングし直してください。

PCC-02338: 構造体はネストされ構造体はネストされ構造体はネストされ構造体はネストされたたたた structまたまたまたまたはははは unionを含みますを含みますを含みますを含みます。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数として使用された構成体は、ネストされた structまたは unionを含む
ことができません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数宣言を書き直してください。

PCC-02339: union型のホスト変数は使用できません型のホスト変数は使用できません型のホスト変数は使用できません型のホスト変数は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数として C unionを使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後に無効な unionを参照する行および列を示す別のメッ
セージが続きます。structまたは個別のスカラー・ホスト変数を使用してコーディング
し直してください。

PCC-02340: 構造体はビット・フィールドを含みます構造体はビット・フィールドを含みます構造体はビット・フィールドを含みます構造体はビット・フィールドを含みます。。。。
原原原原因因因因 :  ビット・フィールドはデータベース DML操作では意味をなさないため、ホスト
変数で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 :  このメッセージの後に無効なホスト変数を参照する行および列を示す別の
メッセージが続きます。アプリケーションのコーディングをやり直してください。

PCC-02341: ホスト変数の型が無効ですホスト変数の型が無効ですホスト変数の型が無効ですホスト変数の型が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数が、許可されていない型になっています。（enum、voidなど）

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  許可されたホスト変数の型を使用して宣言を書き直してください。

PCC-02342: WHERE CURRENT OF で定義されたカーソルにで定義されたカーソルにで定義されたカーソルにで定義されたカーソルに FOR UPDATE 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。。。。
原原原原因因因因 :  MODE=Oracleの場合、WHERE CURRENT OF句で定義されたカーソルには
FOR UPDATE句が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 :  カーソル定義を書き直してください。

PCC-02343: カーソル本体は問合せ式でなければなりませんカーソル本体は問合せ式でなければなりませんカーソル本体は問合せ式でなければなりませんカーソル本体は問合せ式でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  カーソル定義は SELECT文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 :  カーソル定義を書き直してください。
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PCC-02344: ホスト変数の配列サイズが一致しません。最小ホスト変数の配列サイズが一致しません。最小ホスト変数の配列サイズが一致しません。最小ホスト変数の配列サイズが一致しません。最小値値値値 :size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 :  1つの文のホスト変数の配列は、すべて同じ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 :  バインド変数の配列の長さをすべて同じサイズになるように再定義してくだ
さい。

PCC-02345: 埋込埋込埋込埋込みみみみ PL/SQLブロックが使用されてブロックが使用されてブロックが使用されてブロックが使用されていいいいる時は、る時は、る時は、る時は、SQLCHECK=SEMANTICSをををを
指定する必要があります指定する必要があります指定する必要があります指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  埋込み PL/SQLブロックを使用するときは、コマンド行フラグ
SQLCHECK=SEMANTICSが指定されている必要があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQLCHECK=SEMANTICSオプションを使用してください。なお、これには
USERID接続オプションも必要になります。

PCC-02346: PL/SQLが意味エラーを検索しましたが意味エラーを検索しましたが意味エラーを検索しましたが意味エラーを検索しました。。。。
原原原原因因因因 :  表名や列名などの存在しないデータベース・エンティティが参照されました。こ
れはコンパイル時のエラーで、実行時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 :  PL/SQL文で参照されたオブジェクトがすべて存在し、必要なアクセス許可
が付与されていることを確認してください。

PCC-02347: PL/SQLが構文エラーを検索しましたが構文エラーを検索しましたが構文エラーを検索しましたが構文エラーを検索しました。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQL文の使用方法が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  『PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』で正しい構文を調べて
ください。

PCC-02348: EXEC IAF文では標識は許可されていません文では標識は許可されていません文では標識は許可されていません文では標識は許可されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数と対応付けられている標識変数を、ユーザー・イグジットの EXEC 
IAF文（GETや PUTなど）で使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  標識変数を排除してください。可能であれば（たとえば Forms V4などのよ
うに）、EXEC TOOLS文を使用してください。同文では、標識変数を許可しています。
EXEC IAF文および EXEC TOOLS文の詳細は、『Oracleプリコンパイラ・プログラマー
ズ・ガイド』を参照してください。

PCC-02349: この型には、精度を指定しなければなりませんこの型には、精度を指定しなければなりませんこの型には、精度を指定しなければなりませんこの型には、精度を指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  VAR文または TYPE文で、特定の Oracle型には精度の指定が必要となります。
たとえば、VARCHAR2や CHARがそうです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  精度を指定してください。

PCC-02350: ここここのののの SQLの型は同等化できませんの型は同等化できませんの型は同等化できませんの型は同等化できません。。。。
原原原原因因因因 :  データ型 NUMBERまたは DECIMALに同等化するデータ型または変数は使用で
きません。詳細は、『Oracleプリコンパイラ・プログラマーズ・ガイド』の「データ型
の同等化」の節を参照してください。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーションに適切なデータ型を使用してください。

PCC-02351: データ型の同等化操作は無効ですデータ型の同等化操作は無効ですデータ型の同等化操作は無効ですデータ型の同等化操作は無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたデータ型を同等化できないか、または VAR文または TYPE文の構文
が不正確です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  『Oracleプリコンパイラ・プログラマーズ・ガイド』にある同等化できる
データ型のリストおよび VAR文や TYPE文の正しい構文を参照してください。

PCC-02352: PL/SQLからのバインド位置が範囲外ですからのバインド位置が範囲外ですからのバインド位置が範囲外ですからのバインド位置が範囲外です。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQLが存在しないバインド位置を要求しました。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。

PCC-02353: 意味エラーです（意味エラーです（意味エラーです（意味エラーです（行行行行 :num　　　　列列列列 :colnam　ファイ　ファイ　ファイ　ファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  このエラー・メッセージの後に特定のエラー・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 :  処置は必要ありません。続くメッセージに示されるエラーを訂正してくださ
い。

PCC-02354: #INCLUDEに組み込まれたファイルに組み込まれたファイルに組み込まれたファイルに組み込まれたファイルはははは SQL文を含みません文を含みません文を含みません文を含みません。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*Cプリコンパイラは #INCLUDEディレクティブで参照されたヘッダー・
ファイルを読み取り、そこに定義された値を使用します。ただし、ヘッダー・ファイル
の文を使用してコード生成を行うことはないので、ヘッダー・ファイルで SQL文を使
用するのは無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文をアプリケーションの主本体に移動するか、または EXEC SQL 
INCLUDEを使用して組み込まれたファイルがプリコンパイルされていることを確認し
てください。

PCC-02355: オプションが無効なため無視しましたオプションが無効なため無視しましたオプションが無効なため無視しましたオプションが無効なため無視しました。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*Cリリース 2.0では使用されないコマンド行オプションが指定されました。
たとえば、AREASIZEオプションは Oracle Serverで使用するプリコンパイラでは無効
になっています。

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。これは情報メッセージです。

PCC-02356: 警告です（警告です（警告です（警告です（行行行行 :num　　　　列列列列 : colnam　ファイ　ファイ　ファイ　ファイルルルル :name））））。。。。
原原原原因因因因 :  これは一般的な警告メッセージです。特定の警告がこの後に続きます。

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。続くメッセージに示されるエラーを訂正してくださ
い。

PCC-02357: 関数呼び出しはホスト変数式として使用できません関数呼び出しはホスト変数式として使用できません関数呼び出しはホスト変数式として使用できません関数呼び出しはホスト変数式として使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  lvalues（アドレスの決まったもの）であるオブジェクトだけがホスト変数になり
得ます。関数呼出しは lvalueではないので、ホスト変数の代用にはなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーションのコーディングをやり直してください。
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PCC-02358: ARRAYLENに続く識別子は配列の名前でなければなりませんに続く識別子は配列の名前でなければなりませんに続く識別子は配列の名前でなければなりませんに続く識別子は配列の名前でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  宣言した配列は、ARRAYLEN文の引数として指定しなければなりません。配列
を ARRAYLEN文の前に文字どおり宣言してください。ARRAYLEN文の構文について
は、『Oracleプリコンパイラ・プログラマーズ・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 :  引数としてホスト配列を指定し、文を訂正してください。

PCC-02359: ARRAYLENの次元を指定する識別子は、の次元を指定する識別子は、の次元を指定する識別子は、の次元を指定する識別子は、4バイトの整数でなければなりませバイトの整数でなければなりませバイトの整数でなければなりませバイトの整数でなければなりませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  ARRAYLENの次元を指定する式は整数として評価されなければなりません。た
とえば、次のような文は

EXEC SQL ARRAYLEN my_array(1.3) 
この文は解析できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  整数の次元を使用して、文を修正してください。

PCC-02360: この配列型は、この配列型は、この配列型は、この配列型は、ARRAYLEN文での使用には無効です文での使用には無効です文での使用には無効です文での使用には無効です。。。。
原原原原因因因因 :  いくつかのホスト変数型の配列は許可されておらず、ARRAYLEN文では使用で
きません。VARCHARおよび DATEはその例です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホスト配列で使用できるデータ型で配列を指定してください。

PCC-02361: SQLホスト配列でホスト配列でホスト配列でホスト配列でのののの ARRAYLENの使用は無視されますの使用は無視されますの使用は無視されますの使用は無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  ARRAYLENは、PL/SQLブロックにバインドできる配列でだけ有効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な配列型を使用してください。

PCC-02362: ホスト変数ホスト変数ホスト変数ホスト変数がががが SQL宣言節内で宣言されませんでした宣言節内で宣言されませんでした宣言節内で宣言されませんでした宣言節内で宣言されませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  プリコンパイル時にMODE=ANSIを指定する場合、すべてのホスト変数は宣言
節内部で宣言されなければなりません。MODE=ANSIは ANSI Cではなく ANSI SQL
に関連することに注意してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION... EXEC SQL END DECLARE 
SECTION文をすべてのホスト変数宣言の周りに追加してください。

PCC-02363: 標識変数は構造体でなければなりません標識変数は構造体でなければなりません標識変数は構造体でなければなりません標識変数は構造体でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト変数が構造体である場合、関連する標識変数も構造体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 :  アプリケーションのコーディングをやり直して、標識変数を構造体として作
成してください。

PCC-02364: ホスト構造体と標識のフィールドの数は同じでなければなりませんホスト構造体と標識のフィールドの数は同じでなければなりませんホスト構造体と標識のフィールドの数は同じでなければなりませんホスト構造体と標識のフィールドの数は同じでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  標識変数を含む構成体を宣言して、ホスト構成体と対応付ける場合は、標識構成
体はホスト構成体と同じフィールド数を含んでいなければなりません。これは、一部の
標識が使用されない場合や、使用しても意味がない場合（たとえば、NON NULLとし
て制約されているフィールドの場合）にも当てはまります。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいフィールド数を持つ標識変数を再宣言してください。

PCC-02365: 標識配列のサイズがホスト配列のサイズよりも小さくてはなりません標識配列のサイズがホスト配列のサイズよりも小さくてはなりません標識配列のサイズがホスト配列のサイズよりも小さくてはなりません標識配列のサイズがホスト配列のサイズよりも小さくてはなりません。。。。
原原原原因因因因 :  標識配列の次元は、対応するホスト変数配列の次元と等しいかそれより大きくな
ければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  標識配列の次元を変更してください。

PCC-02366: DBMS=V6でコマンド行引でコマンド行引でコマンド行引でコマンド行引数数数数MODE=ANSIを使用することはできませんを使用することはできませんを使用することはできませんを使用することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleバージョン 6での特定の操作（文字の比較など）の方法は、100%ANSI/
ISO SQL標準に準拠しているわけではありません。DBMS=V6オプションまたは
DBMS=V6_CHARオプションを使用した V6の方法が要求されている場合は、
MODE=ANSIによるプリコンパイルは許可されません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  V6オプションで ANSIモードを使用しないでください。

PCC-02367: 標識変数は短縮型として宣言されなければなりません標識変数は短縮型として宣言されなければなりません標識変数は短縮型として宣言されなければなりません標識変数は短縮型として宣言されなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  標識変数として許可された唯一の C型が短縮です。標識変数の配列は短縮の配列
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 :  標識変数および標識配列、またはそのどちらかを再宣言してください。

PCC-02368: EXEC TOOLSホスト変数コンテキスト名は文字型ではありませんホスト変数コンテキスト名は文字型ではありませんホスト変数コンテキスト名は文字型ではありませんホスト変数コンテキスト名は文字型ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC TOOLS GET CONTEXT文または EXEC TOOLS SET CONTEXT文にコン
テキスト名を定義するのにホスト変数が使用される場合は、そのホスト変数は文字型で
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 :  文字型のホスト変数に対してコンテキスト名を再宣言してください。

PCC-02369: EXEC TOOLSホスト・ポインタ変数はポインタではありませんホスト・ポインタ変数はポインタではありませんホスト・ポインタ変数はポインタではありませんホスト・ポインタ変数はポインタではありません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC TOOLSコンテキストを指定するホスト変数はポインタ型でなければなり
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変数がポインタであることを確認して、その再宣言を行います。

PCC-02370: EXEC TOOLS MESSAGE ホスト変数が文字型ではありませんホスト変数が文字型ではありませんホスト変数が文字型ではありませんホスト変数が文字型ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC TOOLS GET CONTEXT文または EXEC TOOLS SET CONTEXT文にコン
テキスト名を定義するのにホスト変数が使用される場合は、そのホスト変数は文字型で
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 :  文字型のホスト変数に対してメッセージを再宣言してください。

PCC-02371: FOR句が無効です句が無効です句が無効です句が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  FOR句の引数は、整数または整数を含んだ識別子とし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 :  FOR句を書き直してください。

PCC-02372: SELECT文で文で文で文でのののの FOR句は無効です句は無効です句は無効です句は無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  SELECTコマンドを含んだ SQL文に FOR句があってはなりません。このような
文の意味は不明です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FOR句を削除して、SELECT文を書き直してください。

PCC-02373: EXEC SQL DECLARE節の宣言が無効です節の宣言が無効です節の宣言が無効です節の宣言が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  宣言節に不適切な宣言が置かれました。このメッセージは通常、宣言節で EXEC 
SQL TYPEまたは EXEC SQL VARの宣言を組み込むことによって生じます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  宣言を SQL DECLARE節の外に移動してください。

PCC-02374: SQLCHECK値がコマンド行の値を超過しています値がコマンド行の値を超過しています値がコマンド行の値を超過しています値がコマンド行の値を超過しています。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC Oracle文で SQLCHECKオプションに割り当てた値がコマンド行で指定し
た値よりも大きいか、または SQLCHECKオプションがコマンド行で指定されていない
場合にはデフォルト値よりも大きくなりました。

オプション値の順序は SEMANTICS > SYNTAX > NONEとなっています。

このメッセージが出されるとき、SQLCHECKの元の値（デフォルト値またはコマンド
行値）は有効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  .pcソース・ファイルで EXEC Oracleオプションを削除またはコーディング
し直して、この警告メッセージを回避してください。

PCC-02375: SQL文がファンクションの本体外で検索されました文がファンクションの本体外で検索されました文がファンクションの本体外で検索されました文がファンクションの本体外で検索されました。。。。
原原原原因因因因 :  PARSE=FULLのときに、宣言またはデータ型と同等のもの、WHENEVER文が
ファンクションの本体外で検出されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文をファンクションの本体内に移動してください。

PCC-02376: DEF_SQLCODE = TRUEの時、の時、の時、の時、SQLCODEを宣言できませんを宣言できませんを宣言できませんを宣言できません。。。。
原原原原因因因因 :  SQLCODE宣言がすでに明示的にプログラム内にある場合は、DEF_SQLCODE
は指定できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プログラムから SQLCODE宣言を除去するか、または DEF_SQLCODE=NO
（デフォルト）を指定してください。

PCC-02377: 暗黙暗黙暗黙暗黙のののの VARCHARの配列は許可されませんの配列は許可されませんの配列は許可されませんの配列は許可されません。。。。
原原原原因因因因 :  HOST_VARCHAR=TRUEのときに、暗黙の VARCHARの配列が宣言されまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  配列を使用しないで、暗黙の VARCHAR宣言を書き直してください。

PCC-02378: 各国語文字の型が無効です各国語文字の型が無効です各国語文字の型が無効です各国語文字の型が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  NLS_CHARオプションを使用して各国語文字として宣言された変数が、charま
たは暗黙の VARCHARとして宣言されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  charまたは暗黙の VARCHARとして変数を宣言するか、または
NLS_CHARオプションを使用して指定しないでください。
                                                                    プリコンパイラ・メッセージ 2-71



Oracleプリコンパイラ : Pro*COBOLリリース 2メッセージ : 00001 ～ 00603
PCC-02379: 各国語文字変数を同等化できません各国語文字変数を同等化できません各国語文字変数を同等化できません各国語文字変数を同等化できません。。。。
原原原原因因因因 :  各国語文字変数（NLS_CHARオプションを使用して指定）が、EXEC SQL VAR
文または TYPE文を使用して、データ型の同等化を行いました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各国語文字変数を同等化しないでください。

PCC-02382: NLS_CHAR使用中は、使用中は、使用中は、使用中は、MODE = ANSI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 :  MODE=ANSIを指定しないで、NLSマルチバイト文字変数を指定するのに、
NLS_CHARが使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NLS_LOCAL=TRUEを使用する場合には、コマンド行でMODE=ANSIを指
定してください。

PCC-02384: 配列長指定子がありません配列長指定子がありません配列長指定子がありません配列長指定子がありません。。。。
原原原原因因因因 :  配列長指定子を使用しないで配列宣言を指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  配列宣言の長さを指定してください。

PCC-02385: NLS_CHAR使用中は、使用中は、使用中は、使用中は、DBMS = V6_CHARを指定できませんを指定できませんを指定できませんを指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  NLSマルチバイト文字変数としてプリコンパイラが処理するホスト変数を示して
いるときに、コマンド行で DBMS=V6_CHARオプションが指定されました。マルチバ
イト文字列は NULLで終了しなければなりませんが、DBMS=V6_CHARオプションを
指定すると、NULL終了子がない配列の長さまで、プリコンパイラが文字配列をブラン
クで埋めます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行から DBMS=V6_CHARオプションを削除してください。

PCC-02386: AT句はここでは使用できません句はここでは使用できません句はここでは使用できません句はここでは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  明示的 AT句が ALLOCATE文、または FETCH/CLOSE文（SQL_CURSOR宣言
を使用）とともに使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  AT句の指定を削除してください。

PCC-02387: sql_cursor型の式が必要です型の式が必要です型の式が必要です型の式が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  sql_cursorとして宣言されなかった ALLOCATE文、FETCH文、CLOSE文でホ
スト・バインド変数が使用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  sql_cursor型の変数を宣言してください。

PCC-02388: SELECT文文文文のののの FROM/WHERE句内では配列を使用できません句内では配列を使用できません句内では配列を使用できません句内では配列を使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト配列を SELECT-INTO文のWHERE句内で使用しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  配列を使用しないように SELECT文を訂正するか、またはカーソルを使用し
てください。

PCC-02389: SELECTリストでは配列を入力バインド変数として使用できませんリストでは配列を入力バインド変数として使用できませんリストでは配列を入力バインド変数として使用できませんリストでは配列を入力バインド変数として使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト配列を SELECT-INTO文の SELECTリスト内で使用しています。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SELECTリスト内で配列を使用しないように SELECT文を訂正してくださ
い。

PCC-02390: EXEC SQL CONTEXT USE文が見つかりません文が見つかりません文が見つかりません文が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL CONTEXT USE文が検出されず、オプション THREADS=YES が要求
されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要なコンテキスト変数（型 sql_contextの）が宣言され、実行可能な SQL
文の前で割り振られ、使用されているか確認してください。
注意 : このエラーは、PARSE=FULLの場合に、Pro*C/C++（リリース 2.2から）によっ
てだけ検出されます。

PCC-02391: ランタイム・コンテキスト変数の型が正しくありませんランタイム・コンテキスト変数の型が正しくありませんランタイム・コンテキスト変数の型が正しくありませんランタイム・コンテキスト変数の型が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC SQL CONTEXT USE文で参照されるランタイム・コンテキスト変数の型が
SQL_CONTEXTではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  型 SQL_CONTEXTのランタイム・コンテキスト変数を宣言してください。

PCC-02392: すですですですでにににに EXEC SQL DECLARE SECTION内にいます内にいます内にいます内にいます。。。。
原原原原因因因因 :  1つの SQL DECLARE SECTIONが別の SQL DECLARE SECTION内にネストさ
れています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DECLARE SECTIONSをネストしないようにしてください。ネストの内側の
DECLARE SECTIONを削除してください。

PCC-02393: SQL文が、文が、文が、文が、EXEC SQL DECLARE SECTION内で見つかりました内で見つかりました内で見つかりました内で見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  実行可能な SQL文が DECLARE SECTION内にあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文をファンクションの本体の中に移動してください。

PCC-02394: 入力ファイル名と出力ファイル名が同じです入力ファイル名と出力ファイル名が同じです入力ファイル名と出力ファイル名が同じです入力ファイル名と出力ファイル名が同じです。。。。
原原原原因因因因 :  INAMEおよび ONAMEの値が同じであるか、またはデフォルトの出力ファイル
名が ONAMEで指定したものと同じです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ONAMEを使用して、出力ファイルに別のファイル名を指定してください。

PCC-02395: 構造体の配列を使用する時には、構造体に名前が必要です構造体の配列を使用する時には、構造体に名前が必要です構造体の配列を使用する時には、構造体に名前が必要です構造体の配列を使用する時には、構造体に名前が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  名前の付いていない構造体の配列がホスト変数として使用されました。構造体の
配列を使用するときには、構造体に名前またはタグが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構造体に名前を指定してください。

PCC-02396: 構造体の配列内では配列を使用できません構造体の配列内では配列を使用できません構造体の配列内では配列を使用できません構造体の配列内では配列を使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  スカラーの配列または 2次元の文字フィールドまたは VARCHARフィールドが
含まれている構造体の配列がホスト変数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 :  スカラー配列または 2次元の文字フィールドまたは VARCHARフィールド
を使用しないように構造体を書き直してください。
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PCC-02397: VARCHAR宣言宣言宣言宣言はははは #includeファイルでは許可されませんファイルでは許可されませんファイルでは許可されませんファイルでは許可されません。。。。
原原原原因因因因 :  #include形式を使用した組み込まれたファイル内に VARCHAR宣言が見つかり
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC SQL INCLUDE形式を使用して VARCHAR宣言を指定したファイル
を組み込んでください。

PCC-02398: この文でこの型に対する標識が無視されましたこの文でこの型に対する標識が無視されましたこの文でこの型に対する標識が無視されましたこの文でこの型に対する標識が無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  標識変数を要求または必要としない文で、ある型に対する標識変数が、ホスト /
標識変数の組みで使用されました。通常、標識変数は ALLOCATEおよび FREE文で
は、オブジェクトまたはコレクション型以外の型に対しては、使用されません。
OBJECT CREATE/DEREF文でも、REF型に対しては使用されません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された文でこの型に対する標識の使用をやめてください。そうでない場
合には無視されます。

PCC-02399: CHAR_MAPオプション値オプション値オプション値オプション値がががが DBMS=V6に対して無効です。オプションが無視に対して無効です。オプションが無視に対して無効です。オプションが無視に対して無効です。オプションが無視
されましたされましたされましたされました。。。。
原原原原因因因因 :  CHAR_MAP=VARCHAR2以外の CHAR_MAPオプションがインラインで指定
されました。DBMS=V6であるため、このオプションは問題の文における文字変数また
は文字列変数に対して無視されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBMSを V6以外に設定するか、または CHAR_MAP=VARCHAR2を指定し
てください。

PCC-02400: このホスト変数をポインタ型として宣言する必要がありますこのホスト変数をポインタ型として宣言する必要がありますこのホスト変数をポインタ型として宣言する必要がありますこのホスト変数をポインタ型として宣言する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたホスト変数はポインタ型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 :  ホスト変数をポインタ型として宣言してください。

PCC-02401: この型のホスト変数配列は現在サポートされていませんこの型のホスト変数配列は現在サポートされていませんこの型のホスト変数配列は現在サポートされていませんこの型のホスト変数配列は現在サポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された型のホスト変数配列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 :  この型の配列を使用しないようにプログラムを書き直してください。

PCC-02402: オブジェクト・キャッシュ使用時には、オブジェクト・キャッシュ使用時には、オブジェクト・キャッシュ使用時には、オブジェクト・キャッシュ使用時には、Pro*オプショオプショオプショオプションンンン OBJECTS=YES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 :  このホスト変数に対してオブジェクト・キャッシュが使用されますが、Pro*Cコ
マンド行で OBJECTS=NOが指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクト・キャッシュを使用する場合には、Pro*Cコマンド行で
OBJECTS=YESを指定してください。

PCC-02403: 標識変数の型がこのホスト変数に対して無効です標識変数の型がこのホスト変数に対して無効です標識変数の型がこのホスト変数に対して無効です標識変数の型がこのホスト変数に対して無効です。。。。
原原原原因因因因 :  標識変数の型が、指定されたホスト変数に対して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 :  標識変数の型を有効な型に変更してください。適切な標識変数宣言の説明に
ついては、『Programmer's Guide to the ORACLE Pro*C/C++ Precompiler』を参照して
ください。
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PCC-02404: この標識変数をポインタ型として宣言する必要がありますこの標識変数をポインタ型として宣言する必要がありますこの標識変数をポインタ型として宣言する必要がありますこの標識変数をポインタ型として宣言する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたホスト標識変数はポインタ型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 :  標識変数をポインタ型として宣言してください。

PCC-02405: 変数の型が未定義です変数の型が未定義です変数の型が未定義です変数の型が未定義です。。。。
原原原原因因因因 :  変数の型識別子に、宣言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 :  ホスト変数の型に有効な宣言を指定してください。プログラムでオブジェク
トを使用している場合、オブジェクト型の OTT生成ヘッダーが組み込まれており、型
ファイルが Pro*Cコマンド行の INTYPEオプションで指定されていることを確認してく
ださい。

PCC-02406: フォーフォーフォーフォームムムム 'RETURN[ING] REF INTO :<ref>'のみが必要ですのみが必要ですのみが必要ですのみが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  OBJECT CREATEで RETURNING句を使用している時は、'REF INTO :<host 
variable>'1つだけが必要です。このエラーが発生するのは、REFが属する式リストが 1
つ以上であるか、または 1つ以上のホスト変数がリストに指定されている場合です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RETURNING句をそれぞれの指定ごとに書き直してください。

PCC-02407: オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトとととと REF型が一致しません型が一致しません型が一致しません型が一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  OBJECT CREATEまたは DEREF文で、指定されたオブジェクトとそれに対応す
る REFの型が一致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクトとその REFの型が同じであることを確認してください。型情報
は OTTによって生成され、OTTが作成するヘッダー・ファイルに表示されます。

PCC-02408: オブジェクト型の式が必要ですオブジェクト型の式が必要ですオブジェクト型の式が必要ですオブジェクト型の式が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  式がオブジェクト型ではありません。たとえば、Navigational文の多数のホスト
変数式は、変数がオブジェクト型に宣言されることを必要としています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  式を書き直すか、または変数を宣言してオブジェクトにしてください。

PCC-02409: REF型の式が必要です型の式が必要です型の式が必要です型の式が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  式が REF型ではありません。たとえば、Navigational CREATEおよび DEREF文
のホスト変数は、REF型に宣言される必要があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  式を書き直すか、または変数を宣言して REFにしてください。

PCC-02410: コレクション・ホスト変数の型コレクション・ホスト変数の型コレクション・ホスト変数の型コレクション・ホスト変数の型ははははOCICollに変化する必要がありますに変化する必要がありますに変化する必要がありますに変化する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  コレクションのバインド変数が OCIColl型に変化しませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コレクション型の OTT生成ヘッダーが Pro*Cプログラムに正しく組み込ま
れており、型ファイルが Pro*Cコマンド行の INTYPEオプションで指定されていること
を確認してください。

PCC-02411: オブジェクオブジェクオブジェクオブジェクトトトト REFホスト変数の型は、ホスト変数の型は、ホスト変数の型は、ホスト変数の型は、OCIRefに変化する必要がありますに変化する必要がありますに変化する必要がありますに変化する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト REFのバインド変数が OCIRef型に変化しませんでした。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクト型の OTT生成ヘッダーが Pro*Cプログラムに正しく組み込ま
れており、型ファイルが Pro*Cコマンド行の INTYPEオプションで指定されていること
を確認してください。

PCC-02412: FOR句は、句は、句は、句は、OBJECT GETまたまたまたまたはははは SET文では許可されません文では許可されません文では許可されません文では許可されません。。。。
原原原原因因因因 :  明示的な FOR句が OBJECT GETまたは OBJECT SET文で使用されました。これ
らの文に FOR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 :  FOR句を取り除いてください。

PCC-02413: 属性の数がホスト変数の数に一致しません属性の数がホスト変数の数に一致しません属性の数がホスト変数の数に一致しません属性の数がホスト変数の数に一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  GET文の OBJECT SETの属性リストに指定された属性の数が、この文に指定さ
れたホスト変数の合計数と一致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その文から属性またはホスト変数をいくつか削除して、それそれの合計数を
同じにしてください。

PCC-02414: この属性は指定されたオブジェクトに存在しませんこの属性は指定されたオブジェクトに存在しませんこの属性は指定されたオブジェクトに存在しませんこの属性は指定されたオブジェクトに存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  OBJECT SETまたは GET文の属性リストに指定された属性が、その文に指定さ
れたオブジェクトのメンバーではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リストから属性を削除してください。

PCC-02415: OBJECT GETまたまたまたまたはははは SETでオブジェクト属性を操作できませんでオブジェクト属性を操作できませんでオブジェクト属性を操作できませんでオブジェクト属性を操作できません。。。。
原原原原因因因因 :  それ自体がオブジェクトまたは REF型である、オブジェクトの属性を取得または
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 :  文の属性リストから属性を削除してください。

PCC-02416: OBJECT GETまたまたまたまたはははは SETのオブジェクトが、配列であることはできませんのオブジェクトが、配列であることはできませんのオブジェクトが、配列であることはできませんのオブジェクトが、配列であることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  OBJECT GETまたは SET文で指定されたオブジェクトが、配列であり、これは
無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクトが配列でないように、オブジェクトを再宣言してください。ま
たは、オブジェクトをサブスクリプトしてください。そうすれば、オブジェクト配列の
要素が 1つだけ指定されます。

PCC-02417: 属性とホスト変数の型変換が無効です属性とホスト変数の型変換が無効です属性とホスト変数の型変換が無効です属性とホスト変数の型変換が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  Navigational GETまたは SET文で、属性型とホスト変数型間において、無効な
型変換が試行されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  属性またはホスト変数どちらかの型を変更してください。

PCC-02418: オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトとととと REFホスト変数の配列サイズが一致しませんホスト変数の配列サイズが一致しませんホスト変数の配列サイズが一致しませんホスト変数の配列サイズが一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  OBJECT CREATEまたは DEREFでのオブジェクトまたは REF変数の配列サイズ
が、一致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  互いに等しくなるように、2つのホスト変数の配列を調整してください。
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PCC-02419: ホスト変数配列は、ホスト変数配列は、ホスト変数配列は、ホスト変数配列は、OBJECT SETまたまたまたまたはははは GETで許可されませんで許可されませんで許可されませんで許可されません。。。。
原原原原因因因因 :  OBJECT SETまたは GET文のホスト変数リストで、配列が見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  (一次元の charまたは varchar変数を除き )スカラーのみが、OBJECT SET
または GETのホスト変数リストで許可されます。これらの文ではスカラーのみを使用
してください。

PCC-02420: 型の指定が不完全です型の指定が不完全です型の指定が不完全です型の指定が不完全です (またはありませまたはありませまたはありませまたはありませんんんん )。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文で使用されるホスト変数の宣言時に、不完全または欠落している型の指定
が行われました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文での使用を意図したホスト変数を宣言する時には、完全な型の定義を
指定してください。

PCC-02421: このホスト変数には標識変数を使用する必要がありますこのホスト変数には標識変数を使用する必要がありますこのホスト変数には標識変数を使用する必要がありますこのホスト変数には標識変数を使用する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  標識変数が明示的に要求された特定のホスト変数と指定された、または一致した
標識変数はありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  与えられた SQL文で指定されたホスト変数と共に使用する、標識変数を指
定してください。

PCC-02422: 与えられたコンテキスト・オプションに無効な値が指定されました与えられたコンテキスト・オプションに無効な値が指定されました与えられたコンテキスト・オプションに無効な値が指定されました与えられたコンテキスト・オプションに無効な値が指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  CONTEXT <option> OPTION SET（または GET）文で指定された実行時コンテキ
スト・オプションの値が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  特定のオプションの文で、有効なオプション値を使ってください。

PCC-02423: ホスト変数が、このオプション値に対して無効な型ですホスト変数が、このオプション値に対して無効な型ですホスト変数が、このオプション値に対して無効な型ですホスト変数が、このオプション値に対して無効な型です。。。。
原原原原因因因因 :  CONTEXT <option> OPTION SET（または GET）文の特定のオプション値に対応
するホスト変数の型が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  特定の値に適した型を使ってください。

PCC-02424: 値とホスト変数の個数が一致していません値とホスト変数の個数が一致していません値とホスト変数の個数が一致していません値とホスト変数の個数が一致していません。。。。
原原原原因因因因 :  CONTEXT <option> OPTION SET（または GET）文で指定された値の個数と、指
定された有効なホスト変数の個数が一致していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  特定の文で与えられた値と同じ個数のホスト変数を使ってください。

PCC-20113: DBMS=V6はサポートされなくなりました。はサポートされなくなりました。はサポートされなくなりました。はサポートされなくなりました。DBMS=NATIVE、、、、
CHAR_MAP=VARCHAR2が使われまが使われまが使われまが使われますすすす。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で DBMS=V6が指定されましたが、このオプション値はサポートされ
なくなりました。オプション DBMS=NATIVEおよび CHAR_MAP=VARCHAR2がかわ
りに使われました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プログラムをチェックして、V6の動作に依存していないことを確認してく
ださい。DBMS=V6を指定した場合の影響については、『Programmer’s Guide to the 
ORACLE Pro*C/C++ Precompiler』を参照してください。
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PCC-20114 DBMS=V6と一緒にコマンド行引と一緒にコマンド行引と一緒にコマンド行引と一緒にコマンド行引数数数数MODE=ANSIを使うことはできませんを使うことはできませんを使うことはできませんを使うことはできません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleバージョン 6での特定の操作（文字の比較など）の方法は、ANSI/ISO 
SQL標準に 100%準拠しているわけではありません。DBMS=V6オプションまたは
DBMS=V6_CHARオプションを使用した V6の方法が要求されている場合は、
MODE=ANSIによるプリコンパイルは許可されません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  V6オプションで ANSIモードを使わないでください。

Oracle実行時ライブラリ SQLメッセージ : 02100 ～ 02139 
SQLLIB、すなわち Oracle実行時ライブラリは、実行時に次のようなエラー・メッセージを
出す可能性があります。

SQL-02100: 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。(たとえば、割り当てられませたとえば、割り当てられませたとえば、割り当てられませたとえば、割り当てられませんんんん )
原原原原因因因因 :  SQLLIBがプログラムを実行するために十分なメモリーを割り当てることができ
ませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー・プロセス用により多くのメモリーを割り当てます。その後、プロ
グラムを再実行します。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・サポートに問合せます。

SQL-02101: カーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソカーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソカーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソカーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソルルルル /グローバル・カーソルが結グローバル・カーソルが結グローバル・カーソルが結グローバル・カーソルが結
合しています合しています合しています合しています。。。。
原原原原因因因因 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。

SQL-02102: カーソル・キャッシュが矛盾しています。グローバル・カーソルのエントリがカーソル・キャッシュが矛盾しています。グローバル・カーソルのエントリがカーソル・キャッシュが矛盾しています。グローバル・カーソルのエントリがカーソル・キャッシュが矛盾しています。グローバル・カーソルのエントリが
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 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。

SQL-02103: カーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュの参照が範囲カーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュの参照が範囲カーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュの参照が範囲カーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュの参照が範囲
外にあります外にあります外にあります外にあります。。。。
原原原原因因因因 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。

SQL-02104: ホスト・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュが使用不能ですホスト・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュが使用不能ですホスト・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュが使用不能ですホスト・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュが使用不能です。。。。
原原原原因因因因 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。
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SQL-02105: カーソル・キャッシュが矛盾しています。グローバル・カーソルが見つかりまカーソル・キャッシュが矛盾しています。グローバル・カーソルが見つかりまカーソル・キャッシュが矛盾しています。グローバル・カーソルが見つかりまカーソル・キャッシュが矛盾しています。グローバル・カーソルが見つかりま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。

SQL-02106: カーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュが矛盾しています。カーソル・キャッシュが矛盾しています。Oracle カーソル番号が無効ですカーソル番号が無効ですカーソル番号が無効ですカーソル番号が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。

SQL-02107: ランタイム・ライブラリには、プログラムが古すぎます。再コンパイルしてくランタイム・ライブラリには、プログラムが古すぎます。再コンパイルしてくランタイム・ライブラリには、プログラムが古すぎます。再コンパイルしてくランタイム・ライブラリには、プログラムが古すぎます。再コンパイルしてく
ださいださいださいださい。。。。
原原原原因因因因 :  プログラムがこのリリースの SQLLIBと互換性のない古いバージョンの Oracle 
Precompilerでプリコンパイルしてあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より新しいバージョンの Oracle Precompilerを使用してこのプログラムをプ
リコンパイルします。

SQL-02108: ランタイム・ライブラリに無効な記述子が渡されましたランタイム・ライブラリに無効な記述子が渡されましたランタイム・ライブラリに無効な記述子が渡されましたランタイム・ライブラリに無効な記述子が渡されました。。。。
原原原原因因因因 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。

SQL-02109: ホスト・キャッシュが矛盾しています。ホスト参照が範囲外にありますホスト・キャッシュが矛盾しています。ホスト参照が範囲外にありますホスト・キャッシュが矛盾しています。ホスト参照が範囲外にありますホスト・キャッシュが矛盾しています。ホスト参照が範囲外にあります。。。。
原原原原因因因因 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。

SQL-02110: ホスト・キャッシュが矛盾しています。ホスト・キャッシュのエントリ型が無ホスト・キャッシュが矛盾しています。ホスト・キャッシュのエントリ型が無ホスト・キャッシュが矛盾しています。ホスト・キャッシュのエントリ型が無ホスト・キャッシュが矛盾しています。ホスト・キャッシュのエントリ型が無
効です効です効です効です。。。。
原原原原因因因因 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。

SQL-02111: ヒープ一貫性エラーヒープ一貫性エラーヒープ一貫性エラーヒープ一貫性エラー
原原原原因因因因 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。

SQL-02112: SELECT ... INTO が戻した行数が多すぎますが戻した行数が多すぎますが戻した行数が多すぎますが戻した行数が多すぎます。。。。
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原原原原因因因因 :  SELECT ... INTO文が、指定したホスト変数に格納できる行数よりも多くの行を
戻しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  3つの解決方法が考えられます。

■ プリコンパイラ・オプション SELECT_ERROR=NOを使用する。

■ より大きな配列次元のホスト変数を宣言する。

■ SELECT文のカーソルまたはカーソル変数を宣言する。

SQL-02113: メッセージ・ファイルをオープンできませんメッセージ・ファイルをオープンできませんメッセージ・ファイルをオープンできませんメッセージ・ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  SQLLIBがファイル ora_sqllib:sqlli*.msb を検索または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 :  ora_sqllib が正しく定義されていることと、sqlli*.msb ファイルが存在して読
取り可能なことを確認してください。

SQL-02114: 無効な無効な無効な無効な SQL カーソルの使カーソルの使カーソルの使カーソルの使用用用用 : クローズされているカーソルをクローズしようとクローズされているカーソルをクローズしようとクローズされているカーソルをクローズしようとクローズされているカーソルをクローズしようと
していますしていますしていますしています。。。。
原原原原因因因因 :  MODE={ANSI|ANSI14}ですでにクローズされているカーソルをクローズしよう
としました。クローズされているカーソルを再クローズできるのは、
MODE={ORACLE|ANSI13}のときだけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MODE={ANSI|ANSI14} の場合には、カーソルがすでにクローズされている
かどうか調べてください。クローズされているカーソルを再クローズする場合は、
MODE={ORACLE|ANSI13}を指定してください。

SQL-02115: コード解析の問題コード解析の問題コード解析の問題コード解析の問題 -- COMMON_NAME の使用方法を確認してくださいの使用方法を確認してくださいの使用方法を確認してくださいの使用方法を確認してください。。。。
原原原原因因因因 :  Pro*FORTRANプログラムで、プリコンパイラ・オプション COMMON_NAME
の指定が正しくない場合にこのエラーが発生します。また、その他の Oracleプリコン
パイラではコードセグメントの生成ができないときに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 :  Pro*FORTRAN で、COMMON_NAME を使用して複数のソース・モジュー
ルをプリコンパイルしている場合には、各モジュールに異なる共通名を指定しているか
どうか確認してください。その他の Oracleプリコンパイラでこのエラーが発生した場
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。

SQL-02116: 致命的なエラ致命的なエラ致命的なエラ致命的なエラーーーー : リエントラント・コード・ジェネレータが、無効なコンテキスリエントラント・コード・ジェネレータが、無効なコンテキスリエントラント・コード・ジェネレータが、無効なコンテキスリエントラント・コード・ジェネレータが、無効なコンテキス
トを戻しましたトを戻しましたトを戻しましたトを戻しました。。。。
原原原原因因因因 :  通常、この内部エラーはメモリー関係のエラーを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー関係のエラー（たとえば、ポインタの無効、配列バインド違反な
ど）がないかどうかプログラムを確認してください。

SQL-02117: 無効な無効な無効な無効な SQL カーソルの使カーソルの使カーソルの使カーソルの使用用用用 : オープンされているカーソルをオープンしようとオープンされているカーソルをオープンしようとオープンされているカーソルをオープンしようとオープンされているカーソルをオープンしようと
していますしていますしていますしています。。。。
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原原原原因因因因 :  MODE={ANSI|ANSI14|ANSI13}ですでにオープンされているカーソルをオープ
ンしようとしました。オープンしているカーソルを再オープンできるのは、
MODE=ORACLEのときだけです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MODE={ANSI|ANSI14|ANSI13}の場合には、カーソルがすでにオープンさ
れているかどうか調べてください。再解析を避けるために、オープンされているカーソ
ルを再オープンする場合は、MODE=ORACLEを指定してください。

SQL-02118: WHERE CURRENT OF 操作で無効な行があります操作で無効な行があります操作で無効な行があります操作で無効な行があります。。。。
原原原原因因因因 :  UPDATE文または DELETE文の CURRENTOF句を使用して、存在していない行
を参照しようとしました。このエラーは、FETCHが実行されなかった場合や、プログ
ラムがトラップできないことを示す "no data found"（データが見つかりません）という
エラーを戻す場合に発生します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最後のカーソル操作が正しく完了したかどうか、カーソルの現在行が有効か
どうか確認してください。次の 2つの方法でカーソル操作の結果を調べることができま
す。WHENEVER文を使用した暗黙的チェックと、SQLCA内の SQLCODEの明示的
チェックです。

SQL-02119: HSTDEF 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 :  最初の引数が使用されたときに、SQLRCNコールの 2番目の引数として NULL
以外のポインタが HSTDEFに対して指定されました。SQLRCNの最初または 2番目の
引数が 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 :  SQLRCNに対する最初または 2番目の引数に NULLポインタを渡してくだ
さい。

SQL-02120: SQLRCN の最初の最初の最初の最初とととと 2番目番目番目番目のののの引数がいずれ引数がいずれ引数がいずれ引数がいずれももももNULLですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  SQLRCNの最初の引数と 2番目の引数がどちらも NULLでした。OCI LDA（最
初の引数）の形式で、または HSTDEFポインタ自体（2番目の引数）として、HSTDEF
を SQLRCNに渡さ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 :  OCI LDA または HSTDEF のいずれかを渡すか、両方とも渡さないでくださ
い。

SQL-02121: ホスト名が無効ですホスト名が無効ですホスト名が無効ですホスト名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SQLFCNコールに渡されたホスト名は、SQLRCNへの以前のコールで使用され
ませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  対応する SQLRCNコールで使用された同じ識別子を使用してください。

SQL-02122: このデータベース接続では、このデータベース接続では、このデータベース接続では、このデータベース接続では、OPEN またはまたはまたはまたは PREPARE 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 :  別のデータベース接続のために現在オープンしているカーソルを使用して、
OPEN文または PREPARE文を実行しようとしました。したがって、この接続には使用
できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現在接続しているデータベースで使用できるように、カーソルをクローズす
るか使用可能な他のカーソルに対して実行してください。
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SQL-02123: EXEC TOOLS GET CONTEXT 文で参照しているコンテキストが見つかりませ文で参照しているコンテキストが見つかりませ文で参照しているコンテキストが見つかりませ文で参照しているコンテキストが見つかりませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC TOOLS GET CONTEXT文で指定されたコンテキスト名が、EXEC TOOLS 
SET CONTEXT文とともに格納されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  後で検索できるように、EXEC TOOLS SET CONTEXT文を使用して、すべ
てのコンテキストを保存してください。

SQL-02124: EXEC TOOLS 文文文文でででで NULL値が戻されました値が戻されました値が戻されました値が戻されました。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC TOOLS文から、標識変数が指定されていないホスト変数に対して NULL
値が戻されました。このエラーが発生するのは、MODE=ANSIの場合だけです。
MODE=ORACLEのときには、ホスト変数の値が予測不能ではあっても、エラーは生成
されません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NULLを戻すホスト変数と標識変数を関連付けてください。

SQL-02125: コンテキスト・エラー。エラー・テキストが取得できませんコンテキスト・エラー。エラー・テキストが取得できませんコンテキスト・エラー。エラー・テキストが取得できませんコンテキスト・エラー。エラー・テキストが取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  接続ができませんでした（デフォルト・ホストにも）。その結果、SQLLIBは発生
した Oracleエラーのメッセージ・テキストを読み取れませんでした。ただし、SQLLIB
は、メッセージを探すのに使用できる Oracleエラー番号を戻します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  『Oracle8 Server Messages』で該当するメッセージを探して、その原因と解
決方法を参照してください。

SQL-02126: 配列要素の数が負数です。配列要素の数が負数です。配列要素の数が負数です。配列要素の数が負数です。(たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、< 0)
原原原原因因因因 :  プリコンパイラによって SQLDA（動的 SQL方法 4で使用する SQL記述子領域）
の N変数または F変数の配列要素に負の数が検出されました。DESCRIBE文を実行す
る前に、Nを記述配列の次元に設定してください。DESCRIBE文の実行後、F変数に格
納されている、DESCRIBEされた変数の実際の数にNを再設定してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  N および F 変数が負以外の値に設定されているかどうかを確認してくださ
い。

SQL-02127: プリコンパイプリコンパイプリコンパイプリコンパイララララ /SQLLIB のバージョンが一致していませんのバージョンが一致していませんのバージョンが一致していませんのバージョンが一致していません。。。。
原原原原因因因因 :  ご使用のプログラムは、SQLLIB旧バージョンにリンクされており、Oracleプリ
コンパイラのこのリリースとの互換がとれません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プログラムを SQLLIBの新しいバージョンに再リンクしてください。

SQL-02128: セッションが存在し、ログオフされていませんセッションが存在し、ログオフされていませんセッションが存在し、ログオフされていませんセッションが存在し、ログオフされていません。。。。
原原原原因因因因 :  XAが依然としてセッションをそのホストと対応付けているので、SQLLIBから
ホストが除去（「ログオフ」）されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQLXDHをコールしてホストを削除する前に、XAがそのホストのすべての
セッションを削除するか、または doit_anywayフラグを設定しなければなりません。

SQL-02129: FETCH されたバイト数が奇数ですされたバイト数が奇数ですされたバイト数が奇数ですされたバイト数が奇数です。。。。
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原原原原因因因因 :  プログラムが、無効な列値をマルチバイト NLSホスト変数に FETCHしようとし
ました。具体的には、有効な 2バイト・データがその列に含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 :  列にダブルバイトのデータ以外が入らないようにしてください。これを確認
するには、SQL*Plusまたは Server Managerを使用してください。

SQL-02130: EXEC TOOLS インタフェースが使用できませんインタフェースが使用できませんインタフェースが使用できませんインタフェースが使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  EXEC TOOLSインタフェースをサポートしていない Oracle Toolのバージョンに
リン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 :  Oracle Toolをアップグレードするか、または EXEC IAFインタフェースを使
用してください。

SQL-02131: ランタイム・コンテキストが使用中ですランタイム・コンテキストが使用中ですランタイム・コンテキストが使用中ですランタイム・コンテキストが使用中です。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがすでに使用中のランタイム・コンテキストを使用して、SQL
文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 :  同一のランタイム・コンテキストで 1つのスレッドが完了するのを待ってか
ら別の SQL文を実行するようにするか、または各スレッドごとに別々のランタイム・
コンテキストを割り振って使用するように、アプリケーションを訂正してください。

SQL-02132: ランタイム・コンテキストが割り当てられませんランタイム・コンテキストが割り当てられませんランタイム・コンテキストが割り当てられませんランタイム・コンテキストが割り当てられません。。。。
原原原原因因因因 :  ランタイム・コンテキストを割り当てようとしましたが、できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは通常、プロセス・メモリーのサイズが小さいときに発生しま
す。より多くのメモリーを割り当て、再度アプリケーションを実行してください。

SQL-02133: スレッドを使用するプロセスが初期化できませんでしたスレッドを使用するプロセスが初期化できませんでしたスレッドを使用するプロセスが初期化できませんでしたスレッドを使用するプロセスが初期化できませんでした。。。。
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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

SQL-02134: ランタイム・コンテキストが無効ですランタイム・コンテキストが無効ですランタイム・コンテキストが無効ですランタイム・コンテキストが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  実行可能 SQL文に関連付けられたランタイム・コンテキストが正しく割り当て
られていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EXEC SQL CONTEXT ALLOCATE文を実行してから SQL文を実行するよう
に、アプリケーションを訂正してください。

SQL-02135: 提供されるマスクを使用する日付書式が初期化できません提供されるマスクを使用する日付書式が初期化できません提供されるマスクを使用する日付書式が初期化できません提供されるマスクを使用する日付書式が初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  ランタイム・ライブラリは与えられた日付書式マスクで日付書式設定文を発行で
きませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  日付書式の妥当性を検査し、必要に応じて修正してください。詳細は ORA
エラー番号で調べてください。

SQL-02136: NCHAR キャラクタ・セットキャラクタ・セットキャラクタ・セットキャラクタ・セット 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 :  NCHARホスト変数をバインドまたは定義しようとしましたが、プリコンパイル
時に NLS_NCHAR変数が設定されていませんでした。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NLS_NCHAR環境変数を設定してから、アプリケーションを再度プリコン
パイルしてください。

PCF FIPSメッセージ : 00250 ～ 00300
この節では、プリコンパイラ・コマンド行オプション FIPS=YESを指定するとき、および
ANSI/ISO埋込み SQL標準への Oracle拡張機能を使用するときに生成されるメッセージを
列挙します。コードを標準に準拠させる場合は、メッセージ中に記述されている Oracle拡
張機能は使用しないでください。

PCF-00251: SQLCODE は、低レベルの機能ですは、低レベルの機能ですは、低レベルの機能ですは、低レベルの機能です。。。。
PCF-00252: SQL内内内内でででで Cプリプロセッサを使用していますプリプロセッサを使用していますプリプロセッサを使用していますプリプロセッサを使用しています。。。。
PCF-00253: AT 句を使用しています句を使用しています句を使用しています句を使用しています。。。。
PCF-00254: FOR句を使用しています句を使用しています句を使用しています句を使用しています。。。。
PCF-00255: CONNECT文を使用しています文を使用しています文を使用しています文を使用しています。。。。
PCF-00256: SQLCODEが非標準値を戻しましたが非標準値を戻しましたが非標準値を戻しましたが非標準値を戻しました。。。。
PCF-00257: COMMITの後にキーワーの後にキーワーの後にキーワーの後にキーワードドドドWORKが必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
PCF-00258: ROLLBACKの後にキーワーの後にキーワーの後にキーワーの後にキーワードドドドWORKが必要ですが必要ですが必要ですが必要です。。。。
PCF-00259: TO SAVEPOINT句の使用句の使用句の使用句の使用
PCF-00260: RELEASE句の使用句の使用句の使用句の使用
PCF-00261: 動動動動的的的的 SQLの使用の使用の使用の使用
PCF-00262: PL/SQLの使用の使用の使用の使用
PCF-00263: WHENEVER句内句内句内句内のののの SQLWARNの使用の使用の使用の使用
PCF-00264: WHENEVER句内句内句内句内のののの NOTFOUNDの使用の使用の使用の使用
PCF-00265: COMMIT句内句内句内句内のののの COMMENTの使用の使用の使用の使用
PCF-00266: WHENEVER句内句内句内句内のののの STOPの使用の使用の使用の使用
PCF-00267: FORCE TRANSACTION句の使用句の使用句の使用句の使用
PCF-00268: WHENEVER句内句内句内句内のののの DOの使用の使用の使用の使用
PCF-00269: DECLARE TABLE文の使用文の使用文の使用文の使用
PCF-00270: DECLARE TABLE文の使用文の使用文の使用文の使用
PCF-00271: EXEC SQL INCLUDEの使用の使用の使用の使用
PCF-00272: データ型同値化の使用データ型同値化の使用データ型同値化の使用データ型同値化の使用
PCF-00273: SQL FORMS文の使用文の使用文の使用文の使用
PCF-00274: EXEC ORACLE文の使用文の使用文の使用文の使用
PCF-00275: 無効なデータ型無効なデータ型無効なデータ型無効なデータ型
PCF-00276: DROP TABLE文の使用文の使用文の使用文の使用
PCF-00277: 非非非非 ANSI機能の使用機能の使用機能の使用機能の使用
PCF-00278: ALLOCATE文の使用文の使用文の使用文の使用
PCF-00279: PL/SQLオブジェクト作成のためオブジェクト作成のためオブジェクト作成のためオブジェクト作成のためのののの CREATEの使用の使用の使用の使用
PCF-00280: OBJECT Navigational Interfaceの使用の使用の使用の使用
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この章では、SQL*DBAで出力す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、推奨される解決方法についても説明します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なオブジェクト・タイプ、または所有者、名前を指定してください。

SQL*DBAメッセージ : 00001～ 00199 
DBA-00072: 警警警警告告告告 : name  の作成時にコンパイル・エラーが発生しましたの作成時にコンパイル・エラーが発生しましたの作成時にコンパイル・エラーが発生しましたの作成時にコンパイル・エラーが発生しました。。。。

原原原原因因因因 :  コード・エラーによって、パッケージ、またはパッケージ本体、プロシージャ、
ファンクション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 :  SHOW ERRORSコマンドを入力して表示されたコンパイル・エラーを修正
してください。

DBA-00073: 警警警警告告告告 : name  の作成時にコンパイル・エラーが発生しましたの作成時にコンパイル・エラーが発生しましたの作成時にコンパイル・エラーが発生しましたの作成時にコンパイル・エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  コード・エラーによって、パッケージ、またはパッケージ本体、プロシージャ、
ファンクション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 :  SHOW ERRORSコマンドを入力して表示されたコンパイル・エラーを修正
してください。

DBA-00100: SPOOL 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 :  SPOOLコマンドにすでに存在する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 :  存在しないファイルについて有効なファイル名を指定してください。

DBA-00101: コマンドの終わりに無効なテキストがありますコマンドの終わりに無効なテキストがありますコマンドの終わりに無効なテキストがありますコマンドの終わりに無効なテキストがあります。。。。
原原原原因因因因 :  認識できないコマンドまたはその他のテキストが、コマンド中にあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を確認して、再実行してください。

DBA-00102: LOG 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 :  ARCHIVE LOGコマンドに LOG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 :  コマンドの構文を確認して、再実行してください。
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DBA-00103: ARCHIVE LOG 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 :  ARCHIVE LOGコマンドのオプションに LISTまたは STOP、START、NEXT、
ALL、数字、ファイル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 :  コマンドの構文を確認して、再実行してください。

DBA-00104: RECOVER 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 :  RECOVERコマンドのオプションに DATABASEまたはMANUAL、UNTIL、
TABLESPACE、DATAFILE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 :  コマンドの構文を確認して、再実行してください。

DBA-00105: INSTANCE 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 :  インスタンス名に指定した Net8接続文字列が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Net8 接続文字列の詳細は、Net8のマニュアルを参照してください。

DBA-00106: ECHO スイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SET ECHOコマンドの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 :  処置 SET ECHOコマンドのオプションには ONまたは OFFを指定します。

DBA-00107: TERMOUT スイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SET TERMOUTコマンドの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 :  SET TERMOUTコマンドのオプションには ONまたは OFFを指定します。

DBA-00108: TIMING スイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SET TIMINGコマンドの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 :  SET TIMINGコマンドのオプションには ONまたは OFFを指定します。

DBA-00109: CYCLE 値が無効です値が無効です値が無効です値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SET CYCLEコマンドの値が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SET CYCLEコマンドの値は 1から 3600の間の整数が有効です。

DBA-00110: SET 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 :  SETコマンドの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 :  『Oracle8 Server ユーティリティ』で SETコマンドの構文を確認して、コマ
ンドを再実行してください。

DBA-00111: SHOW 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 :  SHOWコマンドの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 :  『Oracle8 Server ユーティリティ』で SHOWコマンドの構文を確認して、
コマンドを再実行してください。

DBA-00113: PFILE名が無効です名が無効です名が無効です名が無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  指定された PFILE名が認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な PFILE名を指定してください。

DBA-00114: 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 :  指定されたデータベース名が認識できません。

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。

DBA-00115: 予期しないコマンドの終わりかたです予期しないコマンドの終わりかたです予期しないコマンドの終わりかたです予期しないコマンドの終わりかたです。。。。
原原原原因因因因 :  オプションの引数がありません。次に例を示します。

SQLDBA> STARTUP OPEN PFILE 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を確認して、値が必要なオプションに適切な引数を指定し
て、再度コマンドを入力してください。

DBA-00116: SHUTDOWN 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 :  SHUTDOWNコマンドのオプションに NORMAL、または IMMEDIATE、
ABORT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 :  コマンドの構文を確認して、再実行してください。

DBA-00117: 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。。。。
原原原原因因因因 :  指定された表領域名が認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な表領域名を指定してください。

DBA-00118: プロセプロセプロセプロセスススス IDまたは統計表示クラスが無効ですまたは統計表示クラスが無効ですまたは統計表示クラスが無効ですまたは統計表示クラスが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  MONITOR STATISTICSコマンドでプロセス ID以外のものが指定されました。
または、クラスが無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロセス IDとして数値だけを指定するか、または、MONITOR STATISTICS
コマンドの有効なクラスを指定してください。

DBA-00119: STARTUP 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 :  STARTUPコマンドのオプションに DBA、または PFILE、EXCLUSIVE、
SHARED、MOUNT、OPEN、RECOVER、NOMOUNT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 :  コマンドの構文を確認して、再実行してください。

DBA-00120: STOPONERROR スイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SET STOPONERRORコマンドの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 :  SET STOPONERRORコマンドのオプションには ONまたは OFFを指定しま
す。

DBA-00121: MONITOR 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 :  MONITORコマンドのオプションが無効です。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  『Oracle8 Server ユーティリティ』でMONITORコマンドの構文を確認し
て、コマンドを再実行してください。

DBA-00122: SET 数値パラメータが無効です数値パラメータが無効です数値パラメータが無効です数値パラメータが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SETコマンドのオプションで、数値を入力するべき場所に文字か無効な数値が指
定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を確認して、オプションに適当な数値を使用して再実行して
ください。

DBA-00123: 表領域名リストが無効です表領域名リストが無効です表領域名リストが無効です表領域名リストが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ARCHIVE LOGコマンドの表領域リストの値に、無効な文字列が指定されまし
た。たとえば、二重引用符「"」は無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を確認して、有効な表領域名を使用して再実行してくださ
い。

DBA-00124: ARCHIVE 先が無効です先が無効です先が無効です先が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された ARCHIVE先を認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な ARCHIVE先を指定してください。

DBA-00125: 整数値がオーバーフローしました整数値がオーバーフローしました整数値がオーバーフローしました整数値がオーバーフローしました。。。。
原原原原因因因因 :  指定された数値が大きすぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  小さい値を指定してください。

DBA-00126: VERIFYスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  その VERIFYスイッチは認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な VERIFYスイッチを指定してください。

DBA-00127: STARTUPオプションの組合わせが無効ですオプションの組合わせが無効ですオプションの組合わせが無効ですオプションの組合わせが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された STARTUPオプションは同時に指定できません。たとえば、MOUNT
と OPENは同時に指定できません。

SQLDBA> STARTUP MOUNT OPEN testdb 
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  『Oracle8 Server ユーティリティ』で STARTUPコマンドの構文をチェック
して、一緒に使えるオプションを確認してください。

DBA-00128: DEBUGスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  その DEBUGスイッチは認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な DEBUGスイッチを指定してください。

DBA-00129: 値が範囲値が範囲値が範囲値が範囲 (1 - num) 内にありません内にありません内にありません内にありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された値が範囲外です。有効な範囲はエラー・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 :  このエラーで示された範囲内の値を使用してください。
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DBA-00131: ARCHIVE TOで指定されたデバイスが無効ですで指定されたデバイスが無効ですで指定されたデバイスが無効ですで指定されたデバイスが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたデバイスが認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なデバイスを指定してください。

DBA-00132: hostname/password 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 :  ホスト名 /パス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 :  有効なホスト名 /パスワードを指定してください。

DBA-00133: データ・ファイル・リストが無効ですデータ・ファイル・リストが無効ですデータ・ファイル・リストが無効ですデータ・ファイル・リストが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ARCHIVE LOGコマンドのデータ・ファイル・リストに無効な文字列がありま
す。たとえば、二重引用符「"」は無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を確認し、リスト内のすべての名前に有効なデータ・ファイ
ル名を使用して、コマンドを再入力してください。

DBA-00134: AUTORECOVERY スイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SET AUTORECOVERYコマンドの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 :  SET AUTORECOVERYコマンドのオプションには ONまたは OFFを指定し
ます。

DBA-00136: 変数の指定が無効です変数の指定が無効です変数の指定が無効です変数の指定が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  VARIABLEコマンドで使用された変数が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文を確認して、再実行してください。

DBA-00137: PL/SQL ブロックに構文エラーがありますブロックに構文エラーがありますブロックに構文エラーがありますブロックに構文エラーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQLブロック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 :  構文エラーを修正してください。

DBA-00139: ALTER DATABASE 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 :  指定された ALTER DATABASEのオプションが認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なオプションを指定してください。

DBA-00140: COMPATIBILITY スイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された COMPATIBILITYスイッチが認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な COMPATIBILITYスイッチを指定してください。

DBA-00141: RETRIES 値が無効です値が無効です値が無効です値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された RETRIES値を認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な RETRIES値を指定してください。

DBA-00142: オブジェクト・タイプ、所有者または名前が認識できませんオブジェクト・タイプ、所有者または名前が認識できませんオブジェクト・タイプ、所有者または名前が認識できませんオブジェクト・タイプ、所有者または名前が認識できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたオブジェクト・タイプ、または所有者、名前が認識できません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なオブジェクト・タイプ、または所有者、名前を指定してください。

DBA-00143: 変数が定義されていません変数が定義されていません変数が定義されていません変数が定義されていません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された変数を認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  存在する変数を指定してください。

DBA-00144: DESCRIBE に無効なオブジェクト・タイプがありますに無効なオブジェクト・タイプがありますに無効なオブジェクト・タイプがありますに無効なオブジェクト・タイプがあります。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたオブジェクト・タイプが、表、またはビュー、プロシージャではあり
ません。

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表、またはビュー、プロシージャであるかを確認してく
ださい。もし、正しければ、正しい名前をもう一度指定して再実行してください。そう
でなければそのオブジェクトは DESCRIBEできません。

DBA-00145: DESCRIBE に無効なオブジェクト名がありますに無効なオブジェクト名がありますに無効なオブジェクト名がありますに無効なオブジェクト名があります。。。。
原原原原因因因因 :  指定された表、またはビュー、ストアド・プロシージャ、ファンクションが認識
できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  綴りを確認して、既存の表、またはビュー、ストアド・プロシージャ、ファ
ンクションを指定してください。

DBA-00146: HISTORY 値が無効です値が無効です値が無効です値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された HISTORY値が認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な HISTORY値を指定してください。

DBA-00147: LINES 値が無効です値が無効です値が無効です値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された LINES値が認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な LINES値を指定してください。

DBA-00148: TERM スイッチが無効です。スイッチが無効です。スイッチが無効です。スイッチが無効です。(PAGE またはまたはまたはまたは NOPAGE のいずれかを使用してくのいずれかを使用してくのいずれかを使用してくのいずれかを使用してく
ださい。ださい。ださい。ださい。)
原原原原因因因因 :  指定された値が認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な値を指定してください。

DBA-00149: SERVEROUTPUT ススススイッチが無効ですイッチが無効ですイッチが無効ですイッチが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された値が認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な値を指定してください。

DBA-00150: FLAGGER スイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効ですスイッチが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された値が認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な値を指定してください。
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DBA実行メッセージ : 00300 ～ 00359 
DBA-00300: 内部エラー・コード、引数内部エラー・コード、引数内部エラー・コード、引数内部エラー・コード、引数 [num], [str]

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 :  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。

DBA-00301: データベースに接続中にデータベースに接続中にデータベースに接続中にデータベースに接続中に SET INSTANCE 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 :  ユーザーがデータベースに接続している間に、SET INSTANCEが使用されまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現在のインスタンスを変更したい場合には、データベースより切断してから
SET INSTANCEを使用してください。

DBA-00302: データベースに接続していませんデータベースに接続していませんデータベースに接続していませんデータベースに接続していません。。。。
原原原原因因因因 :  要求した動作を行うためには、データベースに接続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 :  有効なユーザー名とパスワードを使用してデータベースに接続してから、再
試行してください。

DBA-00304: 入力ファイル入力ファイル入力ファイル入力ファイル I/O エラーエラーエラーエラー num - 入力が異常終了しました入力が異常終了しました入力が異常終了しました入力が異常終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*DBAの入力として使用するコマンド・ファイルが無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルを確認してから再試行してください。

DBA-00305: コマンド・サイズが、内部バッファ・サイズコマンド・サイズが、内部バッファ・サイズコマンド・サイズが、内部バッファ・サイズコマンド・サイズが、内部バッファ・サイズ 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 :  SQL文の長さが SQL*DBAのバッファの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 :  余分な空白を取り除いたり中間文または中間ビューを使用して、必要なだけ
SQL文の長さを短くします。

DBA-00306: モニター・サイクル・インターバルが範囲モニター・サイクル・インターバルが範囲モニター・サイクル・インターバルが範囲モニター・サイクル・インターバルが範囲 (1 - num )外です外です外です外です。。。。
原原原原因因因因 :  サイクル・インターバルとして無効な数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 :  サイクル・インターバルには 1から 3600までの数値を入力してください。
数値は秒数を示します。

DBA-00307: スプール・ファイルスプール・ファイルスプール・ファイルスプール・ファイル 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 :  ユーザーが SPOOLファイル名を入力した後、SQL*DBAはスプー ル・ファイル
のオープンを試みましたが、オープンに失敗しました。原因としては、ファイルの作成
に必要なディスク領域が十分でないか、または与えられた権限が適切でないことが考え
られます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新しいファイルが作成されなかった原因を調べて、再試行してください。

DBA-00308: スプール・ファイルがオープンされていませんスプール・ファイルがオープンされていませんスプール・ファイルがオープンされていませんスプール・ファイルがオープンされていません。。。。
原原原原因因因因 :  SPOOL OFFが入力されましたが、現在スプールは実行されていません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セッションの出力を得るには、SPOOLコマンドを使用してファイルをオー
プンし、必要なコマンドを入力してから、SPOOL OFFでファイルをクローズします。

DBA-00309: スプール・ファイルスプール・ファイルスプール・ファイルスプール・ファイル name がががが クローズできませんクローズできませんクローズできませんクローズできません。。。。
原原原原因因因因 :  SPOOL OFFを使用しても、現在オープン状態にあるスプール・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 :  オペレーティング・システムを調査して、クローズできない原因を究明して
ください。

DBA-00310: パラメータ・ファイルパラメータ・ファイルパラメータ・ファイルパラメータ・ファイル 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 :  SQL*DBA は PFILEオプションで指定されているファイルを見つけられません。
または、オープンできません。ファイルが存在しないか、または SQL*DBAにファイル
をオープンする十分な権限がないからです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL*DBAが判断した位置にファイルが存在し、かつオープン可能であるこ
とを確認します。

DBA-00311: データ・サイズが、内部バッファ・サイズを超えましたデータ・サイズが、内部バッファ・サイズを超えましたデータ・サイズが、内部バッファ・サイズを超えましたデータ・サイズが、内部バッファ・サイズを超えました。。。。
原原原原因因因因 :  SQLの問合せで返された結果の長さが、内部 SQL*DBAバッファの長さを超えて
います。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SETコマンドを使用してMAXDATAを大きくするか、ARRAYSIZEを小さ
くしてください。

DBA-00314: デフォルト・ホストに接続できませんデフォルト・ホストに接続できませんデフォルト・ホストに接続できませんデフォルト・ホストに接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  デフォルトのホストが正しく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 :  有効なホストを指定した SET INSTANCEコマンドを使用して、デフォルト
のホストを設定してください。

DBA-00315: コマンド・ファイルコマンド・ファイルコマンド・ファイルコマンド・ファイル 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 :  SQL*DBAは指定されているコマンド・ファイルの位置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 :  ファイル名と SQL*DBAのアクセス権限を確認した後、再試行してくださ
い。

DBA-00316: データベースに接続中に起動はできませんデータベースに接続中に起動はできませんデータベースに接続中に起動はできませんデータベースに接続中に起動はできません。。。。
原原原原因因因因 :  データベースに接続されている間に、インスタンスの起動を試みました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスを起動する場合は、最初に現在接続中のデータベースからの
DISCONNECTを指令する必要があります。

DBA-00318: SQL*DBA コマンド行エラコマンド行エラコマンド行エラコマンド行エラーーーー num
原原原原因因因因 :  入力している SQL*DBAコマンド行の構文または綴りに誤りがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を確認して、再度実行してください。

DBA-00319: sqldba 構成ファイ構成ファイ構成ファイ構成ファイルルルル 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。。。。
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原原原原因因因因 :  SQL*DBAで、ORA_SQLDBAINIT変数によって指定されたファイルがオープン
できません。ファイルが存在しないか、または SQL*DBAにファイルをオープンする十
分な権限がないからです。

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が存在し、オープンできることを確認してください。

DBA-00320: sqldba 構成ファイ構成ファイ構成ファイ構成ファイルルルル 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 :  指定されたファイルが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 :  指定されたファイルが存在し、オープンできることを確認してください。

DBA-00321: インスタンス名が長すぎますインスタンス名が長すぎますインスタンス名が長すぎますインスタンス名が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  指定しているインスタンス名が有効かどうかにかかわらず、長すぎます（64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 :  希望するインスタンスの名前を確認した後、再試行してください。

DBA-00322: コマンド行パラメータの合計サイズが、バッファ・サイズを超えていますコマンド行パラメータの合計サイズが、バッファ・サイズを超えていますコマンド行パラメータの合計サイズが、バッファ・サイズを超えていますコマンド行パラメータの合計サイズが、バッファ・サイズを超えています。。。。
原原原原因因因因 :  入力したコマンド行の引数が多すぎて、SQL*DBAのバッファの大きさを超えま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行の引数の数を減らしてください。

DBA-00325: pfile が大きすぎますが大きすぎますが大きすぎますが大きすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  PFILEを使用して指定したファイルが大きすぎます（8K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 :  パラメータ・ファイルを小さくした後、PFILEを使用して再指定します。

DBA-00327: このモードでは、コマンドは使用できませんこのモードでは、コマンドは使用できませんこのモードでは、コマンドは使用できませんこのモードでは、コマンドは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  このモードでは指定したコマンドは使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドが使用できるモードに切り換えてください。

DBA-00328: 表示するには、権限が不足しています表示するには、権限が不足しています表示するには、権限が不足しています表示するには、権限が不足しています。。。。
原原原原因因因因 :  基礎になる V$表についての必要な権限を得ずにMONITOR表示の出力を試みま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBAに連絡して、必要な権限を得てください。

DBA-00329: SHOW SGA には、権限が不足していますには、権限が不足していますには、権限が不足していますには、権限が不足しています。。。。
原原原原因因因因 :  必要な権限を得ずに SHOW SGAの実行を試みました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBAに連絡して、必要な権限を得てください。

DBA-00330: logsource 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 :  指定された名前が長すぎます（127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 :  より短い名前を使用してください。たとえば、ファイルを再配置してパス名
を短くしてください。
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DBA-00331: SQLバッファに十分なメモリーが割り当てられませんバッファに十分なメモリーが割り当てられませんバッファに十分なメモリーが割り当てられませんバッファに十分なメモリーが割り当てられません。。。。
原原原原因因因因 :  現在の SQLバッファにメモリーを十分割り当てられません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SETコマンドを使用してMAXDATAの値を減らしてください。MONITOR 
FILEIOを再起動してください。

DBA-00336: SHOW PARAMETERS には、権限が不足していますには、権限が不足していますには、権限が不足していますには、権限が不足しています。。。。
原原原原因因因因 :  必要な権限を得ずに SHOW PARAMETERSの実行を試みました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBAに連絡して、必要な権限を得てください。

DBA-00337: インスタンス名がありませんインスタンス名がありませんインスタンス名がありませんインスタンス名がありません。。。。
原原原原因因因因 :  CONNECT文にインスタン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 :  適当なインスタンス名を使用して CONNECT文を再発行してください。

DBA-00341: name は、未定義のバインド変数ですは、未定義のバインド変数ですは、未定義のバインド変数ですは、未定義のバインド変数です。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文が定義されていないバインド変数を指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  VARIABLE文を使用してバインド変数を定義し、問合せを再実行してくださ
い。

DBA-00342: 内部ログインが完了できません内部ログインが完了できません内部ログインが完了できません内部ログインが完了できません。。。。
原原原原因因因因 :  データベースのエラーによって CONNECT INTERNALの実行が妨げられまし
た。たとえば、SHUTDOWN ABORTコマンドが出されました。このメッセージの後に
は問題を示すもう 1つのメッセージが、通常続いて出されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンスが正しく起動しているかどうかを確認してから、 CONNECT 
INTERNAL を再試行してください。必要に応じて STARTUP FORCEコマンドを使用し
てください。

DBA-00343: このようなパラメータは存在しませんこのようなパラメータは存在しませんこのようなパラメータは存在しませんこのようなパラメータは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  SHOW PARAMETERに存在しない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 :  SHOW PARAMETERに別の引数を指定してください。

DBA-00344: 要求された操作には、現在項目がありません要求された操作には、現在項目がありません要求された操作には、現在項目がありません要求された操作には、現在項目がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ダイアログの必須選択要素に、ゼロ（0）個の要素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 :  処置は必要ありません。

DBA-00345: ユーザー・セッションがありませんユーザー・セッションがありませんユーザー・セッションがありませんユーザー・セッションがありません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーの接続状況を見たときに、ユーザーは誰も接続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 :  処置は必要ありません。

DBA-00346: 未解決のインダウト・トランザクションはありません未解決のインダウト・トランザクションはありません未解決のインダウト・トランザクションはありません未解決のインダウト・トランザクションはありません。。。。
原原原原因因因因 :  解決が必要なインダウト・トランザクションは存在しません。

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。
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DBA-00347: オフライン表領域がありませんオフライン表領域がありませんオフライン表領域がありませんオフライン表領域がありません。。。。
原原原原因因因因 :  オンラインにできるオフライン表領域は存在しません。

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。

DBA-00348: オンライン表領域がありませんオンライン表領域がありませんオンライン表領域がありませんオンライン表領域がありません。。。。
原原原原因因因因 :  オフラインにできるオンライン表領域は存在しません。SYSTEM表領域はオフラ
インにできません。

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。

DBA-00349: 使用可能ロールバック・セグメントがありません使用可能ロールバック・セグメントがありません使用可能ロールバック・セグメントがありません使用可能ロールバック・セグメントがありません。。。。
原原原原因因因因 :  削除できるオフラインのロールバック・セグメントは存在しません。

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。

DBA-00350: オフライン・ロールバック・セグメントはありませんオフライン・ロールバック・セグメントはありませんオフライン・ロールバック・セグメントはありませんオフライン・ロールバック・セグメントはありません。。。。
原原原原因因因因 :  オンラインにできるオフラインのロールバック・セグメント、または一部だけ使
用可能なロールバック・セグメントは存在しません。

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。

DBA-00351: オンライン・ロールバック・セグメントはありませんオンライン・ロールバック・セグメントはありませんオンライン・ロールバック・セグメントはありませんオンライン・ロールバック・セグメントはありません。。。。
原原原原因因因因 :  オフラインにできるオンライン・ロールバック・セグメントは存在しません。

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。

DBA-00352: バックアップするオンライン表領域はありませんバックアップするオンライン表領域はありませんバックアップするオンライン表領域はありませんバックアップするオンライン表領域はありません。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップできるオンライン表領域は存在しません。

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。

DBA-00353: バックアップ中のオンライン表領域はありませんバックアップ中のオンライン表領域はありませんバックアップ中のオンライン表領域はありませんバックアップ中のオンライン表領域はありません。。。。
原原原原因因因因 :  オンライン表領域のバックアップを停止しようとしましたが、バックアップして
いる表は存在しません。

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。

DBA-00354: オフライン表領域がありませんオフライン表領域がありませんオフライン表領域がありませんオフライン表領域がありません。。。。
原原原原因因因因 :  回復させるオフライン表領域は存在しません。

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。

DBA-00355: オフライン・データ・ファイルはありませんオフライン・データ・ファイルはありませんオフライン・データ・ファイルはありませんオフライン・データ・ファイルはありません。。。。
原原原原因因因因 :  回復させるオフライン・データ・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。

DBA-00356: 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 :  変更または削除するユーザーは存在しません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置は必要ありません。

DBA-00357: ロールが存在しませんロールが存在しませんロールが存在しませんロールが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  変更または削除するロールは存在しません。

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。

DBA-00358: ユーザーまたはロールが存在しませんユーザーまたはロールが存在しませんユーザーまたはロールが存在しませんユーザーまたはロールが存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  権限やロールを付与したり、取り消すようなユーザーやロールは存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーを作成してからロールまたは権限を付与するようにします。

DBA-00359: モニターはすでにアクティブですモニターはすでにアクティブですモニターはすでにアクティブですモニターはすでにアクティブです。。。。
原原原原因因因因 :  このモニターのインスタンス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 :  モニターが現れるまでモニター・ウィンドウのサイクルを回します。

DBA DESCRIBEの実行メッセージ : 00360 ～ 00369 
DBA-00360: DESCRIBEされたオブジェクトが見つかりませんされたオブジェクトが見つかりませんされたオブジェクトが見つかりませんされたオブジェクトが見つかりません。。。。

原原原原因因因因 :  DESCRIBE FUNCTION / PROCEDURE / PACKAGE文中のオブジェクトは存在
しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オブジェクト名と所有者が正しいことと、オブジェクトが存在することを確
認してください。

DBA-00361: DESCRIBE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 :  DESCRIBE中に予期し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 :  次に続くエラーを確認して問題を解決します。

DBA-00362: 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 はパッケージです。はパッケージです。はパッケージです。はパッケージです。DESCRIBE  name.<procedure> を使用を使用を使用を使用
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 :  指定されたオブジェクトはパッケージでした。DESCRIBEは現在パッケージ仕様
部全体を記述できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パッケージ全体を指定してください。

DBA-00363: プロシージャまたはファンクションプロシージャまたはファンクションプロシージャまたはファンクションプロシージャまたはファンクション name がパッケージ内にがパッケージ内にがパッケージ内にがパッケージ内にあああ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 :  そのパッケージには、指定されたファンクションのプロシージャがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パッケージの中にあるファンクションまたはプロシージャを指定してくださ
い。

DBA-00364: 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 は、リモート・オブジェクトです。詳しは、リモート・オブジェクトです。詳しは、リモート・オブジェクトです。詳しは、リモート・オブジェクトです。詳しくくくくDESCRIBEできできできでき
ませんませんませんません。。。。
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DBA一般的実行メッセージ : 00370 ～ 00380
原原原原因因因因 :  指定されたオブジェクト名は、データベース・リンクを含むか、または、データ
ベース・リンクを伴う名前に変換されたシノニムです。そのようなオブジェクトは現在
DESCRIBEできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ローカル・オブジェクトを指定してください。

DBA-00365: 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 が無効で、が無効で、が無効で、が無効で、DESCRIBE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 :  オブジェクトは正しくコンパイル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 :  オブジェクトのエラーを修正して、再コンパイルしてください。

DBA-00366: 名前名前名前名前 name の形式に誤りがあります。名前の形式は、の形式に誤りがあります。名前の形式は、の形式に誤りがあります。名前の形式は、の形式に誤りがあります。名前の形式は、[[a.]b.]c@dblink でなけれでなけれでなけれでなけれ
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 :  名前には、多くて 3つの部分と 1つのデータベース・リンクがある必要がありま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい形式のオブジェクト名を使用してください。

DBA一般的実行メッセージ : 00370 ～ 00380 
DBA-00370: 必須フィール必須フィール必須フィール必須フィールドドドド /リストが入力されていませんリストが入力されていませんリストが入力されていませんリストが入力されていません。。。。

原原原原因因因因 :  必須項目をすべて埋める前に、ダイアログ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 :  必須項目を埋めてから再実行してください。

DBA-00371: 入力ヘルプ・ファイル入力ヘルプ・ファイル入力ヘルプ・ファイル入力ヘルプ・ファイル nameがオープンできないか、見つかりませんがオープンできないか、見つかりませんがオープンできないか、見つかりませんがオープンできないか、見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  「ヘルプ・キー」が押されたか、または「ヘルプ・メニュー」から項目が選択さ
れましたが、想定された位置にヘルプ・ファイルはありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ヘルプ・ファイルを指定した位置に置いてください。

DBA-00372: 入力索引ファイル入力索引ファイル入力索引ファイル入力索引ファイル name がオープンできないか、見つかりませんがオープンできないか、見つかりませんがオープンできないか、見つかりませんがオープンできないか、見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  「ヘルプ・キー」が押されたか、または「ヘルプ・メニュー」から項目が選択さ
れましたが、想定された位置にヘルプ・ファイルはありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  索引ヘルプ・ファイルを指定した位置に置いてください。

DBA-00373: ツールキットからサイズツールキットからサイズツールキットからサイズツールキットからサイズ num のメモリーが割り当てられませんでしたのメモリーが割り当てられませんでしたのメモリーが割り当てられませんでしたのメモリーが割り当てられませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  「ヘルプ・キー」が押されたか、または「ヘルプ・メニュー」から項目が選択さ
れましたが、SQL*DBAがメモリー不足になりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  処置 SQL*DBAを終了して再起動した後、再度実行してください。

DBA-00374: ファイルの位置がファイルの位置がファイルの位置がファイルの位置が name に直接設定できませんに直接設定できませんに直接設定できませんに直接設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  「ヘルプ・キー」が押されたか、「ヘルプ・メニュー」から項目が選択されまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  代わりが選択されるので、処置は必要ありません。
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DBA一般的実行メッセージ : 00370 ～ 00380
DBA-00375: 予期しないファイルの終わり型です。予期しないファイルの終わり型です。予期しないファイルの終わり型です。予期しないファイルの終わり型です。name
原原原原因因因因 :  「ヘルプ・キー」が押されたか、または「ヘルプ・メニュー」から項目が選択さ
れましたが、指定されたヘルプ・ファイル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 :  SQL*DBAを終了して正しいヘルプ・ファイルをインストールしてください。

DBA-00376: 必須フィールドを入力しないと、ナビゲーションは使用できません必須フィールドを入力しないと、ナビゲーションは使用できません必須フィールドを入力しないと、ナビゲーションは使用できません必須フィールドを入力しないと、ナビゲーションは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  必須入力フィールドに入力しないで、次の項目または前の項目に移動しようとし
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必須選択項目を埋めてから別のフィールドへ移動してください。

DBA-00377: 必須リスト項目を選択しないと、ナビゲーションが使用できません必須リスト項目を選択しないと、ナビゲーションが使用できません必須リスト項目を選択しないと、ナビゲーションが使用できません必須リスト項目を選択しないと、ナビゲーションが使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  必須入力フィールドに入力しないで、次の項目または前の項目に移動しようとし
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必須選択項目を埋めてから別のフィールドへ移動してください。

DBA-00378: 項目を選択しないと、ヘルプは表示されません項目を選択しないと、ヘルプは表示されません項目を選択しないと、ヘルプは表示されません項目を選択しないと、ヘルプは表示されません。。。。
原原原原因因因因 :  項目を選択する前に、ヘルプ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 :  項目を選択してから再実行してください。

DBA-00379: 変数が定義されていません変数が定義されていません変数が定義されていません変数が定義されていません。。。。
原原原原因因因因 :  SHOW VAR[IABLES] [変数名 ]コマンドは変数を見つけられませんでした。変数
が定義されていないか、存在しない変数を指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力した変数の綴りに誤りがないかどうかを確認してください。変数を入力
していない場合には、必要な変数を定義してください。

DBA-00380: この文にはプロシージャ・オプションが必要ですこの文にはプロシージャ・オプションが必要ですこの文にはプロシージャ・オプションが必要ですこの文にはプロシージャ・オプションが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  実行しようとした文にはプロシージャ・オプションが必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この文を使用するのをやめるか、プロシージャ・オプションを購入してくだ
さい。

DBA-00381: SERVER OUTPUT オプションにエラーがありますオプションにエラーがありますオプションにエラーがありますオプションにエラーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  おそらくパッケージ DBMS_OUTPUT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 :  パッケージ DBMS_OUTPUTをインストールしてください。詳細は、付随し
て表示されるメッセージを確認してください。

DBA-00382: 値値値値 name は、は、は、は、name で認識可能なファイル名ではありませんで認識可能なファイル名ではありませんで認識可能なファイル名ではありませんで認識可能なファイル名ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  初期化ファイルを示す SQL*DBA初期化変数の値は、認識可能なファイル名では
ありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なファイル名を指定するか、変数を定義しないで、初期化ファイルが実
行されないようにしてください。
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DBA一般的実行メッセージ : 00370 ～ 00380
DBA-00383: nameで示されるファイル名で示されるファイル名で示されるファイル名で示されるファイル名 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 :  SQL*DBA初期化変数で示されたファイル名が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 :  使用可能なファイルを指定するか、変数を定義しないで、初期化ファイルが
実行されないようにしてください。

DBA-00384: SQL*DBA リソース・ファイルリソース・ファイルリソース・ファイルリソース・ファイル 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 :  上述のファイルが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 :  SQL*DBAで使用できるように上述のファイルを定義し直します。

DBA-00385: SQL*DBA リソース・ファイルリソース・ファイルリソース・ファイルリソース・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 :  上述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 :  ファイルの存在を確認してから SQL*DBAを再実行してください。

DBA-00386: ツールキット・リソース・ファイルツールキット・リソース・ファイルツールキット・リソース・ファイルツールキット・リソース・ファイル name がオがオがオがオ ープンできませんープンできませんープンできませんープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  上述のファイルが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 :  SQL*DBAで使用できるように上述のファイルを定義し直します。

DBA-00387: ツールキット・リソース・ファイルツールキット・リソース・ファイルツールキット・リソース・ファイルツールキット・リソース・ファイル name が見つかりまが見つかりまが見つかりまが見つかりませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  上述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 :  ファイルの存在を確認してから SQL*DBAを再実行してください。

DBA-00388: スクリーン・モードでスクリーン・モードでスクリーン・モードでスクリーン・モードで SQL*DBA が起動できません。値が正しいかどうか確認が起動できません。値が正しいかどうか確認が起動できません。値が正しいかどうか確認が起動できません。値が正しいかどうか確認
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 :  変数が正しく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 :  SQL*DBAで表示される値を確認して正しいかどうかを確認します。

DBA-00389: ツールキット・リソース・ファイルツールキット・リソース・ファイルツールキット・リソース・ファイルツールキット・リソース・ファイル name がががが name に定義されていますに定義されていますに定義されていますに定義されています。。。。
原原原原因因因因 :  上述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 :  指定されたファイルが存在するか、また、アクセスできるかを確認します。

DBA-00390: 端末タイプ端末タイプ端末タイプ端末タイプ name がががが name で定義されていますで定義されていますで定義されていますで定義されています。。。。
原原原原因因因因 :  指定された端末タイプは無効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 :  端末指定が正しいか確認してください。

DBA-00391: 値値値値 name がががが name に定義されていますが、有効な値はに定義されていますが、有効な値はに定義されていますが、有効な値はに定義されていますが、有効な値は name またはまたはまたはまたは name ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*DBAのモード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 :  変数の値を有効な値に定義してください。
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LCCメッセージ : 00100 ～ 00299
DBA-00392: このフィールドには、数値を入力しなければなりませんこのフィールドには、数値を入力しなければなりませんこのフィールドには、数値を入力しなければなりませんこのフィールドには、数値を入力しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  数値を入力しなければならないフィールドで数値以外の値を入力して、次の項目
または前の項目に移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 :  フィールドに数値を入力して、操作を繰り返してください。

LCCメッセージ : 00100 ～ 00299 
次のメッセージは、パラメータ・ファイルで発生したエラーによるものです。インスタンス
の起動時に、これらのメッセージが発生します。

LCC-00100: 内部エラー、引数内部エラー、引数内部エラー、引数内部エラー、引数 num
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 :  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。

LCC-00111: 値が有効な範囲値が有効な範囲値が有効な範囲値が有効な範囲 range 内にありません内にありません内にありません内にありません。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータの値が有効な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 :  有効な範囲を確認した後、新しい値を使用して再試行してください。

LCC-00112: 整数根の指定整数根の指定整数根の指定整数根の指定 character  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 :  指定された文字が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な文字は "d"、"h"、"D"、"H"です。 

LCC-00113: 整数変換エラーまたは負の整数整数変換エラーまたは負の整数整数変換エラーまたは負の整数整数変換エラーまたは負の整数 num を検出しましたを検出しましたを検出しましたを検出しました。。。。
原原原原因因因因 :  整数以外の数または負数が、整数パラメータに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 :  有効な整数値を使用して再試行してください。

LCC-00114: ブール値ブール値ブール値ブール値 character  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 :  TRUEまたは FALSE以外の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 :  TRUEまたは FALSEのブール値を入力してください。

LCC-00122: キーワードキーワードキーワードキーワード name が認識されませんが認識されませんが認識されませんが認識されません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なキーワードまたは綴りの間違ったキー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 :  行を再入力してください。

LCC-00128: 位置パラメータの値位置パラメータの値位置パラメータの値位置パラメータの値 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 :  無効なパラメータ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 :  値を修正してください。

LCC-00161: パラメータパラメータパラメータパラメータ name  ににににOracleエラーがあります。構文エラーの可能性がありまエラーがあります。構文エラーの可能性がありまエラーがあります。構文エラーの可能性がありまエラーがあります。構文エラーの可能性がありま
すすすす。。。。
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LCCメッセージ : 00100 ～ 00299
原原原原因因因因 :  パラメータの指定が無効です。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 :  メッセージに付随する記述されたエラーを修正してください。

LCC-00201: 指定されたファイル名指定されたファイル名指定されたファイル名指定されたファイル名 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 :  指定した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 :  ファイル名を確認するか、指定した名前を持つファイルを作成した後、再試
行してください。

LCC-00203: キーワードキーワードキーワードキーワード 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 :  指定したキーワードを検索しましたが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータ・キーワードおよび等号、パラメータ値からなるキーワードを入
力してください。

LCC-00204: name に左カッコがありますが、パラメータが指定されていませんに左カッコがありますが、パラメータが指定されていませんに左カッコがありますが、パラメータが指定されていませんに左カッコがありますが、パラメータが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータ・リストが表示開始されましたが、パラメータが指定されていません
でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な値リストを追加して、パラメータ・リストをクローズしてください。

LCC-00205: カッコカッコカッコカッコ character の数が一致していませんの数が一致していませんの数が一致していませんの数が一致していません。。。。
原原原原因因因因 :  片方が足りないか余分の、半端なカッコが見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい数のカッコを指定した文を再試行してください。

LCC-00206: キーワードキーワードキーワードキーワード name  の後に位置パラメータが入力されましたの後に位置パラメータが入力されましたの後に位置パラメータが入力されましたの後に位置パラメータが入力されました。。。。
原原原原因因因因 :  等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 :  パラメータ名とパラメータ値との間に等号を使用して、パラメータ仕様部を
再試行してください。

LCC-00207: character  でネストされたカッコが見つかりましたでネストされたカッコが見つかりましたでネストされたカッコが見つかりましたでネストされたカッコが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  カッコが複数組使用されました。カッコは 1組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 :  ネストされたカッコを削除して、再試行してください。

LCC-00208: 値リスト値リスト値リスト値リスト name  に予期しないキーワードがありますに予期しないキーワードがありますに予期しないキーワードがありますに予期しないキーワードがあります。。。。
原原原原因因因因 :  値のかわりにキーワードがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キーワードを除去して適切な値を挿入してください。

LCC-00209: 文字列文字列文字列文字列 str の終わりのキーワードに値がありませんの終わりのキーワードに値がありませんの終わりのキーワードに値がありませんの終わりのキーワードに値がありません。。。。
原原原原因因因因 :  値を指定せずに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 :  そのキーワードに有効な値を指定してください。

LCC-00210: 代入演算子代入演算子代入演算子代入演算子 symbol 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 :  等号以外の記号を用いてパラメータに値を割り当てています。
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LCCメッセージ : 00100 ～ 00299
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータ名の後に等号を記述した後、再試行してください。

LCC-00211: 予期しない区切り記号予期しない区切り記号予期しない区切り記号予期しない区切り記号 symbol  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 :  値の間に無効な区切り記号が見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  カンマまたは空白が有効な区切り記号です。

LCC-00212: 文字列文字列文字列文字列 str  の右に引用符がありませんの右に引用符がありませんの右に引用符がありませんの右に引用符がありません。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータの値の左側には引用符がありますが、右側にはありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  両側に引用符を付けてください。

LCC-00215: パラメータ・ファイルのネスト・レベルパラメータ・ファイルのネスト・レベルパラメータ・ファイルのネスト・レベルパラメータ・ファイルのネスト・レベル num  が深すぎますが深すぎますが深すぎますが深すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータ・ファイルのネストのレベルが最大値を超えています。ネストにでき
るファイルは 3レベルまでです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネストされたパラメータ・ファイルの数を減らしてください。

LCC-00217: ファイル・パラメータの処理中にエラーが発生しましたファイル・パラメータの処理中にエラーが発生しましたファイル・パラメータの処理中にエラーが発生しましたファイル・パラメータの処理中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  1つのファイル・パラメータ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 :  その他のエラー・メッセージを調査して詳細な情報を得てください。

LCC-00218: ファイルファイルファイルファイル name にエラーが発生しましたにエラーが発生しましたにエラーが発生しましたにエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  特定のファイル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 :  その他のエラー・メッセージを調査して詳細な情報を得てください。

LCC-00219: ネストされたインクルード・ファイルネストされたインクルード・ファイルネストされたインクルード・ファイルネストされたインクルード・ファイル name  が大きすぎますが大きすぎますが大きすぎますが大きすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータ・ファイルのサイズ制限を超えています。 8192バイト以下にしてくだ
さい。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルから文字を削除して、ファイルのサイズを小さくするか、ネストの
レベルを変更してください。
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SQL*Loaderメッセージ

この章では、SQL*Loader の使用中に表示されるメッセージを説明します。SQL*Loader
メッセージは、次の形式をとります。

SQL*Loader コード番コード番コード番コード番号号号号 : メッセージ・テキストメッセージ・テキストメッセージ・テキストメッセージ・テキスト
SQL*Loader独自のメッセージばかりでなく、Oracle Serverが発行する関連メッセージが表
示されることもあります。これらのメッセージは、このマニュアルの ORAメッセージの章
に記載されています。SQL*Loaderの詳細は、『Oracle8 Server ユーティリティ』を参照してく
ださい。

コマンド行メッセージ : 00100 ～ 00199
SQL*Loader-100: コマンド行に構文エラーがありますコマンド行に構文エラーがありますコマンド行に構文エラーがありますコマンド行に構文エラーがあります。。。。

原原原原因因因因 :  考えられる原因には次のものがあります。位置引数がキーワード引数の後にあ
る、キーワードの綴りが正しくない、カッコや引用符が正しく対応していない、演算子
’=’と引数の間に空白があるなどです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文と綴りを調べて、再試行してください。

SQL*Loader-101: ユーザーユーザーユーザーユーザー名名名名 /パスワードの引数が無効ですパスワードの引数が無効ですパスワードの引数が無効ですパスワードの引数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で指定したユーザー名 /パスワード引数が認識されませんでした。
ユーザー名 /パスワードが想定されている位置に別の引数（キーワードによって識別さ
れない）がある可能性があります。

このエラーは、綴りの間違いが原因で発生することもあります。パスワードがある場合
は、パスワードをスラッシュ（/）で区切らなければなりません。スラッシュとユー
ザー名またはパスワードとの間にスペースを入れることはできません。スペースを入れ
ると、SQL*Loaderはそのスペースを複数の引数とみなします。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  引数がキーワードなしに指定されている場合は、コマンド行の最初の引数で
ある、ユーザー名 /パスワード引数の形式を調べてください。

SQL*Loader-102: コマンド行で指定した制御ファイル名が無効ですコマンド行で指定した制御ファイル名が無効ですコマンド行で指定した制御ファイル名が無効ですコマンド行で指定した制御ファイル名が無効です。。。。
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コマンド行メッセージ : 00100 ～ 00199
原原原原因因因因 :  コマンド行で指定した制御ファイル名が認識されませんでした。綴りが間違って
いたか、その位置に別の引数（キーワードによって識別されない）があった可能性があ
ります。1つの原因として、ユーザー名とパスワードとの間にスペースがあった可能性
があります。前述のエラー 101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 :  コマンド行の引数の綴りと位置を確認してください。

SQL*Loader-103: コマンド行で指定したログ・ファイル名が無効ですコマンド行で指定したログ・ファイル名が無効ですコマンド行で指定したログ・ファイル名が無効ですコマンド行で指定したログ・ファイル名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で指定したログ・ファイル名が認識されませんでした。綴りが間違っ
ていたか、その位置に別の引数（キーワードによって識別されない）があった可能性が
あります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行の引数の綴りと位置を確認してください。

SQL*Loader-104: コマンド行で指定したファイル名が無効ですコマンド行で指定したファイル名が無効ですコマンド行で指定したファイル名が無効ですコマンド行で指定したファイル名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で指定したファイル名が認識されませんでした。綴りが間違っていた
か、その位置に別の引数（キーワードによって識別されない）があ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 :  コマンド行の引数の綴りと位置を確認してください。

SQL*Loader-105: コマンド行で指定したデータ・ファイル名が無効ですコマンド行で指定したデータ・ファイル名が無効ですコマンド行で指定したデータ・ファイル名が無効ですコマンド行で指定したデータ・ファイル名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で指定したデータ・ファイル名が認識されませんでした。綴りが間
違っていたか、その位置に別の引数（キーワードによって識別されない）があった可能
性があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行の引数の綴りと位置を確認してください。

SQL*Loader-106: コマンド行で指定した廃棄ファイル名が無効ですコマンド行で指定した廃棄ファイル名が無効ですコマンド行で指定した廃棄ファイル名が無効ですコマンド行で指定した廃棄ファイル名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行で指定した廃棄ファイル名が認識されませんでした。綴りが間違って
いたか、その位置に別の引数（キーワードによって識別されない）があった可能性があ
ります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行の引数の綴りと位置を確認してください。

SQL*Loader-107: 廃棄レコード件数の最大数が無効です廃棄レコード件数の最大数が無効です廃棄レコード件数の最大数が無効です廃棄レコード件数の最大数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  引数の値が不適切であるか、またはその位置に別の引数（キーワードによって識
別されない）があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力を変更して、ロードをもう一度行ってください。

SQL*Loader-108: ロードされる論理レコード数が無効ですロードされる論理レコード数が無効ですロードされる論理レコード数が無効ですロードされる論理レコード数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  引数の値が不適切であるか、またはその位置に別の引数（キーワードによって識
別されない）があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力を変更して、ロードをもう一度行ってください。

SQL*Loader-109: 読みとばされる論理レコード数が無効です読みとばされる論理レコード数が無効です読みとばされる論理レコード数が無効です読みとばされる論理レコード数が無効です。。。。
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コマンド行メッセージ : 00100 ～ 00199
原原原原因因因因 :  引数の値が不適切であるか、またはその位置に別の引数（キーワードによって識
別されない）があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力を変更して、ロードをもう一度行ってください。

SQL*Loader-110: エラーの最大数が無効ですエラーの最大数が無効ですエラーの最大数が無効ですエラーの最大数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  引数の値が不適切であるか、またはその位置に別の引数（キーワードによって識
別されない）があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力を変更して、ロードをもう一度行ってください。

SQL*Loader-111: バインド配列またはデータ保存の行数が無効ですバインド配列またはデータ保存の行数が無効ですバインド配列またはデータ保存の行数が無効ですバインド配列またはデータ保存の行数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  引数の値が不適切であるか、またはその位置に別の引数（キーワードによって識
別されない）があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力を変更して、ロードをもう一度行ってください。

SQL*Loader-112: バインド配列の最大サイズが無効ですバインド配列の最大サイズが無効ですバインド配列の最大サイズが無効ですバインド配列の最大サイズが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  引数の値が不適切であるか、またはその位置に別の引数（キーワードによって識
別されない）があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力を変更して、ロードをもう一度行ってください。

SQL*Loader-113: silent モード・オプションが無効ですモード・オプションが無効ですモード・オプションが無効ですモード・オプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  SILENTコマンド行引数とともに指定したオプションが正しくありません。正し
いオプションは、ALL、ERROR、FEEDBACK、HEADERのいずれかです。引数の綴り
が間違っているか、キーワードとして認識されない別の引数がこの場所にある可能性が
あります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力を変更して、ロードをもう一度行ってください。

SQL*Loader-114: OPTIONS 文にエラーがあります文にエラーがあります文にエラーがあります文にエラーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  OPTIONS句を使用して制御ファイルに指定したコマンド行オプションが誤って
い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 :  制御ファイルの OPTION句の書式を確認してください。

SQL*Loader-115: ダイレクト・パス・オプションが無効ですダイレクト・パス・オプションが無効ですダイレクト・パス・オプションが無効ですダイレクト・パス・オプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行引数 DIRECTには TRUEまたは FALSEだけが許されます。引数の綴
りが間違っているか、キーワードとして認識されない別の引数がこの場所にある可能性
があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力を変更して、ロードをもう一度行ってください。

SQL*Loader-116: パスワードの要求でエラーが発生しましたパスワードの要求でエラーが発生しましたパスワードの要求でエラーが発生しましたパスワードの要求で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。
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DDLの構文メッセージ : 00200 ～ 00299
SQL*Loader-118: パラレル・ロード・オプションが無効ですパラレル・ロード・オプションが無効ですパラレル・ロード・オプションが無効ですパラレル・ロード・オプションが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・ロードに使用されたコマンド行の引数が誤っています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TRUEまたは FALSEのみをパラレル・ロード・オプションの値として使用
してください。

SQL*Loader-119: コマンド行に無効なパラレル・ファイコマンド行に無効なパラレル・ファイコマンド行に無効なパラレル・ファイコマンド行に無効なパラレル・ファイルルルル (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 )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 :  パラレル・ファイルに対して入力されたコマンド行引数が誤っています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行引数を確認して、操作を再試行してください。

SQL*Loader-120: _synchro オプション文字列が無効ですオプション文字列が無効ですオプション文字列が無効ですオプション文字列が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行引数 _synchroが誤っています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  許可されたモードのものだけを使用してください（ulminv[]を参照）。

SQL*Loader-121: skip_unusable_indexes 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 :  SKIP_UNUSABLE_INDEXESのコマンド行引数が誤っています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TRUEまたは FALSEのみを SKIP_UNUSABLE_INDEXESオプションの値と
して使用してください。

SQL*Loader-122: skip_index_maintenance 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 :  SKIP_INDEX_MAINTENANCEのコマンド行引数が誤っています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TRUEまたは FALSEのみを SKIP_INDEX_MAINTENANCEオプションの値
として使用してください。（注意 :ダイレクト・ロード時のみ）

DDLの構文メッセージ : 00200 ～ 00299
SQL*Loader-200: FORMAT句は無効です。フラットなデータ・ファイルだけが有効です句は無効です。フラットなデータ・ファイルだけが有効です句は無効です。フラットなデータ・ファイルだけが有効です句は無効です。フラットなデータ・ファイルだけが有効です。。。。

原原原原因因因因 :  SQL*Loaderは SQL/DS FORMAT句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 :  制御ファイルから FORMATコマンドを削除して、それをコメント・アウト
してください。

SQL*Loader-250: 作業データ・セットは作業データ・セットは作業データ・セットは作業データ・セットは SQL*Loader で使用されませんで使用されませんで使用されませんで使用されません。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルにWRKDDN文が記述されています。 SQL*Loaderはこれを無視し
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。これは情報メッセージです。

SQL*Loader-251: ソート・デバイスはソート・デバイスはソート・デバイスはソート・デバイスは SQL*Loader で使用されませんで使用されませんで使用されませんで使用されません。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルに SORTDEVT文が記述されています。SQL*Loaderはこれを無視
します。

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。これは情報メッセージです。

SQL*Loader-252: ソート・データ・セットはソート・データ・セットはソート・データ・セットはソート・データ・セットは SQL*Loader で使用されませんで使用されませんで使用されませんで使用されません。。。。
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DDLの構文メッセージ : 00200 ～ 00299
原原原原因因因因 :  制御ファイルに SORTNUM文が記述されています。SQL*Loaderはこれを無視し
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。これは情報メッセージです。

SQL*Loader-253: DB2 パーティション番号は無視されますパーティション番号は無視されますパーティション番号は無視されますパーティション番号は無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルに PART文が記述されています。SQL*Loaderはこれを無視します。

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。これは情報メッセージです。

SQL*Loader-254: データ・ファイルが複数の場合、データ・ファイルが複数の場合、データ・ファイルが複数の場合、データ・ファイルが複数の場合、DISCARDFILE 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 :  制御ファイルに複数の INFILE文が含まれていて、DISCARDFILE文が RESUME
句の下にありました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DISCARDFILE文を RESUME句の上に移動させて、DISCARDFILE文が
INFILE文の 1つと隣り合わせになるようにしてください。

SQL*Loader-255: エラー回復用のログ・ファイルはエラー回復用のログ・ファイルはエラー回復用のログ・ファイルはエラー回復用のログ・ファイルは SQL*Loader に使用されませんに使用されませんに使用されませんに使用されません。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルに LOG文が記述されています。SQL*Loaderはこれを無視します。

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。これは情報メッセージです。

SQL*Loader-256: SORTED INDEXES オプションが使用できるのは、ダイレクト・パスだけオプションが使用できるのは、ダイレクト・パスだけオプションが使用できるのは、ダイレクト・パスだけオプションが使用できるのは、ダイレクト・パスだけ
ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルに SORTEDINDEXES文が含まれていますが、ダイレクト・パス・
ロードでは使用されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行に DIRECT=TRUEでダイレクト・パス・ロードを指定して、制
御ファイルからその文を削除するか、またはそれをコメント・アウトしてください。

SQL*Loader-258: 表表表表 name  のののの SORTED INDEXES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 :  SORTED INDEX句で指定された索引が多すぎます。メッセージ中の数値は許さ
れる索引の最大数を意味します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SORTED INDEX 句に指定する索引数を少なくするか、ダイレクト・パス・
ロードではなく、従来型パス・ロードを使用してください。

SQL*Loader-259: 表表表表 name でででで DDL 共有ロックを排他モードに変更できません共有ロックを排他モードに変更できません共有ロックを排他モードに変更できません共有ロックを排他モードに変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  このエラーは、他のユーザーによって表に解析ロックがかけられている状態で発
生します。たとえば、他のユーザーが表に対して SELECT文を実行しているときなどで
す。解析ロックはすぐに解除されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  解析ロックが解除されてから再試行するか、従来型パス・ロードを使用して
ください。

SQL*Loader-262: PIECED キーワードキーワードキーワードキーワード (列列列列 num) が使用できるのは、ダイレクト・パが使用できるのは、ダイレクト・パが使用できるのは、ダイレクト・パが使用できるのは、ダイレクト・パススススの場の場の場の場
合だけです合だけです合だけです合だけです。。。。
原原原原因因因因 :  PIECEDキーワードは、従来型パス・ロードでは使用できません。
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DDLの構文メッセージ : 00200 ～ 00299
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PIECEDキーワードを削除するか、ダイレクト・パス・ロードを使用してく
ださい。

SQL*Loader-263: 表表表表 name でででで PIECED 列列列列 num は、最後の列として指定しなければなりませは、最後の列として指定しなければなりませは、最後の列として指定しなければなりませは、最後の列として指定しなければなりませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  最後の列ではない列が PIECEDと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 :  PIECEDキーワードを削除するか、またはその列を最後に配置してくださ
い。

SQL*Loader-264: ファイル・モード・トークンファイル・モード・トークンファイル・モード・トークンファイル・モード・トークン name  が解析されましたが、無視されましが解析されましたが、無視されましが解析されましたが、無視されましが解析されましたが、無視されまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  古いファイル・モード・トークンが制御ファイルで使用されました。
SQL*Loaderのリリース 1.1では、ファイル処理オプション文字列は、STREAM、
RECORD、FIXED、VARIABLEなどのキーワードの制御ではなく、ファイル処理の制
御に使用されます。

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。これは情報メッセージです。キーワードを削除する
と、データ・ファイルの処理方法を変更しなくても、このメッセージは表示されなくな
ります。

SQL*Loader-265: デフォルトのキャラクタ・セット名が取得できませんデフォルトのキャラクタ・セット名が取得できませんデフォルトのキャラクタ・セット名が取得できませんデフォルトのキャラクタ・セット名が取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Loaderがその環境用のデフォルトのキャラクタ・セット名を検索できませ
んでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CHARACTERSETキーワードを持つキャラクタ・セット名を指定してくだ
さい。

SQL*Loader-266: name のキャラクタ・セット・ハンドルが見つかりませんのキャラクタ・セット・ハンドルが見つかりませんのキャラクタ・セット・ハンドルが見つかりませんのキャラクタ・セット・ハンドルが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Loaderが、指定されたキャラクタ・セットに対してキャラクタ・セット・
ハンドル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 :  キャラクタ・セット名を訂正してください。

SQL*Loader-267: 制御ファイルは、最初のデータ・ファイルでなければなりません制御ファイルは、最初のデータ・ファイルでなければなりません制御ファイルは、最初のデータ・ファイルでなければなりません制御ファイルは、最初のデータ・ファイルでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  INFILE "*"句を使用するデータが含まれていると制御ファイルが指定されます
が、他のデータ・ファイルが最初に指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INFILE "*"句を移動し制御ファイル中のデータが先頭に指定されるように変
更してください。

SQL*Loader-268: UNRECOVERABLE キーワードが使用できるのは、ダイレクト・パスのキーワードが使用できるのは、ダイレクト・パスのキーワードが使用できるのは、ダイレクト・パスのキーワードが使用できるのは、ダイレクト・パスの
場合のみです場合のみです場合のみです場合のみです。。。。
原原原原因因因因 :  UNRECOVERABLEキーワードは、ダイレクト・パス・ロードでしか指定できま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ダイレクト・パス・ロードを使用するか、キーワードを削除してください。 
（従来型パス・ロードは常に回復可能です。)
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DDLの構文メッセージ : 00200 ～ 00299
SQL*Loader-269: 句比較テキストとし句比較テキストとし句比較テキストとし句比較テキストとしてててて NULL文字列は使用できません文字列は使用できません文字列は使用できません文字列は使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  句が NULL文字列と比較されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  句が少なくとも 1つの文字と比較されるように変更してください。

SQL*Loader-271: パラレル・ロードではありません。表レベルパラレル・ロードではありません。表レベルパラレル・ロードではありません。表レベルパラレル・ロードではありません。表レベル OPTIONS文が無視されま文が無視されま文が無視されま文が無視されま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  表レベル OPTIONS文が、非パラレル・ロード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 :  制御ファイルから OPTIONS文を削除してください。

SQL*Loader-272: 表レベル表レベル表レベル表レベル OPTIONS 文は無視されました文は無視されました文は無視されました文は無視されました。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・ロード・オプションでは、コマンド行に指定されたファイルは、制御
ファイル内で指定されたファイルを上書きします。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルから OPTIONS文を削除してください。

SQL*Loader-273: READBUFFERS が使用できるのは、ダイレクト・パスの場合のみですが使用できるのは、ダイレクト・パスの場合のみですが使用できるのは、ダイレクト・パスの場合のみですが使用できるのは、ダイレクト・パスの場合のみです。。。。
原原原原因因因因 :  READBUFFERSの指定はダイレクト・パスの一部として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 :  ダイレクト・パスを使用するか、制御ファイルから READBUFFERS指定を
削除してください。

SQL*Loader-274: 少なくとも少なくとも少なくとも少なくとも 2 つの読込みバッファを指定しなければなりませんつの読込みバッファを指定しなければなりませんつの読込みバッファを指定しなければなりませんつの読込みバッファを指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  バッファが 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 :  制御ファイルの READBUFFERS文には少なくとも 2つの読取りバッファを
指定してください。

SQL*Loader-275: 制御ファイルにデータがありますが、制御ファイルにデータがありますが、制御ファイルにデータがありますが、制御ファイルにデータがありますが、"INFILE*" 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 :  INFILE指定が制御ファイル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 :  制御ファイル内のデータを読み込む場合には、制御ファイルに INFILE*を指
定してください。

SQL*Loader-276: ローカル格納オプションがグローバル格納オプションを上書きしましたローカル格納オプションがグローバル格納オプションを上書きしましたローカル格納オプションがグローバル格納オプションを上書きしましたローカル格納オプションがグローバル格納オプションを上書きしました。。。。
原原原原因因因因 :  格納句が表レベルのオプション文で指定され、グローバルのオプション文でも指
定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは警告メッセージです。表レベルのオプションはグローバルのオプショ
ンに優先します。表レベルのオプション文が必要なければ削除してください。

SQL*Loader-277: ローカルのファイル指定がグローバルのファイル指定を上書きしましたローカルのファイル指定がグローバルのファイル指定を上書きしましたローカルのファイル指定がグローバルのファイル指定を上書きしましたローカルのファイル指定がグローバルのファイル指定を上書きしました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル名が表レベルのオプション文で指定され、グローバルのオプション文で
も指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは警告メッセージです。表レベルのオプションはグローバルのオプショ
ンに優先します。表レベルのオプション文が必要なければ削除してください。
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DDLの解析メッセージ : 00300 ～ 00399
SQL*Loader-278: パラレル・ロードのファイル指定が正しくありませんパラレル・ロードのファイル指定が正しくありませんパラレル・ロードのファイル指定が正しくありませんパラレル・ロードのファイル指定が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・ロードを実行するために使用するファイル名が正しく入力されていま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名を修正し、パラレル・ローダーを再度起動してください。

SQL*Loader-279: パラレル・モードを指定した場合には、パラレル・モードを指定した場合には、パラレル・モードを指定した場合には、パラレル・モードを指定した場合には、APPENDモード以外は使用モード以外は使用モード以外は使用モード以外は使用でででできききき
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・ロード指定で INSERTまたは REPLACE、TRUNCATEモードが使用
されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  APPENDキーワードを使用するように制御ファイルを変更して、パラレル・
ローダーを再度起動してください。

SQL*Loader-281: 警警警警告告告告 : パラレル・モードでは、パラレル・モードでは、パラレル・モードでは、パラレル・モードでは、ROWS パラメータは無視されますパラメータは無視されますパラメータは無視されますパラメータは無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  ROWSパラメータを使用した保存ポイントの指定は、パラレル・ロードではサ
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 :  コマンド行引数から ROWSパラメータを削除するか、または非パラレル・
ダイレクト・ロードを指定して保存ポイントを実行してください。

SQL*Loader-282: キャラクタ・セッキャラクタ・セッキャラクタ・セッキャラクタ・セットトトト ID(name）のキャラクタ・セット・ハンドルが見つか）のキャラクタ・セット・ハンドルが見つか）のキャラクタ・セット・ハンドルが見つか）のキャラクタ・セット・ハンドルが見つか
りませんりませんりませんりません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Loaderが、指定されたキャラクタ・セット IDのキャラクタ・セット・ハン
ドルを見つけられせんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キャラクタ・セット IDをデータベース・サーバーから取得しましたが、
SQL*Loaderクライアントは指定されたキャラクタ・セット IDの知識を持っていませ
ん。クライアント側とサーバー側の NLSデータが一致していない可能性があります。

DDLの解析メッセージ : 00300 ～ 00399
SQL*Loader-303: 16進文字が予期された位置で、進文字が予期された位置で、進文字が予期された位置で、進文字が予期された位置で、16進以外の文字が見つかりました進以外の文字が見つかりました進以外の文字が見つかりました進以外の文字が見つかりました。。。。

原原原原因因因因 :  16進文字列で 16進以外の文字が検出されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その文字を 16進文字に変更してください。

SQL*Loader-304: 英数字以外の文字の組合わせが正しくありません英数字以外の文字の組合わせが正しくありません英数字以外の文字の組合わせが正しくありません英数字以外の文字の組合わせが正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルには、SQL*Loaderが認識できない英数字以外の文字の組合せが含
まれています。たとえば、!=の組合せは「等しくない」と認識されますが、=!の組合せ
は無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルから認識できない文字を削除してください。

SQL*Loader-305: 複数のファイルの終わり文字が見つかりました複数のファイルの終わり文字が見つかりました複数のファイルの終わり文字が見つかりました複数のファイルの終わり文字が見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルの中にファイルの終わり（eof）を示す文字が複数ありました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  余分なファイルの終わり文字を削除してください。
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DDLの解析メッセージ : 00300 ～ 00399
SQL*Loader-306: トークンの長さが、最大許容値のトークンの長さが、最大許容値のトークンの長さが、最大許容値のトークンの長さが、最大許容値の 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 :  制御ファイルの中で、許容最大長を超える単一文字または文字の組合わせ (トー
クン ) が見つかりました。使用できる最大値が示されます。このエラーは、スペースが
欠落しているため、複数のトークンが結合されて発生する場合もあります。

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が実行されているかどうかを確認してください。トーク
ンが結合されている場合は分離するか、トークンを短くしてください。

SQL*Loader-307: 警警警警告告告告 : 列列列列 name に指定した長さに指定した長さに指定した長さに指定した長さ num1 とととと num2 が矛盾していますが矛盾していますが矛盾していますが矛盾しています。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルで指定した列に、2つの異なったフィールド長を指定しています。
フィールド長の指定方法は、次の 3通りがあります。

■ POSITIONキーワードを使用します。：POSITION(1:3)

■ フィールド長指定子を使用します。：CHAR(6)

■ 暗黙的にデータ型から決定されます。：INTEGER

競合はこれらのうち、どの 2つの間でも発生する可能性があります（3つ全部の間でも
発生しますが、その場合も 2つだけが示されます）。

よくある例として、数値データにおいて外部形式（EXTERNAL数値型）を指定すべき
ところに INTEGER型を指定してしまう場合があります。また、文字データからなる外
部形式の場合も、バイナリ・データを含んだ非常に長いものであるため注意する必要が
あります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL*Loader はいずれかの長さしか使用しないので、処置は必要ありません。
表についての説明がある節の見出し "Len" のログ・ファイルを確認して、どの長さが使
用されたかを確認します。制御ファイルを調整して、指定の長さを同じにすると、警告
は表示されなくなります。

SQL*Loader-308: 列名のオプショ列名のオプショ列名のオプショ列名のオプションンンン SQL文字列は、二重引用符で囲まれなければなりませ文字列は、二重引用符で囲まれなければなりませ文字列は、二重引用符で囲まれなければなりませ文字列は、二重引用符で囲まれなければなりませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  二重引用符で囲まれていない SQL文字列があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文字列は単一引用符ではなく、二重引用符で囲みます。

SQL*Loader-350: 構文エラーです（構文エラーです（構文エラーです（構文エラーです（行行行行 :num)。。。。
原原原原因因因因 :  ＜数値＞は、エラーが発生した制御ファイル内の行を示します。このメッセージ
の後には、次の形式のメッセージが表示されます。

Expecting str1 , found str2
ここで、str1は、SQL*Loaderが制御ファイル内に存在すると予想した内容で、str2は、
実際に見つかったものです。次に SQL*Loaderは、制御ファイルからエラーの起こった
行を表示し、行のどの場所でエラーが起こったかを、累乗記号（^）またはアスタリス
ク（*）で示します。例を示します。

SQL*Loaer-350: Syntax error at line 28 
Expecting column name, found keyword CHAR 
col3 ENCLOSED BY ’"’, CHAR ENCLOSED "’", 
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列メッセージ : 00400 ～ 00499
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DDL構文を『Oracle8 Server ユーティリティ』の構文図と比較し、必要な修
正をしてください。

列メッセージ : 00400 ～ 00499
SQL*Loader-401: 終了フィールド位終了フィールド位終了フィールド位終了フィールド位置置置置 numは開は開は開は開始始始始 num より大きいか、等しくなければなりより大きいか、等しくなければなりより大きいか、等しくなければなりより大きいか、等しくなければなり

ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたフィールドに、終了値が開始値より小さい（開始 :終了）句が含まれ
ています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  終了値が開始値以上になるように、その句を変更してください。

SQL*Loader-402: 指定からは、指定からは、指定からは、指定からは、列列列列 name.name の長さを判別できませんの長さを判別できませんの長さを判別できませんの長さを判別できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定したデータ型は暗黙の長さ（たとえば、外部数値または RAWデータ型）を
持っておらず、デリミタとともには指定されていません。長さが指定されていないの
で、POSITION句から長さは判別できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  POSITION句が指定されているときに、終わり位置を追加すると、長さ指定
が作成されます。この句は次のような書式になっています。

POSITION( start : end)
次のように、長さをデータ型の後に指定することもできます。

 INTEGER EXTERNAL (6)
最後に、デリミタとともにフィールドを指定したり、暗黙の長さを持つデータ型にデー
タ型を変更できます。

SQL*Loader-403: 参照された列名が表名に存在しません参照された列名が表名に存在しません参照された列名が表名に存在しません参照された列名が表名に存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  指定した列が指定した表に存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列名または表名を訂正してください。

SQL*Loader-404: 列名が表名に複数回表示されています列名が表名に複数回表示されています列名が表名に複数回表示されています列名が表名に複数回表示されています。。。。
原原原原因因因因 :  指定した列が、1つの INTO TABLE文の中に複数回指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関係のない列指定を削除してください。

SQL*Loader-405: オプションの開始デリミタと共に、囲みデリミタが必要でオプションの開始デリミタと共に、囲みデリミタが必要でオプションの開始デリミタと共に、囲みデリミタが必要でオプションの開始デリミタと共に、囲みデリミタが必要ですすすす : (列列列列
name.name )。。。。
原原原原因因因因 :  指定したフィールドは、オプションのデリミタで始まっていますが、デリミタで
終っていません。終了デリミタが存在する場合は、囲みデリミタはオプションにしかで
きません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  終了デリミタを指定するか、または囲みデリミタを非オプションにしてくだ
さい。

SQL*Loader-406: データがすべて生成する場合、ロード数はすべてではいけませんデータがすべて生成する場合、ロード数はすべてではいけませんデータがすべて生成する場合、ロード数はすべてではいけませんデータがすべて生成する場合、ロード数はすべてではいけません。。。。
4-10 Oracle8 エラー・メッセージ                              



列メッセージ : 00400 ～ 00499
原原原原因因因因 :  データの一部をロードするときには、ロード数を指定します。これによって
SQL*Loaderはロードを途中で停止できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロード数を指定してください。

SQL*Loader-407: データがすべて生成する場合、スキップ数は無意味ですデータがすべて生成する場合、スキップ数は無意味ですデータがすべて生成する場合、スキップ数は無意味ですデータがすべて生成する場合、スキップ数は無意味です。。。。
原原原原因因因因 :  データをすべて生成した後では、スキップ数を指定できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スキップ数の指定を削除してください。

SQL*Loader-408: 物理レコード・スタックがオーバーフローしました物理レコード・スタックがオーバーフローしました物理レコード・スタックがオーバーフローしました物理レコード・スタックがオーバーフローしました。。。。
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。

SQL*Loader-409: スキップ数は、継続ロードのロード・レベルではなく、表レベルでなけれスキップ数は、継続ロードのロード・レベルではなく、表レベルでなけれスキップ数は、継続ロードのロード・レベルではなく、表レベルでなけれスキップ数は、継続ロードのロード・レベルではなく、表レベルでなけれ
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 :  コマンド行または OPTION文から SKIPパラメータが指定されましたが、ロード
の継続が CONTINUE_LOADで指定されています。

複数の表のダイレクト・ロードが中断された場合は、個々の表に異なった数のレコード
がロードされた可能性があります。したがって、ロードを続行する場合は、スキップす
るレコード数を表ごとに指定する必要があります。この場合、CONTINUE_LOADを指
定して、各表でスキップさせるレコード数は対応する INTO TABLE文で指定します。

詳細は 410番と 411番のエラー・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 :  ログ・ファイルを調べて、それぞれの表にスキップするレコードの適切な数
を判断し、継続ロードのそれぞれの表に INTO TABLE文で、または通常ロードのコマ
ンド行 SKIPパラメータで、この数を指定してください。

SQL*Loader-410: スキップ数は、表レベルではなく、ロード・レベルでなければなりませスキップ数は、表レベルではなく、ロード・レベルでなければなりませスキップ数は、表レベルではなく、ロード・レベルでなければなりませスキップ数は、表レベルではなく、ロード・レベルでなければなりませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  通常の（継続でない）ロードで、INTO TABLE文に SKIP句が指定されていま
す。

LOAD DATAで始まる通常のロードにおいては、表ごとにスキップするレコード数を指
定できません。ロード全体にスキップ数を指定する場合は、コマンド行から SKIPパラ
メータを使用するか、OPTIONS句によって指定します。

複数の表に異なったレコード数をロードさせるなど、表レベルでロードする必要がある
場合は（ダイレクト・ロードだけ可能ですが）、CONTINUE_LOAD文を使うことがで
きます。

詳細は 409番と 411番のエラー・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 :  ロードが倍数表、ダイレクト・パス・ロードでない場合は、SKIP句を INTO 
TABLE文からコマンド行または OPTIONS句に移動してください。複数の表へロードす
る場合は、CONTINUE_LOADでロードの継続を指定してください。
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列メッセージ : 00400 ～ 00499
SQL*Loader-411: ダイレクト・パス・ロードのみが継続できますダイレクト・パス・ロードのみが継続できますダイレクト・パス・ロードのみが継続できますダイレクト・パス・ロードのみが継続できます。。。。
原原原原因因因因 :  ロードの継続が CONTINUE_LOADを指定し、かつ DIRECT=FALSE の状態で実
行されました。CONTINUE_LOADはダイレクト・パス・ロードでだけ使用可能で、す
でに複数の表に対して異なったレコード数のデータがロードされているとき継続処理を
行うためのものです。

詳細は 409番と 410番のエラー・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 :  CONTINUE_LOADが必要ならば、ダイレクト・ロードを指定して、それぞ
れの INTO TABLE文にスキップするレコード数を置いてください。
CONTINUE_LOADを使用しないですむ場合は、コマンド行または OPTIONS句でス
キップするレコード数を指定し、CONTINUE_LOADのかわりに LOAD DATAを使用
します。

SQL*Loader-412: 最大最大最大最大値値値値 numを超過した列が、を超過した列が、を超過した列が、を超過した列が、表表表表 name に対して指定されましたに対して指定されましたに対して指定されましたに対して指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースで表に対して許される列数を超過して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 :  該当する列を削除してください。

SQL*Loader-417: (列列列列 name のののの )SQL文字列は、ダイレクト・パスでは許可されません文字列は、ダイレクト・パスでは許可されません文字列は、ダイレクト・パスでは許可されません文字列は、ダイレクト・パスでは許可されません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文字列はダイレクト・パスでは省略されるので使用できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文字列を削除するか、従来型パスを使用してください。

SQL*Loader-457: CONTINUEIF LASTの比較するテキスの比較するテキスの比較するテキスの比較するテキストトトト str は、は、は、は、numではなく、ではなく、ではなく、ではなく、1の長さの長さの長さの長さ
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 :  比較するテキストが長すぎます。1文字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 :  比較するテキストを 1文字に削減してください。

SQL*Loader-458: 比較するテキストは、ホワイトスペースではいけません比較するテキストは、ホワイトスペースではいけません比較するテキストは、ホワイトスペースではいけません比較するテキストは、ホワイトスペースではいけません。。。。
原原原原因因因因 :  比較するテキストがホワイトスペース (空白やタブ )になっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  比較するテキストをホワイトスペース以外にしてください。

SQL*Loader-459: 列（列（列（列（name）の順序に関する数値のフェッチのエラーです）の順序に関する数値のフェッチのエラーです）の順序に関する数値のフェッチのエラーです）の順序に関する数値のフェッチのエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  順次列で数値以外の値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 :  順次列のデータが数値であることを確認して再試行してください。

SQL*Loader-460: 列（列（列（列（name））））、使用形式（、使用形式（、使用形式（、使用形式（name）が（）が（）が（）が（name）のキャラクタ・セッ）のキャラクタ・セッ）のキャラクタ・セッ）のキャラクタ・セットトトト IDとととと
一致していません一致していません一致していません一致していません。。。。
原原原原因因因因 :  使用形式を持つ列が、同じ使用形式を持つ前の列と同じキャラクタ・セット ID
を持っていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは発生してはならないエラーです。オラクル社カスタマー・サポートに
連絡し、ロードした表の DDL文と SQL*Loader制御ファイルに関する情報を提供して
ください。
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ファイル I/Oおよびオペレーティング・システムのメッセージ : 00500 ～ 00599
 ファイル I/Oおよびオペレーティング・システムのメッセージ
: 00500 ～ 00599

SQL*Loader-500: ファイファイファイファイルルルル name がオープンでがオープンでがオープンでがオープ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 :  ＜名前＞で指定されたファイルが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 :  ログ・ファイルに記録されたオペレーティング・システムのエラー・メッ
セージを確認してください。

SQL*Loader-501: ファイファイファイファイルルルル name が読み込めまが読み込めまが読み込めまが読み込めませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  ＜名前＞で指定されたファイルが読み込めません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルに記録されたオペレーティング・システムのエラー・メッ
セージを確認してください。

SQL*Loader-503: ファイファイファイファイルルルル name に拡張子を追に拡張子を追に拡張子を追に拡張子を追加加加加中に、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 :  ファイル作成時に拡張子を付けることができません。ファイル名が長すぎるか
ファイル名に無効な文字が含ま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 :  指定したファイル名を確認してください。

SQL*Loader-504: ファイファイファイファイルルルル name でレコードのでレコードのでレコードのでレコードのススススキップ中に、エラーが発生しましたキップ中に、エラーが発生しましたキップ中に、エラーが発生しましたキップ中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルがオープンできなかったか、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 :  ファイルが想定されている位置にあることと、読込みアクセス権が付与され
ていることを確認してください。

SQL*Loader-510: 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 内の内の内の内の物物物物理レコードが、最大値理レコードが、最大値理レコードが、最大値理レコードが、最大値 numよりも長くよりも長くよりも長くよりも長く
なっていますなっていますなっていますなっています。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイル内の物理レコードが長すぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CONCATENATEまたは CONTINUEIFを使用してください。物理レコード
を分割してください。

SQL*Loader-511: read関数を初期化できません関数を初期化できません関数を初期化できません関数を初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  read関数を初期化できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、ログ・ファイル内のこのメッセージ下のエラーを確認してくださ
い。

SQL*Loader-512: readバッファを解放できませんバッファを解放できませんバッファを解放できませんバッファを解放できません。。。。
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。

SQL*Loader-513: ファイファイファイファイルルルル name をクローズでをクローズでをクローズでをクローズ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 :  ＜名前＞で指定されたファイルをクローズできません。
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ファイル I/Oおよびオペレーティング・システムのメッセージ : 00500 ～ 00599
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、ログ・ファイル内のこのメッセージ下のエラーを確認してくださ
い。

SQL*Loader-514: 経過時間の取得中に、エラーが発生しました経過時間の取得中に、エラーが発生しました経過時間の取得中に、エラーが発生しました経過時間の取得中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Loaderはシステムからの経過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 :  処置は必要ありません。

SQL*Loader-515: CPU時間の取得中に、エラーが発生しました時間の取得中に、エラーが発生しました時間の取得中に、エラーが発生しました時間の取得中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Loaderはシステムからの CPU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 :  処置は必要ありません。

SQL*Loader-516: 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 に中身がありに中身がありに中身がありに中身がありまままませんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  指定された制御ファイルの中身が空です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  意図したファイルが参照され、そのファイルが空ではないかどうかを確認し
てください。

SQL*Loader-517: ファイルファイルファイルファイル名名名名 name の分解中に、エの分解中に、エの分解中に、エの分解中に、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 :  ファイル名を複数の部分に分解できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名に無効な文字が含まれていないかどうかを確認してください。

SQL*Loader-518: ファイルファイルファイルファイル名名名名 name の再構成中に、の再構成中に、の再構成中に、の再構成中に、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 :  複数の部分に分けられたものを再構成して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 :  ファイル名に無効な文字が含まれていないかどうかを確認してください。

SQL*Loader-520: lfimknamがファイがファイがファイがファイルルルル (name)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 :  LFIが、ファイルの名前オブジェクト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。

SQL*Loader-521: lfiliniがファイがファイがファイがファイルルルル (name)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 :  LFIが、ファイルのファイル・オブジェクト作成または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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

SQL*Loader-522: lfiopnがファイがファイがファイがファイルルルル (name)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 :  LFIが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 :  オペレーティング・システムのエラーおよび /またはメモリーの問題を探索
してください。

SQL*Loader-523: ファイル（ファイル（ファイル（ファイル（name）への書き込み中に、エラ）への書き込み中に、エラ）への書き込み中に、エラ）への書き込み中に、エラーーーー numが発が発が発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 :  指定したファイルに書き込めません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次の点を確認してください。
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ロード中に発生するメッセージ : 00600 ～ 00619
■ ファイルが指定された位置に実際に常駐しています。

■ そのファイルへの書き込み権限があります。

■ ディスク領域が十分です。

■ ディスクの割当て制限を超過していません。

これらの条件がすべて満たされている場合は、操作を再試行してください。

 ロード中に発生するメッセージ : 00600 ～ 00619
SQL*Loader-600: 単一行を保持するためには、指定された最大バインド・サイ単一行を保持するためには、指定された最大バインド・サイ単一行を保持するためには、指定された最大バインド・サイ単一行を保持するためには、指定された最大バインド・サイズズズズ numバイバイバイバイ

トトトトはははは numバイトでなければなりませんバイトでなければなりませんバイトでなければなりませんバイトでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  単一行を格納するために必要な領域が、指定されたバインド・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 :  制御ファイル内の OPTIONS文か、コマンドライン上の BINDSIZEキーワー
ドを使って、バインド配列に割り当てる領域を増やしてください。

行に VARCHARデータまたは VARGRAPHICデータが含まれている場合に、それらの
フィールドに最大長を指定すると、行をバッファに入れるのに必要なメモリー量を減ら
すこともできます。

SQL*Loader-601: INSERTオプションで、表は空でなければなりません。名前でエラーでオプションで、表は空でなければなりません。名前でエラーでオプションで、表は空でなければなりません。名前でエラーでオプションで、表は空でなければなりません。名前でエラーで
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  INSERTオプションで、空ではない表がロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  REPLACEキーワードを使用して古い表を空にしてから、その位置に新しい
データを格納してください。APPENDキーワードを使用して表の内容には手をつけず
に、新しいデータを追加してください。

SQL*Loader-602: 列列列列 name.name の最大変換長が、バインド配列に対して大きすぎますの最大変換長が、バインド配列に対して大きすぎますの最大変換長が、バインド配列に対して大きすぎますの最大変換長が、バインド配列に対して大きすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  指定された列は、指定されたキャラクタ・セット変換を実行できず、システムの
連続したメモリー領域に格納されたままになっています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  もっと短いデータ列を指定するか、またはキャラクタ・セット変換を除去し
てください。

SQL*Loader-603: 列列列列 name.name の最大長が、バインド配列に対して大きすぎますの最大長が、バインド配列に対して大きすぎますの最大長が、バインド配列に対して大きすぎますの最大長が、バインド配列に対して大きすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  指定された列をシステムの連続したメモリー領域に格納できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  もっと短いデータ列を指定してください。

SQL*Loader-604: コミットを試行中に、エラーが発生しましたコミットを試行中に、エラーが発生しましたコミットを試行中に、エラーが発生しましたコミットを試行中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  変更点をデータベースにコミット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 :  詳細はログ・ファイル中のメッセージを参照してください。
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フォーマット・メッセージ : 00620 ～ 00649
SQL*Loader-605: データに関係のなデータに関係のなデータに関係のなデータに関係のないいいい Oracleエラーが発生しエラーが発生しエラーが発生しエラーが発生しまままました。ロードは停止しましした。ロードは停止しましした。ロードは停止しましした。ロードは停止しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  データに関係なくエラーが発生しました。たとえば、ディスク・フルの場合など
です。この時点より後のデータは拒否されるため、ロードは停止します。(このエラー
がデータに依存していた場合は、残りの行は正常にロードされるはずです。）

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細はログ・ファイル中のメッセージを参照してください。

SQL*Loader-606: シノニシノニシノニシノニムムムム nameが、リモート・データベースでオブジェクトを参照していが、リモート・データベースでオブジェクトを参照していが、リモート・データベースでオブジェクトを参照していが、リモート・データベースでオブジェクトを参照してい
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Loader制御ファイル内の INTO TABLE句で指定されているシノニムは、
データベース・リンクを介してリモート・オブジェクトを指定しています。既存のロー
カル表に使用されるシノニムだけが、INTO TABLE句で指定できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ローカルの表名またはローカル表に使用されるシノニムを、INTO TABLE句
で完全に指定してください。表はすでに存在している必要があります。

SQL*Loader-607: INSERTオプションで、パーティションは空でなければなりません。表オプションで、パーティションは空でなければなりません。表オプションで、パーティションは空でなければなりません。表オプションで、パーティションは空でなければなりません。表
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 :  空でないパーティションに対して INSERTオプション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 :  パーティションを空にするか、REPLACEまたは TRUNCATEオプションを
使用してください。

 フォーマット・メッセージ : 00620 ～ 00649
これらは、制御ファイル内の自由フォーマット (TERMINATED、ENCLOSED)文が記述した
データのエラーです。データがフォーマット指定に合っていなくて、それが原因で誤った
データがデータベースにロードされると、フォーマット・エラーが発生します。フォーマッ
ト・エラーが発生すると、データの挿入ができないため、レコードが不良ファイルに書き込
まれます。

SQL*Loader-620: 最初の囲み文字がありません最初の囲み文字がありません最初の囲み文字がありません最初の囲み文字がありません。。。。
原原原原因因因因 :  必須の左囲みデリミタがありません。現行フィールドの左囲みデリミタが欠落し
ているか、または、前のフィールドの同一の右デリミタが欠落しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  不足しているデリミタを指定してください。

SQL*Loader-621: データ・ファイルのフィールドが最大長を超えましたデータ・ファイルのフィールドが最大長を超えましたデータ・ファイルのフィールドが最大長を超えましたデータ・ファイルのフィールドが最大長を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  フィールドが、許される最大長を超えました。最大長は制御ファイルで指定され
ている長さ、または長さが指定されていないデリミタで区切れるフィールドに関して
は、対応するデータベースの列（CHARおよび VARCHAR列）の最大長になります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  欠落しているデリミタを調べてください。またはフィールドを短縮してくだ
さい。必要ならば、両方を行ってください。

SQL*Loader-622: 論理レコードの終了まで列が見つかりません論理レコードの終了まで列が見つかりません論理レコードの終了まで列が見つかりません論理レコードの終了まで列が見つかりません (TRAILING NULLCOLSをををを
使使使使用用用用 )。。。。
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フォーマット・メッセージ : 00620 ～ 00649
原原原原因因因因 :  指定したすべてのフィールドが検出される前に、論理レコ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 :  欠落フィールドを NULLでロードする場合は、TRAILING NULLCOLS句を
使用してください。または、データを訂正してください。

SQL*Loader-623: 論理レコードが終了しましたが、論理レコードが終了しましたが、論理レコードが終了しましたが、論理レコードが終了しましたが、2番目の囲み文字がありません番目の囲み文字がありません番目の囲み文字がありません番目の囲み文字がありません。。。。
原原原原因因因因 :  右側の囲みデリミタが検出される前に、レコードの論理的終了が発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  欠落しているデリミタを加えてください。

SQL*Loader-624: TERMINATEDまたまたまたまたはははは ENCLOSEDフィールドの後に終了子がありませフィールドの後に終了子がありませフィールドの後に終了子がありませフィールドの後に終了子がありませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  囲みフィールドが終了した後に終了デリミタ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 :  欠落している終了デリミタを加えてください。

SQL*Loader-625: 制御ファイルで、マルチバイト・キャラクタのエラーが発生しました制御ファイルで、マルチバイト・キャラクタのエラーが発生しました制御ファイルで、マルチバイト・キャラクタのエラーが発生しました制御ファイルで、マルチバイト・キャラクタのエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイル内で、不完全なマルチバイト文字列が検出されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルを編集して、すべてのマルチバイト文字データが有効であるか
どうかを確認してください。

SQL*Loader-626: キャラクタ・セット変換バッファがオーバーフローしましたキャラクタ・セット変換バッファがオーバーフローしましたキャラクタ・セット変換バッファがオーバーフローしましたキャラクタ・セット変換バッファがオーバーフローしました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイル・キャラクタ・セットからクライアント・キャラクタ・セット
への変換には、変換バッファに割り当てられていたよりも多くの領域が必要でした。変
換バッファのサイズは、VARCHAR2列の最大サイズによって制限されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力レコードが拒否されました。データが列に収まりません。

SQL*Loader-627: キャラクタ・セット変換のグラフが使用可能でありませんキャラクタ・セット変換のグラフが使用可能でありませんキャラクタ・セット変換のグラフが使用可能でありませんキャラクタ・セット変換のグラフが使用可能でありません。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイル・キャラクタ・セットからクライアント・キャラクタ・セット
への変換は、変換グラフが使用可能でない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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。NLSRTLインスト
レーションをチェックしてください。

SQL*Loader-628: キャラクタ・セットの変換エラーですキャラクタ・セットの変換エラーですキャラクタ・セットの変換エラーですキャラクタ・セットの変換エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  キャラクタ・セット変換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。NLSRTLインスト
レーションをチェックしてください。エラーが出力される再現可能なテスト・ケースを
提供してください。

SQL*Loader-640: 可変長フィールドが切捨てられました可変長フィールドが切捨てられました可変長フィールドが切捨てられました可変長フィールドが切捨てられました。。。。
原原原原因因因因 :  可変長フィールドの終わりになる前に論理レコードの終了点に達しました。それ
ぞれの可変長フィールドの長さはフィールドに埋め込まれているので、SQL*Loaderは
この後にもデータが続くことを認識しています。
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致命的エラー : 00700 ～ 00799
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データを調べて不注意による切捨てを確認し、ログ・ファイルに対する制御
ファイル指定を検証してください。フィールドが誤った場所で起動している可能性があ
ります。

SQL*Loader-641: ゾーゾーゾーゾーンンンン 10進数のニブルが無効です進数のニブルが無効です進数のニブルが無効です進数のニブルが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ゾーン 10進数のそれぞれのバイトは 2つのニブル (4ビット )から構成されてい
ます。ニブルには適性な値が入っている必要があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルに対する制御ファイルの指定を確認し、フィールド位置を正
しく指定してください。また、フィールドの内容も確認してください。

SQL*Loader-642: 相対開始位相対開始位相対開始位相対開始位置置置置 >が絶対フィールド終了位置より後ろにありますが絶対フィールド終了位置より後ろにありますが絶対フィールド終了位置より後ろにありますが絶対フィールド終了位置より後ろにあります。。。。
原原原原因因因因 :  POSITION(*+ n:y )として指定されたフィールドが、絶対位置 yの後に発生して
います。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デリミタが欠落していないことと、n と y の値が正しいことを確認してくだ
さい。

 致命的エラー : 00700 ～ 00799
SQL*Loader-700: 重要な割当重要な割当重要な割当重要な割当てててて numを実施中に、メモリーが不足しましたを実施中に、メモリーが不足しましたを実施中に、メモリーが不足しましたを実施中に、メモリーが不足しました。。。。

原原原原因因因因 :  SQL*Loaderは必要なメモリーを割り当て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 :  オペレーティング・システムとプロセス・メモリーを確認してください。可
能であれば、SQL*Loaderに使用可能なメモリーを増やしてください。増やせない場合
は、メモリーが使用できるまで待ってください。

SQL*Loader-702: 内部エラーです。内部エラーです。内部エラーです。内部エラーです。- str
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 :  メッセージを控えて、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。

SQL*Loader-703: 内部エラーで内部エラーで内部エラーで内部エラーですすすす : 引引引引数数数数 num。。。。
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 :  メッセージとエラー番号を控えて、オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。

SQL*Loader-704: 内部エラーで内部エラーで内部エラーで内部エラーですすすす : str num。。。。
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 :  メッセージとエラー番号を控えて、オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。

SQL*Loader-705: 内部エラーです内部エラーです内部エラーです内部エラーです。。。。
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。
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ダイレクト・パス・ロード準備メッセージ : 00900 ～ 00949
SQL*Loader-706: ulerr numに対する引数が不正ですに対する引数が不正ですに対する引数が不正ですに対する引数が不正です。。。。
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。

SQL*Loader-707: リターン・コーリターン・コーリターン・コーリターン・コードドドド =[%d]で、で、で、で、Sql*Loaderが終了していますが終了していますが終了していますが終了しています。。。。
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。

 ダイレクト・パス・ロード準備メッセージ : 00900 ～ 00949
SQL*Loader-901: Oracleへのログオン中に、エラーが発生しましたへのログオン中に、エラーが発生しましたへのログオン中に、エラーが発生しましたへのログオン中に、エラーが発生しました。。。。

原原原原因因因因 :  ダイレクト・パス・ロード・モードで Oracle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 :  インスタンスが起動されていることを確認してください。詳細はログ・ファ
イルに記録されたこのメッセージ下の Oracleメッセージを参照してください。

SQL*Loader-902: カーソカーソカーソカーソルルルル : num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 :  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 :  ログ・ファイル内の Oracle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。

SQL*Loader-903: ダイレクト・パスでは、データベースはバージョダイレクト・パスでは、データベースはバージョダイレクト・パスでは、データベースはバージョダイレクト・パスでは、データベースはバージョンンンン num以上でなければ以上でなければ以上でなければ以上でなければ
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 :  互換性のないデータベースでダイレクト・パス・ロード・モ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 :  指定されたバージョンにデータベースをアップグレードするか、従来型パ
ス・ロードを使用してください。

SQL*Loader-904: データベース・バージョデータベース・バージョデータベース・バージョデータベース・バージョンンンン 5にリンクした時は、ダイレクト・パスを使用にリンクした時は、ダイレクト・パスを使用にリンクした時は、ダイレクト・パスを使用にリンクした時は、ダイレクト・パスを使用
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 :  データベース・バージョン 5にリンクした後ダイレクト・パスを使用していま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  従来型パスを使用してください。

SQL*Loader-905: upi: numのののの SQL文解析中に、エラーが発生しました文解析中に、エラーが発生しました文解析中に、エラーが発生しました文解析中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ヘッダー・メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。

SQL*Loader-906: upi: numのののの SQL文実行中に、エラーが発生しました文実行中に、エラーが発生しました文実行中に、エラーが発生しました文実行中に、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 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。
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ダイレクト・パス・ロード準備メッセージ : 00900 ～ 00949
SQL*Loader-908: Oracleエラエラエラエラーーーー numのため、排他モードで表のため、排他モードで表のため、排他モードで表のため、排他モードで表 name をロックできませんでをロックできませんでをロックできませんでをロックできませんで
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Loaderが DMLで表の排他ロックを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 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。 
USER_OBJECTSというカタログ・ビュー中の表のオブジェクト番号を調べてください。
SQL*DBA MONITOR LOCKコマンドを使用して、すべてのプロセスの一覧と未済の
ロックの状態を見ることができます。表をロックしているプロセスを確認してくださ
い。続いて、MONITOR PROCESSコマンドを使用して、Oracleプロセスとしてログイ
ンし、ロックしている接続しているユーザーを調べ、その表へのアクセスをやめてもら
うか、またはそのユーザーの処理が終了するのを待って再試行してください。

SQL*Loader-909: ダイレクト・パスを使用するには、ローダー・ビューダイレクト・パスを使用するには、ローダー・ビューダイレクト・パスを使用するには、ローダー・ビューダイレクト・パスを使用するには、ローダー・ビューをををを (SYSとしとしとしとしてててて )
ロードする必要がありますロードする必要がありますロードする必要がありますロードする必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  ダイレクト・パス・ロードで必要なデータベース・ビューが存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  『Oracle8 Server管理者ガイド』には、必要なビューをロードするために
ユーザー SYSとして必要なスクリプトを実行する方法について説明してあります。

SQL*Loader-910: upi: num に入力変数をバインド中に、エラーが発生しましたに入力変数をバインド中に、エラーが発生しましたに入力変数をバインド中に、エラーが発生しましたに入力変数をバインド中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ヘッダー・メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。

SQL*Loader-911: upi: numに出力変数を定義中に、エラーが発生しましたに出力変数を定義中に、エラーが発生しましたに出力変数を定義中に、エラーが発生しましたに出力変数を定義中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ヘッダー・メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。

SQL*Loader-913: SELECT文文文文 (upi): numの結果の取出し中に、エラーが発生しましたの結果の取出し中に、エラーが発生しましたの結果の取出し中に、エラーが発生しましたの結果の取出し中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ヘッダー・メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。

SQL*Loader-914: 表表表表 nameを排他モードでロック中に、エラーが発生しましたを排他モードでロック中に、エラーが発生しましたを排他モードでロック中に、エラーが発生しましたを排他モードでロック中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  指定した表をダイレクト・パス・ロード・モードでロック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 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。必要な
権限が付与されていることを確認してください。

SQL*Loader-915: カーソカーソカーソカーソルルルル : num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 :  ヘッダー・メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。

SQL*Loader-916: パスの同質性の確認中に、エラーが発生しましたパスの同質性の確認中に、エラーが発生しましたパスの同質性の確認中に、エラーが発生しましたパスの同質性の確認中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースのフロントエンドおよびバックエンドが別個のハードウェア・シス
テム上にある場合にダイレクト・パス・ロードを行うには、相手のシステムが自分のシ
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ステムと同一であることが必要です。このエラーは SQL*Loaderがシステム間の違いを
検出した場合に出力され、これが解決されないとダイレクト・ロードは正常に実行され
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  従来型パス・ロードをこの構成に使用してください。

SQL*Loader-918: SQL*Loaderを使用するには、カタログを使用するには、カタログを使用するには、カタログを使用するには、カタログをををを (SYSとしとしとしとしてててて )ロードする必要ロードする必要ロードする必要ロードする必要
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 :  カタログはロードされていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー SYSとしてログオンし、Oracleのカタログおよびスクリプト
ULVIEW.SQL内にあるビューをロードしてください。

SQL*Loader-919: upiのフェッチ中に、エラーが発生しましのフェッチ中に、エラーが発生しましのフェッチ中に、エラーが発生しましのフェッチ中に、エラーが発生しましたたたた : num。。。。
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 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。

SQL*Loader-925: str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 :  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 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。参照し
ている表または列がアクセス不可能である可能性があります。

SQL*Loader-926: 表表表表 nameに名前を実行中に、に名前を実行中に、に名前を実行中に、に名前を実行中に、OCI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 :  OCI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 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。参照し
ている表または列がアクセス不可能である可能性があります。

SQL*Loader-927: 表表表表 : 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 :  SQL*Loaderは該当する名前の表を見つけられませんでした。指定した表が存在
しない可能性があります。システムによっては、必要な権限が付与されていない場合に
も、このメッセージが表示されることがあります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表が存在していて、表名の綴りに間違いがないことと、その表に対する必要
な権限が付与されていることを確認してください。

SQL*Loader-929: 表表表表 name に対して挿入文を解に対して挿入文を解に対して挿入文を解に対して挿入文を解析析析析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 :  表の挿入文の解析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 :  使用されたすべての SQL文字列を確認してください。

SQL*Loader-930: 列列列列 name に対して挿入文を解に対して挿入文を解に対して挿入文を解に対して挿入文を解析析析析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 :  列に対する挿入文の解析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 :  詳細はログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。この列
に SQL文字列が使用されているときは、その文字列を確認してください。
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SQL*Loader-931: 列列列列 name に変数をバインド中に、に変数をバインド中に、に変数をバインド中に、に変数をバインド中に、OCI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 :  OCI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 :  詳細はエラーを確認してください。この列に対する SQL文字列に問題があ
る可能性があります。

SQL*Loader-932: 表表表表 name を切捨てられませんでしを切捨てられませんでしを切捨てられませんでしを切捨てられませんでしたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  表の切捨てを試みましたが、失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  さらに情報を得るためそれに続くエラーを確認してください。参照制約によ
る切捨ては起きないはずです。

SQL*Loader-933: 指定されたファイ指定されたファイ指定されたファイ指定されたファイルルルル nameはデータベースの一部ではありませんはデータベースの一部ではありませんはデータベースの一部ではありませんはデータベースの一部ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  表をロードしようとして指定したファイルは、データベースにはありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なデータ・ファイルを指定してください。

SQL*Loader-934: 表表表表 tabnam に指定されたデータ・ファイル名が不正ですに指定されたデータ・ファイル名が不正ですに指定されたデータ・ファイル名が不正ですに指定されたデータ・ファイル名が不正です。。。。
原原原原因因因因 :  表が常駐している表領域の一部ではない表をロードするのに、データ・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 :  有効なデータ・ファイルを指定してください。

SQL*Loader-935: パラレル・ロードに必要なオプションを検証中に、エラーが発生しましパラレル・ロードに必要なオプションを検証中に、エラーが発生しましパラレル・ロードに必要なオプションを検証中に、エラーが発生しましパラレル・ロードに必要なオプションを検証中に、エラーが発生しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  必要なオプションが見つからないかまたは無効だったため、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 :  付随する Oracleメッセージの記述に従って問題を修正してください。

SQL*Loader-936: Oracleエラエラエラエラーーーー num のため、のため、のため、のため、表表表表 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 をロックでをロックでをロックでをロックで
きませんきませんきませんきません。。。。
原原原原因因因因 :  ローダーは必要なパーティションをロックできませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロックの保持者に解放を依頼するか、操作を再試行してください。

SQL*Loader-937: パラレル・ロードが要求され、パラレル・ロードが要求され、パラレル・ロードが要求され、パラレル・ロードが要求され、name がトリガーまたは制約を使用可能にがトリガーまたは制約を使用可能にがトリガーまたは制約を使用可能にがトリガーまたは制約を使用可能に
しましたしましたしましたしました。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・ダイレクト・ロードの要求を行いましたが、ロードするオブジェクト
に使用可能な制約（確認、参照用）または使用可能なトリガー、あるいはその両方があ
ります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用可能になっている制約またはトリガー（あるいはその両方）を使用禁止
にして、パラレル・ダイレクト・ロードを再試行してください。

SQL*Loader-938: パーティション・ロードが要求され、パーティション・ロードが要求され、パーティション・ロードが要求され、パーティション・ロードが要求され、name がトリガーまたは制約を使用がトリガーまたは制約を使用がトリガーまたは制約を使用がトリガーまたは制約を使用
可能にしました可能にしました可能にしました可能にしました。。。。
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原原原原因因因因 :  シングル・パーティションのダイレクト・ロードの要求を行いましたが、ロード
するオブジェクトに使用可能な制約（確認、参照用）または使用可能なトリガー、ある
いはその両方があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用可能になっている制約またはトリガー（あるいはその両方）を使用禁止
にして、パラレル・ダイレクト・ロードを再試行してください。

SQL*Loader-939: 表表表表 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 にににに name を実行中に、を実行中に、を実行中に、を実行中に、OCIエラーが発生エラーが発生エラーが発生エラーが発生
しましたしましたしましたしました。。。。
原原原原因因因因 :  ヘッダー・メッセージです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  さらに情報を得るためそれに続くエラーを確認してください。参照している
表またはパーティションがアクセス不能である可能性があります。

SQL*Loader-940: 列列列列 name、、、、表表表表 name にににに NCHAR バインド属性を設定中に、バインド属性を設定中に、バインド属性を設定中に、バインド属性を設定中に、UPIエラーがエラーがエラーがエラーが
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 :  NCHAR列の CHARSETFORM属性を設定中に、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 :  解決方法 : 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。

SQL*Loader-941: 表表表表 name の記述中に、エラーの記述中に、エラーの記述中に、エラーの記述中に、エラーががが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 :  指定された表で SELECTリストの DESCRIBEを実行中に、エラーが発生しまし
た。このエラーに続くエラー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 :  解決方法 : SQL*Loader制御ファイルで指定された表 name、列 nameがすべ
て正しいことを確認してください。

SQL*Loader-942: 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 がががが表表表表 name  の一部ではありませんの一部ではありませんの一部ではありませんの一部ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたパーティションが、指定された表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 :  指定されたパーティションが正しいかどうか、指定された表のパーティショ
ンかどうか確認してください。

SQL*Loader-943: 表表表表 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 に指定されたデータ・ファイに指定されたデータ・ファイに指定されたデータ・ファイに指定されたデータ・ファイルルルル nameがががが
不正です不正です不正です不正です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたデータ・ファイルが指定されたパーティションの表領域にありませ
ん。パーティション表で FILE=キーワードを使用したために、このエラーが発生しまし
た。パーティション表のパーティションをすべてロードする時は、パーティションは同
じ表領域になければなりません。パーティションを 1つロードする時は、ロードされる
パーティションの表領域は、指定されたデータ・ファイルが常駐する表領域と同じでな
ければなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FILE=キーワードを介して指定されたデータ・ファイルが、ロードされる
パーティションの表領域にあることを確認してください。
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00999

このメッセージは、情報メッセージです。これらのメッセージは、発生したエラーの種類を
示しています。詳細は、ログ・ファイルに記録されたメッセージを確認してください。

 

SQL*Loader-950: 2つの作業間でデータ構造体を移送中に、エラーが発生しましたつの作業間でデータ構造体を移送中に、エラーが発生しましたつの作業間でデータ構造体を移送中に、エラーが発生しましたつの作業間でデータ構造体を移送中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-951: ワンワンワンワンスススス /ロード初期化をコール中に、エラーが発生しましたロード初期化をコール中に、エラーが発生しましたロード初期化をコール中に、エラーが発生しましたロード初期化をコール中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-952: ワンワンワンワンスススス /データファイル初期化をコール中に、エラーが発生しましたデータファイル初期化をコール中に、エラーが発生しましたデータファイル初期化をコール中に、エラーが発生しましたデータファイル初期化をコール中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-953: 2つの作業間で読込みバッファを移送中に、エラーが発生しましたつの作業間で読込みバッファを移送中に、エラーが発生しましたつの作業間で読込みバッファを移送中に、エラーが発生しましたつの作業間で読込みバッファを移送中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-954: 2つの作業間で索引を読込みバッファに移送中に、エラーが発生しましたつの作業間で索引を読込みバッファに移送中に、エラーが発生しましたつの作業間で索引を読込みバッファに移送中に、エラーが発生しましたつの作業間で索引を読込みバッファに移送中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-955: col配列ビルド、ブロック・フォーマッタをコール中に、エラーが発生し配列ビルド、ブロック・フォーマッタをコール中に、エラーが発生し配列ビルド、ブロック・フォーマッタをコール中に、エラーが発生し配列ビルド、ブロック・フォーマッタをコール中に、エラーが発生し

ましたましたましたました。。。。
SQL*Loader-956: ワンワンワンワンスススス /データファイルの終了をコール中に、エラーが発生しましたデータファイルの終了をコール中に、エラーが発生しましたデータファイルの終了をコール中に、エラーが発生しましたデータファイルの終了をコール中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-957: 2つの作業間でテキスト文字列を移送中に、エラーが発生しましたつの作業間でテキスト文字列を移送中に、エラーが発生しましたつの作業間でテキスト文字列を移送中に、エラーが発生しましたつの作業間でテキスト文字列を移送中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-958: データ再配置アドレス・スタックをポップ中に、エラーが発生しましたデータ再配置アドレス・スタックをポップ中に、エラーが発生しましたデータ再配置アドレス・スタックをポップ中に、エラーが発生しましたデータ再配置アドレス・スタックをポップ中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-959: 2つの作業間でバッファを移送中に、エラーが発生しましたつの作業間でバッファを移送中に、エラーが発生しましたつの作業間でバッファを移送中に、エラーが発生しましたつの作業間でバッファを移送中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-961: ワンワンワンワンスススス /ロードの終了をコール中に、エラーが発生しましたロードの終了をコール中に、エラーが発生しましたロードの終了をコール中に、エラーが発生しましたロードの終了をコール中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-962: ユーザー側ユーザー側ユーザー側ユーザー側のののの Ctrl-Cハンドラを設定中に、エラーが発生しましたハンドラを設定中に、エラーが発生しましたハンドラを設定中に、エラーが発生しましたハンドラを設定中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-963: ユーザー側ユーザー側ユーザー側ユーザー側のののの Ctrl-Cハンドラを消去中に、エラーが発生しましたハンドラを消去中に、エラーが発生しましたハンドラを消去中に、エラーが発生しましたハンドラを消去中に、エラーが発生しました。。。。
SQL*Loader-965: 表表表表 name の制の制の制の制約約約約 name を使用禁止にする際に、エラを使用禁止にする際に、エラを使用禁止にする際に、エラを使用禁止にする際に、エラーーーー num 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。。。。
SQL*Loader-966: 表表表表 name でトリガーをすべて使用でトリガーをすべて使用でトリガーをすべて使用でトリガーをすべて使用不不不不可にする際に、エラ可にする際に、エラ可にする際に、エラ可にする際に、エラーーーー num が発生しが発生しが発生しが発生し

ましたましたましたました。。。。
SQL*Loader-969: カーネル側でファイル名の変換を実施中に、エラーが発生しましたカーネル側でファイル名の変換を実施中に、エラーが発生しましたカーネル側でファイル名の変換を実施中に、エラーが発生しましたカーネル側でファイル名の変換を実施中に、エラーが発生しました。。。。

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
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SQL*Moduleメッセージ

この章では、SQL*Module の使用中に表示されるメッセージを説明します。SQL*Moduleの
詳細は、『SQL*Module User's Guide and Reference』を参照してください。SQL*Moduleで
は、次のようなエラー・メッセージが発行されます。

MOD-F-0037: SQL文また文また文また文またはははは PL/SQLブロックの終わりが見つかりませんでしたブロックの終わりが見つかりませんでしたブロックの終わりが見つかりませんでしたブロックの終わりが見つかりませんでした。。。。
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MOD
は、SQL*Moduleが発行したエラーであることを示します。重大度コードは 4種類ありま
す。各コードの意味は、次のとおりです。

  

SQL*Moduleが生成するエラーとは別に、実行時にエラーが発生することがあります。 これ
らのエラーには SQL-および ORA-という接頭辞が付けられています。 SQLエラーは、
SQLLIBライブラリ内のルーチンが生成します。ORAエラーは、サーバーが生成します。 

ココココーーーードドドド 意意意意味味味味 

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、この出力ファイルはコンパイルできないことがあります。 
(注 : ファイルは RPC_GENERATE=NOのときだけ作成されま
す。)

F 致命的なエラー － 内部的な問題が起きたり、メモリーなどのリ
ソースが使用できなかったり、不足しているため、出力ファイ
ルは作成されません。

U 回復不能なエラー － 入力要件を満たしていないため、出力ファ
イルは作成されません。 
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SQL*Moduleメッセージ : 00000 ～ 00100 
MOD-00009: 入力ファイル入力ファイル入力ファイル入力ファイル 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 :  SQL*Moduleが INAMEオプションで指定した入力ファイルをオープンできませ
ん。 このエラーの原因としては次の原因が考えられます。 

■ 指定したファイルが存在しない 

■ ファイルは存在するが、指定されたパス以外のディレクトリ内にある。 

■ ファイルを読出すための許可またはアクセス権を持たない。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの読取りに必要な許可が付与されているかどうかを確認してくださ
い。 名前とディレクトリ階層が正しく指定されているかを確認してください。 コンパイ
ラを再実行してください。

MOD-00010: リスト・ファイルリスト・ファイルリスト・ファイルリスト・ファイル 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 :  SQL*Moduleがリスト出力ファイルを作成できません。 このエラーは通常、現行
のディレクトリまたは LNAMEオプション用に指定したディレクトリに対する書込み許
可がない場合に発生します。また、名前やディレクトリ・パスが無効不当であったり、
パス上にディクトリが存在しない場合にも起こります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されているパスおよびファイルに許可があるかどうかを確認してくださ
い。LNAME オプションが使用されていない場合には、現行ディレクトリに対する許可
も確認してください。

 MOD-00011: 出力ファイ出力ファイ出力ファイ出力ファイルルルル :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 :  SQL*Moduleが仕様ファイルや出力コード・ファイルのような出力ファイルを生
成できません。このエラーは通常、現行のディレクトリまたは ONAMEまたは
SNAMEオプション用に指定されているディレクトリに対する書込み許可がない場合に
発生します。また、名前やディレクトリ・パスが無効不当であったり、パス上にディク
トリが存在しない場合にも起こります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されているパスおよびファイルに許可があるかどうかを確認してくださ
い。ONAME または SNAME オプションが使用されていない場合には、現行ディレク
トリに対する許可も確認してください。

MOD-00012: 次のいずれかが予期されているときに、記号次のいずれかが予期されているときに、記号次のいずれかが予期されているときに、記号次のいずれかが予期されているときに、記号 name  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 :  モジュール言語ファイル内に構文エラーがあります。たとえば、次のような SQL
文がモジュール・プロシージャ内にあると、

SELECT ename INTO :name FORM emp WHERE ... 
次のようなメッセージが出力されます。 

MOD-S-00012: 次のいずれかが予期されているときに、記号次のいずれかが予期されているときに、記号次のいずれかが予期されているときに、記号次のいずれかが予期されているときに、記号 FORM 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。。。。
,:INDICATOR FROM 
このメッセージは、意味エラーからトリガーされていません。 MOD-0075を参照してく
ださい。
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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、再コンパイルしてください。

MOD-00015: Oracleエラエラエラエラーーーー : ora-nnnnn
原原原原因因因因 :  このメッセージは、バインド変数のモードに対して値が不当である、といった内
部エラーによって発行されます。

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。

MOD-00016: 領域が不足しています。領域が不足しています。領域が不足しています。領域が不足しています。num バイトを割当てできませんバイトを割当てできませんバイトを割当てできませんバイトを割当てできません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Moduleが SQL*Moduleの実行用に、または必要な処理の実行用に、十分な
メモリーを割り当てできませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  あまり重要でないプロセスを削除して、SQL*Moduleを再実行してくださ
い。 オペレーティング・システムによっては、プロセスが割り当てられるメモリー量に
割当て制限がある場合があります。 システム管理者に問い合せてください。 必要に応じ
て、マシンのメモリーを増やしてください。

MOD-00017: conn_str : username /password でででで 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。。。。 Oracleエラー番エラー番エラー番エラー番
号号号号 ora-nnnnn
原原原原因因因因 :  指定したデータベース接続またはユーザー名、パスワードが間違っていました。 
このメッセージは、コマンド行の指定上の間違い、またはユーザー名および /またはモ
ジュール AUTHORIZATION句内のパスワードの指定上の間違いによって起こることが
あります。

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 メッセージの章でエラー番号を探して、障害に関す
る情報を参照してください。 識別子を訂正し、SQL*Moduleを再実行してください。 

MOD-00027: 入力ファイル名が指定されていません入力ファイル名が指定されていません入力ファイル名が指定されていません入力ファイル名が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  STORE_PACKAGE=YESオプションが入力されましたが、INAMEオプションを
使用した入力ファイル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 :  コマンド行で INAMEを使ってください。

MOD-00036: 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。

MOD-00038: 出力言語が出力言語が出力言語が出力言語が Ada の場合、モジュール名が必要ですの場合、モジュール名が必要ですの場合、モジュール名が必要ですの場合、モジュール名が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  モジュール・ソース・ファイルにMODULE句が指定されなかったか、モジュー
ルの名前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 :  モジュール・ファイル内でモジュール名を指定してください。 

MOD-00039: 仕様ファイル仕様ファイル仕様ファイル仕様ファイル 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 :  SQL*Moduleが仕様（ヘッダー）出力ファイルを作成できません。 このエラーは
通常、現行のディレクトリまたは SNAMEオプション用に指定したディレクトリに対す
る書込み許可がない場合に発生します。また、名前やディレクトリ・パスが不当であっ
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たり、パス上にディレクトリが存在しなかったり、またはディスクやファイル・システ
ムが満杯の場合にも起こります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されているパスおよびファイルに許可があるかどうかを確認してくださ
い。SNAME オプションが使用されていない場合には、現行ディレクトリに対する許可
も確認してください。ディスクまたはファイル・システムがいっぱいでないことを確認
してください。

MOD-00041: ANSI 違反、行違反、行違反、行違反、行 num、列、列、列、列 colnam : text
原原原原因因因因 :  FIPS=YESが指定されていて、モジュール・コードの一部が ANSI SQL92エント
リ・レベル規格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 :  FIPS=NO（デフォルト）を指定するか、コードを修正してください。

MOD-00042: カーソルカーソルカーソルカーソル name  が複数回宣言されていますが複数回宣言されていますが複数回宣言されていますが複数回宣言されています。。。。
原原原原因因因因 :  メッセージに示されているカーソルが、モジュール・ファイル内で複数回宣言さ
れました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  （モジュール・ファイル内だけでなくアプリケーション全体で）各カーソル
名が一意であることを確認してください。

MOD-00043: プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ name  が複数回宣言されていますが複数回宣言されていますが複数回宣言されていますが複数回宣言されています。。。。
原原原原因因因因 :  プロシージャ名 Xが、モジュール・ファイル内で複数回宣言されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  （モジュール・ファイル内だけでなくアプリケーション全体で）各プロシー
ジャ名が一意であることを確認してください。

MOD-00044: プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ name  のパラメータのパラメータのパラメータのパラメータ param  が複数回宣言されていますが複数回宣言されていますが複数回宣言されていますが複数回宣言されています。。。。
原原原原因因因因 :  メッセージ内で名前指定されたプロシージャにおいて、他のパラメータ名として
使われている名前がパラメータ名として宣言されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロシージャ内の各パラメータ名が一意であることを確認してください。

MOD-00046: カーソルカーソルカーソルカーソル name  が宣言されていませんが宣言されていませんが宣言されていませんが宣言されていません。。。。
原原原原因因因因 :  モジュール・ファイル内で、まだ宣言されていないカーソルに対して OPEN、
FETCH、CLOSE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 :  モジュール・ファイルに適切なカーソル宣言を挿入してください。カーソル
に対してなんらかの動作を行う前にファイル内でカーソル宣言を行う必要があります。

MOD-00047: カーソルカーソルカーソルカーソル name  のののの OPEN 文はすでに存在します文はすでに存在します文はすでに存在します文はすでに存在します。。。。
原原原原因因因因 :  このモジュール内に、名前指定されたカーソルに対する OPENコマンドを含むプ
ロシージャが複数あります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  複数ある必要はないので OPENコマンドを 1つ削除してください。

MOD-00048: カーソルカーソルカーソルカーソル name  がオープンしませんがオープンしませんがオープンしませんがオープンしません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージで名前指定されたカーソルに対する OPENコマンドがモジュール
内に存在しません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OPENコマンドを追加するか、カーソルが必要なければ除去してください。

MOD-00049: PL/SQL が初期化できませんが初期化できませんが初期化できませんが初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージは、通常、SQL*Moduleがモジュールの AUTHORIZATION句ま
たは USERIDオプション付きのコマンド行上で記述されるユーザー名およびパスワード
を使って、データベースに接続できない時に出力されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Net8を使用して接続している場合は、リスナー・プロセスが実行中である
ことと、AUTHORIZATION句内またはコマンド行上で指定されたサービス名が
tnsnames.ora ファイル内にあることを確認してください。 接続パラメータが正しいにも
かかわらず、この問題が依然として発生する場合は、オラクル社カスタマー・サポート
に連絡してください。

MOD-00050: プロシージャで仮パラメータプロシージャで仮パラメータプロシージャで仮パラメータプロシージャで仮パラメータ param  が使用されていませんが使用されていませんが使用されていませんが使用されていません。。。。
原原原原因因因因 :  プロシージャ内で仮パラメータが宣言されたにもかかわらず、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 :  パラメータ宣言を削除するか、パラメータをプロシージャ内で使用してくだ
さい。

MOD-00054: name  は有効なカーソルの参は有効なカーソルの参は有効なカーソルの参は有効なカーソルの参照照照照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 :  宣言されていないカーソルを OPENしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  カーソルを宣言するか、カーソルへの間違った参照を削除してください。

MOD-00059: INTO 変数変数変数変数 var が仮パラメータとしてリストされていませんが仮パラメータとしてリストされていませんが仮パラメータとしてリストされていませんが仮パラメータとしてリストされていません。。。。
原原原原因因因因 :  SELECT文内の INTO句の対象は、プロシージャのパラメータではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロシージャのパラメータ・リスト内で正しいデータ型を使ってパラメータ
宣言を行ってください。

MOD-00060: パッケージ仕様部のコンパイル中に、パッケージ仕様部のコンパイル中に、パッケージ仕様部のコンパイル中に、パッケージ仕様部のコンパイル中に、PL/SQL 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 :  SQL*Module実行時、PL/SQL解析フェーズ中に意味的な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 :  データベース・オブジェクトがすべて有効であることを確認してください。
詳細情報については、OUTPUT=PACKAGEで SQL*Moduleを再実行し、出力 PL/SQL 
コード仕様ファイル（拡張子 .pks ）を確認してください。 詳細は、『PL/SQL ユーザー
ズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

MOD-00061: パッケージ本体のコンパイル中にパッケージ本体のコンパイル中にパッケージ本体のコンパイル中にパッケージ本体のコンパイル中に PL/SQL 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 :  SQL*Module実行時、PL/SQL解析フェーズ中に意味的な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 :  データベース・オブジェクトがすべて有効であることを確認してください。
詳細情報については、OUTPUT=PACKAGEで SQL*Moduleを再実行し、出力 PL/SQL 
コード・ファイル（拡張子 .pkb）を確認してください。 詳細は、『PL/SQL ユーザーズ・
ガイドおよびリファレンス』を参照してください。 
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MOD-00062: 標識のホスト変数が認識されません標識のホスト変数が認識されません標識のホスト変数が認識されません標識のホスト変数が認識されません。。。。
原原原原因因因因 :  標識変数として使用されたホスト変数が宣言されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホスト変数を宣言するか、可能な場合は、SQL文から標識変数を削除してく
ださい。

MOD-00063: プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ name、パラメー、パラメー、パラメー、パラメータタタタ param : インタフェース型インタフェース型インタフェース型インタフェース型 type 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 :  インタフェース・プロシージャ（スタブ）ファイル生成時、被参照ストアド・
パッケージまたはストアド・プロシージャ内のWITH INTERFACE PROCEDURE句が、
無効なデータ型を持つパラメータを含んでいました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ型を修正してください。 WITH INTERFACE句内のデータ型は、PL/
SQLデータ型ではなく、SQLのデータ型でなければなりません。 

MOD-00064: 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 : インタフェースに余分なパラメータインタフェースに余分なパラメータインタフェースに余分なパラメータインタフェースに余分なパラメータ param  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 :  ストアド・パッケージまたはストアド・プロシージャのWITH INTERFACE句で
未使用パラメータが宣言されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パッケージのWITH INTERFACE句を修正してください。 

MOD-00065: プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ name  にインタフェース定義がありませんにインタフェース定義がありませんにインタフェース定義がありませんにインタフェース定義がありません。。。。
原原原原因因因因 :  1つまたは複数のプロシージャのWITH INTERFACE句を含まないパッケージに
対してスタブを生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 :  パッケージ仕様部にWITH INTERFACE句を追加してください。

MOD-00066: データベースからパッケージデータベースからパッケージデータベースからパッケージデータベースからパッケージ name  がロードできませんがロードできませんがロードできませんがロードできません。。。。 
原原原原因因因因 :  PNAMEオプションを使用して指定したパッケージ名が正しくないか、
SQL*Moduleが必要なデータベース・スキーマ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 :  指定したパッケージが存在していて、有効な状態かどうかを確認してくださ
い。 このスキーマに対する USER_OBJECTS表の STATUS列を調べ、パッケージが有効
であるかどうかを確認してください。 

MOD-00067: パッケージパッケージパッケージパッケージ name  は必要ですが、指定されていませんは必要ですが、指定されていませんは必要ですが、指定されていませんは必要ですが、指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  オプションと値、RPC_GENERATE=YESと STORE_PACKAGE=YESは指定され
ましたが、PNAMEオプションを使用するパッケージ名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 :  PNAMEオプションを追加してください。

MOD-00068: システム構成ファイルがないか、またはオープンできませんシステム構成ファイルがないか、またはオープンできませんシステム構成ファイルがないか、またはオープンできませんシステム構成ファイルがないか、またはオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  これは警告メッセージです。 SQL*Moduleがシステム構成ファイルを見つけられ
ないか、ファイルをオープンできません。 システム構成ファイルの位置は、システム固
有です。 使用しているシステム上での位置については、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 :  ファイルが存在するかどうか、そのファイルに読取り許可または適切なアク
セス権限が設定されているかどうかを確認してください。 この警告メッセージが出力さ
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れないようにするには、空きであってもシステム構成ファイルが存在していなければな
りません。

MOD-00069: パッケージの格納中にパッケージの格納中にパッケージの格納中にパッケージの格納中に Oracleエラーエラーエラーエラー N 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 :  SQL*Moduleが障害データベースにパッケージを格納しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このマニュアルでこのエラー番号を探し、問題を除去してください。

MOD-00070: プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ name のインタフェースに、のインタフェースに、のインタフェースに、のインタフェースに、indvar に対する宣言がありませんに対する宣言がありませんに対する宣言がありませんに対する宣言がありません。。。。
原原原原因因因因 :  WITH INTERFACE句内に標識変数が指定されていますが、対応する主変数が宣
言されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  WITH INTERFACE句を修正してください。 標識変数を削除するか、ホスト
変数を宣言してください。

MOD-00072: PNAME オプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありません。。。。
原原原原因因因因 :  必要がないときに、PNAMEオプションが使用されました。 PNAMEオプション
は、RPC_GENERATEおよび STORE_PACKAGEのいずれかまたはその両方を指定する
時だけ必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行を修正してください。

MOD-00073: INAME オプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありません。。。。
原原原原因因因因 :  必要がないときに、INAMEオプションが使用されました。たとえば、
RPC_GENERATE=YESおよび PNAMEオプションの指定時には、INAMEは必要あり
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INAMEオプションを使用しないでください。

MOD-00074: ONAME オプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありません。。。。
原原原原因因因因 :  必要がないときに、ONAMEオプションが使用されました。 たとえば、
RPC_GENERATE=NOおよび STORE_PACKAGE=YES指定時、または OUTPUT値リ
ストに CODE値が含まれていない場合は、ONAMEオプションは必要ありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ONAMEオプションを使用しないでください。

MOD-00075: 行行行行 N にエラーがあります。にエラーがあります。にエラーがあります。にエラーがあります。PLS-N: text 
原原原原因因因因 :  SQL*Module実行時、PL/SQL解析フェーズ中に意味的な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 :  データベース・オブジェクトがすべて有効であることを確認してください。 
詳細情報については、OUTPUT=PACKAGEで SQL*Moduleを再実行し、出力 PL/SQL 
コード・ファイル（拡張子 .pkb）を確認してください。 詳細は、『PL/SQL ユーザーズ・
ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

MOD-00076: ANSI 違反、行違反、行違反、行違反、行 N. PLS-N: text
原原原原因因因因 :  FIPS=YESが指定されていて、モジュール・コードの一部が ANSI SQL92エント
リ・レベル標準に準拠していません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  FIPS=NO（デフォルト）を指定するか、コードを修正してください。

MOD-00077: 必須パラメータ必須パラメータ必須パラメータ必須パラメータ SQLCODE またはまたはまたはまたは SQLSTATE 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 :  すべてのパラメータ定義に状態パラメータ SQLCODEまたは SQLSTATE（ある
いは、その両方）を入れてください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQLCODEまたは SQLSTATEを入れてください。

MOD-00078: 格納したパッケージからスタブを生成する場合には、ユーザーを指定しなけれ格納したパッケージからスタブを生成する場合には、ユーザーを指定しなけれ格納したパッケージからスタブを生成する場合には、ユーザーを指定しなけれ格納したパッケージからスタブを生成する場合には、ユーザーを指定しなけれ
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 :  USERIDの指定がないので、SQL*Moduleは、サーバーに接続しストアド・パッ
ケージからスタブ（インタフェース・プロシージャ・ファイル）を生成できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  （デフォルト・データベースに接続時以外は）サービス名、およびユーザー
名、パスワードを指定してください。この操作は、コマンド行上で行うか、構成ファイ
ル内で行ってください。

MOD-00079: RPC_GENERATE=yes のときには、のときには、のときには、のときには、SQLCHECK はははは SEMANTICS でなければでなければでなければでなければ
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 :  スタブ・ファイルの作成時は SQLCHECK=SYNTAX（または
SQLCHECK=NONE）を指定できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行または構成ファイルから SQLCHECK=SYNTAXまたは
SQLCHECK=NONE指定を削除してください。

MOD-00080: 格納されたパッケージ・ソースの抽出中にエラーが発生しました格納されたパッケージ・ソースの抽出中にエラーが発生しました格納されたパッケージ・ソースの抽出中にエラーが発生しました格納されたパッケージ・ソースの抽出中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行上または構成ファイル内で OUTPUT=PACKAGEが要求されました
が、指定された名前のパッケージがスキーマ内に存在しないか、INVALIDのマークが
付けられています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前指定したパッケージが存在し、有効であることを確認してください。 

MOD-00081: 入力に失敗しました入力に失敗しました入力に失敗しました入力に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Moduleへの入力の一部がエラーまたは警告状態を起こしました。 このメッ
セージはいつも特定のエラーメッセージまたは警告メッセージの後に出力されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージに対する処置は必要ありません。 前出のエラーを直してくだ
さい。

MOD-00086: エラエラエラエラーーーー : ユーザー名がインストールできませんユーザー名がインストールできませんユーザー名がインストールできませんユーザー名がインストールできません。。。。 異常終了します異常終了します異常終了します異常終了します。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー名はサーバーによって拒否されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー名が有効な場合、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。

MOD-00088: 機能がまだ実現されていません機能がまだ実現されていません機能がまだ実現されていません機能がまだ実現されていません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Moduleが、コンパイルできるが、まだ実現されていない機能を使用してい
る SQL文に遭遇しました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社の言語製品管理担当部署に連絡してください。

MOD-00093: SNAME オプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありません。。。。
原原原原因因因因 :  必要がないときに、SNAMEオプションが使用されました。 たとえば、OUTPUT
オプションの値リストに値 SPECIFICATIONがなければ、SNAMEオプションは必要あ
りません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SNAMEオプションを使用しないでください。

MOD-00094: PNAME オプションの拡張要素が指定されましたが、これは意味がありませオプションの拡張要素が指定されましたが、これは意味がありませオプションの拡張要素が指定されましたが、これは意味がありませオプションの拡張要素が指定されましたが、これは意味がありませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  PNAMEオプションの値にファイル名拡張子が含まれていました。パッケージは
データベース・オブジェクトであり、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 :  拡張要素を削除してください。

MOD-00095: データ型データ型データ型データ型 "X" はホスト言語に有効ではありませんはホスト言語に有効ではありませんはホスト言語に有効ではありませんはホスト言語に有効ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト言語に対してサポートされていないデータ型が使用されました。 たとえば、
データ型 NUMERICは、Adaおよび Cに対して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 :  各ホスト言語においてサポートされる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』を参照してください。

MOD-00096: LNAME オプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありませんオプションが指定されましたが、これは意味がありません。。。。
原原原原因因因因 :  OUTPUTオプション・リストに値 LIST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 :  OUTPUTオプションの値リストに LISTを追加してください。

MOD-00097: このホスト言語には、このホスト言語には、このホスト言語には、このホスト言語には、WITH INTERFACE 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 :  PL/SQLパッケージまたはファンクションの仕様部にWITH INTERFACE句が含
まれていませんでした。 現在、PL/SQLファンクションまたはパッケージへのコールを
作成するために、MODADAにWITH INTERFACE句が存在している必要があります。

原原原原因因因因 :  WITH INTERFACE句を含めるために PL/SQLパッケージまたはファンクション
の仕様部を再書込みしてください。 または、WITH INTERFACE句を持つ PL/SQLパッ
ケージまたはファンクションの仕様部を書き込み、それに元の PL/SQLパッケージを
コールさせてください。 

MOD-00098: bind=late の場合には、の場合には、の場合には、の場合には、WITH INTERFACEだけがデフォルトになりますだけがデフォルトになりますだけがデフォルトになりますだけがデフォルトになります。。。。
原原原原因因因因 :  WITH INTERFACE句を持たない PL/SQLパッケージまたはファンクションへの
コールの作成中に、コマンド行オプション「bind=early」が指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行オプションを「bind=late」に変更するか、PL/SQL仕様部に
WITH INTERFACE句を入れてください（エラー 97の処置を参照）。

MOD-00099: モジュールを格納するとモジュールを格納するとモジュールを格納するとモジュールを格納するときききき (store=yes)には、には、には、には、型型型型 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 :  現在等しい PL/SQLタイプがないタイプがモジュールに含まれていました。その
タイプはデータベースには格納できません。
                                                                    SQL*Moduleメッセージ 5-9



SQL*Moduleメッセージ : 00000 ～ 00100
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行オプションを STORE=NOに設定するか、または違反しているタ
イプを含むプロシージャを別のモジュールへ移動し、そのモジュールを STORE=NOで
コンパイルしてください。
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Recovery Managerメッセージ

この章では、Recovery Managerが出力す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。

この章に記載されているメッセージは、接頭辞 RMANが付いた形で表示されます。

RMAN エラー : 00550～ 20501
RMAN-00550: 解析機能パッケージのロードに失敗しました解析機能パッケージのロードに失敗しました解析機能パッケージのロードに失敗しました解析機能パッケージのロードに失敗しました。。。。

原原原原因因因因 :  lpmloadpkg()で誤り通知が戻されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-00551: 解析機能の初期化に失敗しました解析機能の初期化に失敗しました解析機能の初期化に失敗しました解析機能の初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  解析機能パッケージの初期化ルーチンでエラーが戻されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-00552: コマンド行引数に構文エラーがありますコマンド行引数に構文エラーがありますコマンド行引数に構文エラーがありますコマンド行引数に構文エラーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  RMANに入力された引数が解析できない、または引数がまったく入力されてい
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-00553: 内内内内部部部部 Recovery Managerパッケージのロードに失敗しましたパッケージのロードに失敗しましたパッケージのロードに失敗しましたパッケージのロードに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  lpmloadpkg()で誤り通知が戻されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-00554: 内内内内部部部部 Recovery Managerパッケージの初期化に失敗しましたパッケージの初期化に失敗しましたパッケージの初期化に失敗しましたパッケージの初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部パッケージの初期化ルーチンでエラーが戻されました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-00555: ターゲット・データベース接続文字列を指定する必要がありますターゲット・データベース接続文字列を指定する必要がありますターゲット・データベース接続文字列を指定する必要がありますターゲット・データベース接続文字列を指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  TARGETパラメータ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 :  必要なパラメータを入力してください。

RMAN-00556: CMDFILE name をオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでした。。。。

原原原原因因因因 :  ファイルをオープン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 :  ファイル名が正しく指定されていること、ファイルが存在していること、そ
して RMANを実行するユーザーにファイルの読込み許可があることを確認してくださ
い。

RMAN-00557: MSGLOG name をオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでした。。。。

原原原原因因因因 :  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 :  ファイル名が正しく指定されていること、ファイルが存在していること、そ
して RMANを実行するユーザーにファイルの書込み許可があることを確認してくださ
い。

RMAN-00558: 入力コマンド解析中にエラーが見つかりました入力コマンド解析中にエラーが見つかりました入力コマンド解析中にエラーが見つかりました入力コマンド解析中にエラーが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  解析機能で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 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-00562: 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 :  このユーザー名は、ユーザー名に許される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 :  ユーザー名を修正してください。

RMAN-00563: パスワードが長すぎますパスワードが長すぎますパスワードが長すぎますパスワードが長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  このパスワードは、パスワードに許される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 :  パスワードを修正してください。

RMAN-00564: ホスト・データが長すぎますホスト・データが長すぎますホスト・データが長すぎますホスト・データが長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  Net8ホストの接続文字列が許される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 :  ホストの文字列を修正してください。

RMAN-00565: 入力ファイルが読み込めません入力ファイルが読み込めません入力ファイルが読み込めません入力ファイルが読み込めません。。。。
原原原原因因因因 :  STDINまたは CMDFILEからの読込み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 :  CMDFILEが読込み可能であることを確認してください。 CMDFILEは、1レ
コードにつき 1行のテキスト・ファイルでなければなりません。
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RMAN-00566: TRACE name をオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  ファイル名が正しく指定されていること、そして RMANを実行するユー
ザーにファイルの書込み許可があることを確認してください。

RMAN-00567: Recovery Managerで印刷できなかったエラー・メッセージがありますで印刷できなかったエラー・メッセージがありますで印刷できなかったエラー・メッセージがありますで印刷できなかったエラー・メッセージがあります。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージ・スタックの印刷試行中に、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 :  関連するエラー・メッセージに修正可能な状態が示されている場合は修正を
実行し、そうでない場合はオラクルに連絡してください。

RMAN-00568: ユーザー名割込みが受け取られましたユーザー名割込みが受け取られましたユーザー名割込みが受け取られましたユーザー名割込みが受け取られました。。。。
原原原原因因因因 :  Control C (^C)または ATTNが入力されました。

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。

RMAN-00569: ================エラー・メッセージが続きまエラー・メッセージが続きまエラー・メッセージが続きまエラー・メッセージが続きますすすす ================
原原原原因因因因 :  このメッセージはエラー・メッセージ・スタックの前に表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラーは最後から順に印刷されます。正しく解釈するには、一番下から上に
向かって読んでください。

RMAN-00570: **ファイルの終ファイルの終ファイルの終ファイルの終りりりり **
原原原原因因因因 :  インライン・コマンド・ファイルの終りに達しました。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 :  処置は必要ありません。

RMAN-00600: 内部エラー、引内部エラー、引内部エラー、引内部エラー、引数数数数 arg arg arg arg arg
原原原原因因因因 :  Recovery Managerで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。

RMAN-00601: Recovery Managerで致命的なエラーが発生しましたで致命的なエラーが発生しましたで致命的なエラーが発生しましたで致命的なエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  致命的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 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-01006: 解析中にエラー信号が出されました解析中にエラー信号が出されました解析中にエラー信号が出されました解析中にエラー信号が出されました。。。。
原原原原因因因因 :  解析中にエラー信号が出されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-01007: 行行行行 num、、、、列列列列 num、ファイ、ファイ、ファイ、ファイルルルル : name
原原原原因因因因 :  これは構文エラーが検出された行と列を示す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 :  処置は必要ありません。
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RMAN エラー : 00550～ 20501
RMAN-01008: 不良識別子は次のとおりでし不良識別子は次のとおりでし不良識別子は次のとおりでし不良識別子は次のとおりでしたたたた :name。。。。
原原原原因因因因 :  これは構文エラーの原因となった識別子トークンを示す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 :  処置は必要ありません。

RMAN-02000: メッセージ・ファイルのバージョンが正しくありませんメッセージ・ファイルのバージョンが正しくありませんメッセージ・ファイルのバージョンが正しくありませんメッセージ・ファイルのバージョンが正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  RMANXX.MSBファイルは正しいバージョンではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インストレーションが正しく行われていることを確認してください。RMAN
バイナリ（使用しているオペレーティング・システムで呼び方は異なりますが、実行可
能なロード・モジュールのこと）および RMANXX.MSBファイルは、必ず同じバー
ジョン、リリース、パッチ・レベルである必要があります。

RMAN-02001: 句読点記句読点記句読点記句読点記号号号号 symbolが認識できませんが認識できませんが認識できませんが認識できません。。。。 
原原原原因因因因 :  不当な句読点記号が見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効な文字を削除してください。

RMAN-02002: 入力ファイルの終了部分が不正です入力ファイルの終了部分が不正です入力ファイルの終了部分が不正です入力ファイルの終了部分が不正です。。。。
原原原原因因因因 :  おそらく引用符付き文字列の右引用符が入力されていないことが原因です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力を修正してください。

RMAN-02003: 文字が認識されませんでし文字が認識されませんでし文字が認識されませんでし文字が認識されませんでしたたたた : char。。。。
原原原原因因因因 :  アルファ、数字、句読点以外の入力文字が見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文字を削除してください。

RMAN-02004: 引用符付き文字列が長すぎます引用符付き文字列が長すぎます引用符付き文字列が長すぎます引用符付き文字列が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  2000バイトより長い引用符付き文字列が見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは、右引用符の欠落で発生することがあります。そうであれば欠
落している引用符を追加し、そうでない場合は文字列を短くしてください。

RMAN-02005: トークンが長すぎますトークンが長すぎますトークンが長すぎますトークンが長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  1000バイトより長いトークンが見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  トークンは空白または句読点で分ける必要があります。欠落している空白ま
たは句読点を追加するか、またはトークンを短くしてください。

RMAN-02006: スクリプト行が長すぎますスクリプト行が長すぎますスクリプト行が長すぎますスクリプト行が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  500バイトより長い行が見つかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  行をもっと短く区切り、操作を再試行してください。

RMAN-03000: Recovery Managerのコンパイラ・コンポーネントの初期化に失敗しましたのコンパイラ・コンポーネントの初期化に失敗しましたのコンパイラ・コンポーネントの初期化に失敗しましたのコンパイラ・コンポーネントの初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。
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RMAN エラー : 00550～ 20501
RMAN-03001: Recovery Managerのコマンド・シーケンサ・コンポーネントの初期化に失のコマンド・シーケンサ・コンポーネントの初期化に失のコマンド・シーケンサ・コンポーネントの初期化に失のコマンド・シーケンサ・コンポーネントの初期化に失
敗しました敗しました敗しました敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-03002: コマンドのコンパイル中に障害が発生しましたコマンドのコンパイル中に障害が発生しましたコマンドのコンパイル中に障害が発生しましたコマンドのコンパイル中に障害が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-03003: コマンドはまだインプリメントされていませコマンドはまだインプリメントされていませコマンドはまだインプリメントされていませコマンドはまだインプリメントされていませんんんん :name
原原原原因因因因 :  コマンドは現行リリースに組み込まれていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このコマンドの使用を避けてください。

RMAN-03004: コマンドの実行中に致命的なエラーが発生しましたコマンドの実行中に致命的なエラーが発生しましたコマンドの実行中に致命的なエラーが発生しましたコマンドの実行中に致命的なエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-03005: %05.5d: name
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-03006: コマンコマンコマンコマンドドドド :nameを実行中に、再試行できないエラーが発生しましたを実行中に、再試行できないエラーが発生しましたを実行中に、再試行できないエラーが発生しましたを実行中に、再試行できないエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-03007: コマンコマンコマンコマンドドドド :nameを実行中に再試行できるエラーが発生しましたを実行中に再試行できるエラーが発生しましたを実行中に再試行できるエラーが発生しましたを実行中に再試行できるエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。エラーが修正で
きる場合は、RETRYコマンドを使用して障害の起きた操作を再試行できます。

RMAN-03008: 回復カタログの自動再同期を実行中にエラーが発生しました回復カタログの自動再同期を実行中にエラーが発生しました回復カタログの自動再同期を実行中にエラーが発生しました回復カタログの自動再同期を実行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-03010: ライブラリ・キャッシュの事前ロード中に致命的なエラーが発生しましたライブラリ・キャッシュの事前ロード中に致命的なエラーが発生しましたライブラリ・キャッシュの事前ロード中に致命的なエラーが発生しましたライブラリ・キャッシュの事前ロード中に致命的なエラーが発生しました。。。。
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RMAN エラー : 00550～ 20501
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-03012: コマンドのコンパイル中に致命的なエラーが発生しましたコマンドのコンパイル中に致命的なエラーが発生しましたコマンドのコンパイル中に致命的なエラーが発生しましたコマンドのコンパイル中に致命的なエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  コマンドのコンパイル中に致命的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 :  このメッセージの後には、障害の原因を説明するその他のエラー・メッセー
ジが示されます。

RMAN-03013: コマンド・タイコマンド・タイコマンド・タイコマンド・タイププププ : name
原原原原因因因因 :  情報メッセージが RMAN-03012と共に表示されます。メッセージの指示に従っ
てください。

RMAN-03014: 回復カタログの暗示的再同期に失敗しました回復カタログの暗示的再同期に失敗しました回復カタログの暗示的再同期に失敗しました回復カタログの暗示的再同期に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、障害の原因を説明するその他のエラー・メッセージが
示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるメッセージの指示に従ってください。

RMAN-03015: スクリプスクリプスクリプスクリプトトトト :nameを格納中にエラーが発生しましたを格納中にエラーが発生しましたを格納中にエラーが発生しましたを格納中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-03017: スクリプスクリプスクリプスクリプトトトト nameを格納中に再帰が検出されましたを格納中に再帰が検出されましたを格納中に再帰が検出されましたを格納中に再帰が検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  格納されたスクリプトが自身をコールしています。または別のスクリプトをコー
ルしており、それは自身をコールしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再帰を削除してください。

RMAN-03018: 非同非同非同非同期期期期 RPCは正常には正常には正常には正常に作作作作動しています動しています動しています動しています。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-03019: 非同非同非同非同期期期期 RPCが作動しが作動しが作動しが作動しててて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 :  RPCTESTコマンドは、RPCsが非同期に実行していないと判断しました。かわり
に、RPCsはブロックしています。これは、非ブロック化 UPIをサポートしない NET8
ドライバを使用することにより引き起こされます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  違う Net8ドライバの使用を試行してください。

RMAN-03020: 非同非同非同非同期期期期 RPCテストにテストにテストにテストにはははは 1分かかります分かかります分かかります分かかります。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-03021: スクリプトを実行していまスクリプトを実行していまスクリプトを実行していまスクリプトを実行していますすすす : name。。。。
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RMAN エラー : 00550～ 20501
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-03022: コマンドをコンパイルしていまコマンドをコンパイルしていまコマンドをコンパイルしていまコマンドをコンパイルしていますすすす : name。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-03023: コマンドを実行していまコマンドを実行していまコマンドを実行していまコマンドを実行していますすすす : name。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-03024: 回復カタログの暗示的完全再同期を実施します回復カタログの暗示的完全再同期を実施します回復カタログの暗示的完全再同期を実施します回復カタログの暗示的完全再同期を実施します。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-03025: 回復カタログの暗示的部分再同期を実施します回復カタログの暗示的部分再同期を実施します回復カタログの暗示的部分再同期を実施します回復カタログの暗示的部分再同期を実施します。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-03026: エラーの回エラーの回エラーの回エラーの回復復復復 : チャネル・リソースをリリースしていますチャネル・リソースをリリースしていますチャネル・リソースをリリースしていますチャネル・リソースをリリースしています。。。。
原原原原因因因因 :  エラーが捕捉され、RMANがチャネルをクリーン・アップしています。

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。これは情報メッセージです。

RMAN-03027: ストアド・スクリプトの印ストアド・スクリプトの印ストアド・スクリプトの印ストアド・スクリプトの印刷刷刷刷 : name
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-03099: ユーザー要求でジョブが取り消されましたユーザー要求でジョブが取り消されましたユーザー要求でジョブが取り消されましたユーザー要求でジョブが取り消されました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが現行のジョブに割込みました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

RMAN-04000: メモリーの割当てに失敗しましたメモリーの割当てに失敗しましたメモリーの割当てに失敗しましたメモリーの割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  メモリーの割当て要求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 :  RMANに使用可能な記憶容量を増やしてください。

RMAN-04001: ヒープの初期化に失敗しましたヒープの初期化に失敗しましたヒープの初期化に失敗しましたヒープの初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。
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KRMR エラー : 05000 ～ 05999
RMAN-04002: ocipi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。num
原原原原因因因因 :  OCIプロセス・レベル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 :  このエラーは通常は発生しません。

KRMR エラー : 05000 ～ 05999
RMAN-05000: 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ににににはははは SET CLONENAME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 :  次のいずれかです。

■ クローン・データベースによってマウントされた制御ファイルがこのデータ・ファ
イルのエントリを持っていないので、ファイル名変換は不可能です。

■ COPY DATAFILE TO CLONENAMEコマンドが発行されましたが、このデータ・
ファイルにはクローン名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 :  SET CLONENAMEコマンドを使用して、ファイル名を指定してください。
そうすれば、クローン・データベースがそのファイル名を復元宛先として使用できま
す。

RMAN-05000: 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 : %sににににはははは SET CLONENAME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 :  クローン・データベースにマウントされた制御ファイルがこのデータ・ファイル
のエントリを持っていないので、ファイル名変換は不可能です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SET CLONENAMEコマンドを使用して、ファイル名を指定してください。
そうすれば、クローン・データベースがそのファイル名を復元宛先として使用できま
す。

RMAN-05001: クローン・ファイルクローン・ファイルクローン・ファイルクローン・ファイル名名名名 : %sがターゲット・データベースのファイルと不一致がターゲット・データベースのファイルと不一致がターゲット・データベースのファイルと不一致がターゲット・データベースのファイルと不一致
ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  RMANが指定されたファイル名のクローン・データベースで復元宛先としての
使用を試行していますが、この名前はターゲット・データベース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 :  SET CLONENAMEコマンドを使用して、ターゲット・データベースに使用
されているファイル名と矛盾しない名前をデータ・ファイルに指定してください。

RMAN-05002: 指定時間表領域の回復を取消しています指定時間表領域の回復を取消しています指定時間表領域の回復を取消しています指定時間表領域の回復を取消しています。。。。
原原原原因因因因 :  前に検出されたエラーが対処措置を要求したエラーと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 :  エラー条件を解決し、RECOVERコマンドを再発行してください。

RMAN-05003: 指定時間回復は表領指定時間回復は表領指定時間回復は表領指定時間回復は表領域域域域 nameに対して許可されていませんに対して許可されていませんに対して許可されていませんに対して許可されていません。。。。
原原原原因因因因 :   SYSTEM表領域またはロールバック・セグメントを含む表領域は、指定時間回
復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 :  指定された表領域を回復セットから削除し、操作を再試行してください。
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 KRMK エラエラエラエラーーーー : 06000～～～～ 06999 

RMAN-06000: Recovery Managerライブラリ・ファイライブラリ・ファイライブラリ・ファイライブラリ・ファイルルルル :name をオープンできませんでしをオープンできませんでしをオープンできませんでしをオープンできませんでし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  RECOVER.BSQ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 :  ファイルが正しくインストールされていること、そして RMANを実行する
ユーザーにファイルを読み込む認可レベルがあることを確認してください。

RMAN-06001: ジョブ・ステップ・ライブラリの解析中にエラーが発生しましたジョブ・ステップ・ライブラリの解析中にエラーが発生しましたジョブ・ステップ・ライブラリの解析中にエラーが発生しましたジョブ・ステップ・ライブラリの解析中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  RECOVER.BSQ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 :  ファイルの正しいバージョンがインストールされていること、そしていかな
る修正も行われていないことを確認してください。

RMAN-06002: リカバリ・カタログに接続されていない場合、コマンドは使用できませんリカバリ・カタログに接続されていない場合、コマンドは使用できませんリカバリ・カタログに接続されていない場合、コマンドは使用できませんリカバリ・カタログに接続されていない場合、コマンドは使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログ接続文字列が入力されている場合にだけ許可されているコマ
ンド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 :  コマンドの使用を避けるか、または RMANを再起動して RCVCATパラメー
タでリカバリ・カタログ接続文字列を入力してください。

RMAN-06003: ターゲット・データベーターゲット・データベーターゲット・データベーターゲット・データベースススス :name ででででのののの Oracleエラーエラーエラーエラー。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-06004: 回復カタログ・データベー回復カタログ・データベー回復カタログ・データベー回復カタログ・データベースススス : name ででででのののの Oracleエラーエラーエラーエラー。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-06005: ターゲット・データベーターゲット・データベーターゲット・データベーターゲット・データベースススス :name に接続されましたに接続されましたに接続されましたに接続されました。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-06006: ターゲット・データベーターゲット・データベーターゲット・データベーターゲット・データベースススス :name (マウントされていませマウントされていませマウントされていませマウントされていませんんんん )に接続されましに接続されましに接続されましに接続されまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。 

RMAN-06007: ターゲット・データベースのマウント、ターゲット・データベースのマウント、ターゲット・データベースのマウント、ターゲット・データベースのマウント、db_nameのののの INIT.ORAでの設定がでの設定がでの設定がでの設定が
されていませんされていませんされていませんされていません。。。。
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原原原原因因因因 :  ターゲット・データベースは制御ファイルをマウントしておらず、その
INIT.ORAファイルに DB_NAMEパラメータ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 :  ターゲット・データベースをMOUNTするか、またはその INIT.ORAに
DB_NAMEパラメータを追加してインスタンスを再起動してください。

RMAN-06008: 回復カタログ・データベースに接続されました回復カタログ・データベースに接続されました回復カタログ・データベースに接続されました回復カタログ・データベースに接続されました。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。 

RMAN-06009: 回復カタログに代えてターゲット・データベース制御ファイルを使用してい回復カタログに代えてターゲット・データベース制御ファイルを使用してい回復カタログに代えてターゲット・データベース制御ファイルを使用してい回復カタログに代えてターゲット・データベース制御ファイルを使用してい
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。 

RMAN-06010: 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 を検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログまたはターゲット・データベース制御ファイルでこのデー
タ・ファイルを検索中に、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 :  このエラーの後には、障害の理由を説明するその他のエラー・メッセージが
示されます。ファイル名が正しく入力されていることを確認してください。データ・
ファイルを最近追加した場合は、RESYNC CATALOGを実行してリカバリ・カタログ
を更新する必要があります。

RMAN-06011: 無効なレベルが指定されまし無効なレベルが指定されまし無効なレベルが指定されまし無効なレベルが指定されましたたたた :num。。。。
原原原原因因因因 :  無効なインクリメンタル・バックアップ・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 :  インクリメンタル・バックアップ・レベルは 0から 8の間で指定しなければ
なりません。

RMAN-06012: チャネチャネチャネチャネルルルル : num が割り当てられていませんが割り当てられていませんが割り当てられていませんが割り当てられていません。。。。
原原原原因因因因 :  まだ割り当てられていないチャネル識別子に、RELEASEまたは SETLIMITコマ
ン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 :  チャネル識別子を修正するか、または ALLOCATE CHANNELコマンドを
追加してください。

RMAN-06013: チャネル識別子が重複していまチャネル識別子が重複していまチャネル識別子が重複していまチャネル識別子が重複していますすすす :name。。。。
原原原原因因因因 :  チャネルをリリースする前にチャネル識別子が再利用されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RELEASE CHANNELコマンドを追加してください。

RMAN-06014: コマンドはまだインプリメントされていませんコマンドはまだインプリメントされていませんコマンドはまだインプリメントされていませんコマンドはまだインプリメントされていません :name。。。。
原原原原因因因因 :  ベータ・リリースにはコマンドは組み込まれていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このコマンドの使用を避けてください。

RMAN-06015: データ・ファイル・コピーデータ・ファイル・コピーデータ・ファイル・コピーデータ・ファイル・コピー名名名名 :name を検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しました。。。。
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原原原原因因因因 :  このデータ・ファイル・コピー名をリカバリ・カタログまたはターゲット・デー
タベース制御ファイルで検索中に、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 :  このエラーの後には、障害の理由を説明するその他のエラー・メッセージが
示されます。ファイル名が正しく入力されていることを確認してください。リカバリ・
カタログが使用不能時にデータ・ファイルのコピーを作成した場合は、
RESYNCCATALOGを実行してリカバリ・カタログを更新する必要があります。

RMAN-06016: バックアップ・オペランドが重複して指定されていまバックアップ・オペランドが重複して指定されていまバックアップ・オペランドが重複して指定されていまバックアップ・オペランドが重複して指定されていますすすす :name。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたオペランドは、同じバックアップ指定子またはバックアップ・コマン
ドで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 :  重複したオペランドを削除してください。

RMAN-06017: 解析機能の初期化に失敗しました解析機能の初期化に失敗しました解析機能の初期化に失敗しました解析機能の初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  解析機能パッケージの初期化ルーチンでエラーが戻されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-06018: バックアップ指バックアップ指バックアップ指バックアップ指定定定定 :name でオペランドが重複して指定されていますでオペランドが重複して指定されていますでオペランドが重複して指定されていますでオペランドが重複して指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  1つのバックアップ指定に複数のバックアップ指定オペラン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 :  重複したオペランドを削除してください。

RMAN-06019: 表領域表領域表領域表領域名名名名 name を変換できませんでしたを変換できませんでしたを変換できませんでしたを変換できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  この表領域名をリカバリ・カタログまたはターゲット・データベース制御ファイ
ルで検索中に、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 :  このエラーの後には、障害の理由を説明するその他のエラー・メッセージが
示されます。表領域が正しく入力されていることを確認してください。表領域を最近追
加した場合は、RESYNC CATALOGを実行してリカバリ・カタログを更新する必要が
あります。

RMAN-06020: クローン・データベースに接続されましたクローン・データベースに接続されましたクローン・データベースに接続されましたクローン・データベースに接続されました。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  処置は必要ありません。

RMAN-06021: FROM DATAFILECCOPY/BACKUPSETはアーカイブ・ログについては指定はアーカイブ・ログについては指定はアーカイブ・ログについては指定はアーカイブ・ログについては指定
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 :  FROM DATAFILECCOPY/BACKUPSETオプションはデータ・ファイルおよび
制御ファイルの復元にのみ適用されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このオプションはデータ・ファイルおよび制御ファイルの復元にのみ使用し
てください。

RMAN-06022: FROM TAGオプションはアーカイブ・ログについては指定できませんオプションはアーカイブ・ログについては指定できませんオプションはアーカイブ・ログについては指定できませんオプションはアーカイブ・ログについては指定できません。。。。
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原原原原因因因因 :  FROM TAGオプションはデータ・ファイルおよび制御ファイルの復元にのみ適
用されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このオプションはデータ・ファイルおよび制御ファイルの復元にのみ使用し
てください。

RMAN-06023: 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 を復元するためのバックアップまたはコピーが見つを復元するためのバックアップまたはコピーが見つを復元するためのバックアップまたはコピーが見つを復元するためのバックアップまたはコピーが見つ
かりませんかりませんかりませんかりません。。。。
原原原原因因因因 :  このファイルのバックアップまたはコピーが見つからないため、データ・ファイ
ル、表領域、またはデータベースを復元できません。このファイルのバックアップまた
はコピーは存在しますが、ユーザーの復元オペランドで指定されている基準を満たして
いないことが考えられます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。詳細は、メッセージ RMAN-06026を参
照してください。

RMAN-06024:  制御ファイルを復元するためのバックアップまたはコピーが見つかりませ制御ファイルを復元するためのバックアップまたはコピーが見つかりませ制御ファイルを復元するためのバックアップまたはコピーが見つかりませ制御ファイルを復元するためのバックアップまたはコピーが見つかりませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルのバックアップまたはコピーが見つからないため、制御ファイルを
復元できません。このファイルのバックアップまたはコピーは存在しますが、ユーザー
の復元オペランドで指定されている基準を満たしていないことが考えられます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。詳細は、メッセージ RMAN-06026を参
照してください。

RMAN-06025:  復元用のログのバックアップ、スレッ復元用のログのバックアップ、スレッ復元用のログのバックアップ、スレッ復元用のログのバックアップ、スレッドドドド name  seq name  scn name が見つかが見つかが見つかが見つか
りませんりませんりませんりません。。。。
原原原原因因因因 :  このアーカイブ・ログのバックアップが見つからないため、アーカイブ・ログを
復元できません。このファイルのバックアップは存在しますが、ユーザーの復元オペラ
ンドで指定されている基準を満たしていないことが考えられます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。詳細は、メッセージ RMAN-06026を参
照してください。

RMAN-06026:  ターゲットがいくつか見つかりません。ターゲットがいくつか見つかりません。ターゲットがいくつか見つかりません。ターゲットがいくつか見つかりません。- 復元を異常終了しています復元を異常終了しています復元を異常終了しています復元を異常終了しています。。。。
原原原原因因因因 :  復元に指定されたファイルがいくつか見つかりません。どのファイルが見つから
ないかを示すためにメッセージ RMAN-06023または RMAN-06024 、RMAN-06025も
発行されます。ファイルを復元できない一般的な理由として、Recovery Managerで確
認されているファイルのバックアップまたはコピーがない、RESTOREコマンドで指定
されている基準を満たすバックアップまたはコピーがない、あるいは作成されているが
カタログ化されていないデータ・ファイル・コピーがあるなどが考えられます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Recovery Manager LISTコマンドを使用して Recovery Managerで確認され
ているバックアップおよびコピーを表示できます。そのリストから復元するファイルを
選択してください。

RMAN-06027: 指定に一致するアーカイブ・ログが見つかりません指定に一致するアーカイブ・ログが見つかりません指定に一致するアーカイブ・ログが見つかりません指定に一致するアーカイブ・ログが見つかりません。。。。
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原原原原因因因因 :  アーカイブ・ログのレコード指定子がリカバリ・カタログのどのアーカイブ・ロ
グとも一致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  異なるアーカイブ・ログのレコード指定子でコマンドを再発行してくださ
い。 Recovery Manager LISTコマンドを使用して Recovery Managerで確認されている
アーカイブ・ログをすべて表示できます。

RMAN-06028: 復元指復元指復元指復元指定定定定 :name でオペランドが重複して指定されていますでオペランドが重複して指定されていますでオペランドが重複して指定されていますでオペランドが重複して指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  CHANNEL、TAG、FROMまたは PARMSオプションが復元コマンドで、ある
いは復元指定の 1つで複数回指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドを修正して再発行してください。

RMAN-06029: 制御ファイルを組み込めるのは、データ・ファイル・バックアップ・セット制御ファイルを組み込めるのは、データ・ファイル・バックアップ・セット制御ファイルを組み込めるのは、データ・ファイル・バックアップ・セット制御ファイルを組み込めるのは、データ・ファイル・バックアップ・セット
内だけです内だけです内だけです内だけです。。。。
原原原原因因因因 :  INCLUDE CURRENT CONTROLFILEオプションがアーカイブ・ログのバック
アップ・セットに指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このオプションはデータ・ファイル・バックアップ・セットにのみ使用して
ください。

RMAN-06030: DELETE INPUTオプションはデータ・ファイオプションはデータ・ファイオプションはデータ・ファイオプションはデータ・ファイルルルル・バックアップ・セットで・バックアップ・セットで・バックアップ・セットで・バックアップ・セットで
は使用不可ですは使用不可ですは使用不可ですは使用不可です。。。。
原原原原因因因因 :  現行の制御ファイルまたはデータ・ファイルを含むバックアップに対して、
DELETE INPUT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 :  オプションを削除してコマンドを再発行してください。

RMAN-06031: データベース・キーワードを変換できませんでしたデータベース・キーワードを変換できませんでしたデータベース・キーワードを変換できませんでしたデータベース・キーワードを変換できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  DBMS_RCVMANのコール時にエラーを受け取りました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-06032: COPYコマンドの実行には最コマンドの実行には最コマンドの実行には最コマンドの実行には最低低低低 1チャネルチャネルチャネルチャネルのののの TYPE DISKを割り当てる必要を割り当てる必要を割り当てる必要を割り当てる必要
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 :  TYPE DISKのチャネルが割り当てられていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TYPE DISKのチャネルを割り当てて、コマンドを再発行してください。

RMAN-06033: チャネチャネチャネチャネルルルル :name は割り当てられていませんは割り当てられていませんは割り当てられていませんは割り当てられていません。。。。
原原原原因因因因 :  COPYまたは BACKUP、RESTOREコマンドで特定のチャネルが要求されていま
すが、要求されたチャネルが割り当てられていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  チャネルを割り当てるか、またはチャネル識別子を修正してください。

RMAN-06034: このコマンドの実行には最このコマンドの実行には最このコマンドの実行には最このコマンドの実行には最低低低低 1つのチャネルを割り振る必要がありますつのチャネルを割り振る必要がありますつのチャネルを割り振る必要がありますつのチャネルを割り振る必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  チャネルが割り当てられていません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  チャネルを割り当ててください。

RMAN-06035: RECOVER.BSQのバージョンが違います。正しくはのバージョンが違います。正しくはのバージョンが違います。正しくはのバージョンが違います。正しくは num ですが、実際はですが、実際はですが、実際はですが、実際は
num でしたでしたでしたでした。。。。
原原原原因因因因 :  RECOVER.BSQファイルは RMAN実行可能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 :  RECOVER.BSQの正しいバージョンをインストールしてください。

RMAN-06036: 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 はすでにファイはすでにファイはすでにファイはすでにファイルルルル :name に復元されていますに復元されていますに復元されていますに復元されています。。。。
原原原原因因因因 :  SET NEWNAMEコマンドが発行されて元のデータ・ファイル以外の位置にデー
タ・ファイルが復元されました。Recovery Managerでファイルの復元に最適な候補は
同じ名前のデータ・ファイル・コピーであると判断され、ファイルはすでに復元されて
います。そのため処置は必要ありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06037: インクリメンタル・バックアップ機能がインプリメントされていませんインクリメンタル・バックアップ機能がインプリメントされていませんインクリメンタル・バックアップ機能がインプリメントされていませんインクリメンタル・バックアップ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 :  データ・ファイル・コピーのインクリメンタル・バックアップが要求されまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インクリメンタル・レベルを 0に変更するか、全体バックアップを要求して
ください。

RMAN-06038: 回復カタログ・パッケージでエラーが検出されました回復カタログ・パッケージでエラーが検出されました回復カタログ・パッケージでエラーが検出されました回復カタログ・パッケージでエラーが検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  DBMS_RCVMANの呼出しでエラーが戻されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-06039: 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 に対しに対しに対しに対してててて SET NEWNAMEコマンドが発行されていコマンドが発行されていコマンドが発行されていコマンドが発行されてい
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  SWITCHコマンドがデータ・ファイルに指定されましたが、切替え先が指定され
おらず、そのデータ・ファイルに対して事前に SET NEWNAMEコマンドも発行されて
いません。 SET NEWNAMEコマンドが発行されていない場合は、切替え先のファイル
を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 :  SWITCHコマンドを修正して再発行してください。

RMAN-06040: 制御ファイルはすでにファイ制御ファイルはすでにファイ制御ファイルはすでにファイ制御ファイルはすでにファイルルルル :name に復元されていますに復元されていますに復元されていますに復元されています。。。。 
原原原原因因因因 :  復元に最適な候補である制御ファイルは、RESTORE（制御ファイル）コマンド
で名前を付けられたものであるため、処置は必要ありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06041: ファイファイファイファイルルルル :name からファイからファイからファイからファイルルルル : name のコピーへの切替えができませんのコピーへの切替えができませんのコピーへの切替えができませんのコピーへの切替えができません。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルを、違うデータ・ファイルのコピーに切り換えようとしまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SWITCHコマンドを修正して再発行してください。
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RMAN-06042: TAGオプションはアーカイブ・ログ・バックアップ・セットではサポートしオプションはアーカイブ・ログ・バックアップ・セットではサポートしオプションはアーカイブ・ログ・バックアップ・セットではサポートしオプションはアーカイブ・ログ・バックアップ・セットではサポートし
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 :  TAGオプションが入力されましたが、このタイプのバックアップには適用されま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TAGオペランドを削除してコマンドを再入力してください。

RMAN-06043: TAGオプションはアーカイブ・ログ、現行制御ファイル・コピーではサポーオプションはアーカイブ・ログ、現行制御ファイル・コピーではサポーオプションはアーカイブ・ログ、現行制御ファイル・コピーではサポーオプションはアーカイブ・ログ、現行制御ファイル・コピーではサポー
トしませんトしませんトしませんトしません。。。。
原原原原因因因因 :  TAGオプションが入力されましたが、このタイプのコピーには適用しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TAGオペランドを削除してコマンドを再入力してください。

RMAN-06044: コピー指コピー指コピー指コピー指定定定定 :name でオペランドが重複して指定されていますでオペランドが重複して指定されていますでオペランドが重複して指定されていますでオペランドが重複して指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  同じコピー指定で複数のオペラン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 :  重複オペランドを削除してください。

RMAN-06045: LEVELオプションはアーカイブ・ログ、現行制御ファイル・コピーではサオプションはアーカイブ・ログ、現行制御ファイル・コピーではサオプションはアーカイブ・ログ、現行制御ファイル・コピーではサオプションはアーカイブ・ログ、現行制御ファイル・コピーではサ
ポートしませんポートしませんポートしませんポートしません。。。。
原原原原因因因因 :  LEVELオプションが入力されましたが、このタイプのコピーには適用しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LEVELオペランドを削除してコマンドを再入力してください。

RMAN-06046: アーカイブ・ログアーカイブ・ログアーカイブ・ログアーカイブ・ログ名名名名 : name
原原原原因因因因 :  アーカイブ・ログ名をそのリカバリ・カタログ recid/タイムスタンプに変換する
際にエラーが発生しました。このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエ
ラー・メッセージが示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-06047: コピーからの復元指定をしたデータ・ファイコピーからの復元指定をしたデータ・ファイコピーからの復元指定をしたデータ・ファイコピーからの復元指定をしたデータ・ファイルルルル :name 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 :  このデータ・ファイルは同じ復元コマンドで複数回指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RESTOREコマンドを修正して再発行してください。

RMAN-06048: コピーからの復元指定をした制御ファイルが重複していますコピーからの復元指定をした制御ファイルが重複していますコピーからの復元指定をした制御ファイルが重複していますコピーからの復元指定をした制御ファイルが重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルが同じ RESTOREコマンドで複数回指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RESTOREコマンドを修正して再発行してください。

RMAN-06049: バックアップバックアップバックアップバックアップ (バックアップ・セッバックアップ・セッバックアップ・セッバックアップ・セットトトト ...) まだインプリメントされていませまだインプリメントされていませまだインプリメントされていませまだインプリメントされていませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ・セットのバックアップが要求されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  機能はまだインプリメントされていないため、使用しないでください。

RMAN-06050: アーカイブ・ログ・スレッアーカイブ・ログ・スレッアーカイブ・ログ・スレッアーカイブ・ログ・スレッドドドド :name、順、順、順、順序序序序 :name は、ファイは、ファイは、ファイは、ファイルルルル :name としとしとしとし
てディスクにありますてディスクにありますてディスクにありますてディスクにあります。。。。
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原原原原因因因因 :  復元するように（明示的に、または範囲指定を使用して）要求されたアーカイ
ブ・ログは、すでにディスクに存在しているため復元する必要がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06051: DELETE INPUTオプションはまだインプリメントオプションはまだインプリメントオプションはまだインプリメントオプションはまだインプリメントさささされていませんれていませんれていませんれていません。。。。
原原原原因因因因 :  このオプションはバックアップ指定で指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DELETE INPUTオプションを削除してください。

RMAN-06052: 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の親バックアップまたはコピーが見つかりませんの親バックアップまたはコピーが見つかりませんの親バックアップまたはコピーが見つかりませんの親バックアップまたはコピーが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  レベル 1以上でのインクリメンタル・バックアップで、このデータ・ファイルの
親バックアップまたはコピーが見つかりませんでした。レベル 0のデータ・ファイルの
バックアップは、自動的に行われます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは単なる情報メッセージです。

RMAN-06053: ログが見つからないためメディア回復ができませんログが見つからないためメディア回復ができませんログが見つからないためメディア回復ができませんログが見つからないためメディア回復ができません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージには欠落ログを識別する別のメッセージが続きます。メディア回
復の実行にはログが必要ですが、ログがディスクになく、そのログを含むバックアップ
が使用不能です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  そのログを含むバックアップが使用可能かどうかを判断してください。可能
であれば、 CHANGEコマンドを使用してバックアップ・セットを使用可能にし、コマ
ンドを再試行してください。そうでない場合は、欠落ログまでの適正時点（Point-in-
Time）回復しかありません。

RMAN-06054: メディア回復が不明なロメディア回復が不明なロメディア回復が不明なロメディア回復が不明なロググググ (スレッスレッスレッスレッドドドド : name 、、、、scn:name )を要求していまを要求していまを要求していまを要求していま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログまたは制御ファイルに存在が記録されていないログがメディ
ア回復で要求されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログのコピーが使用可能であれば、それを CATALOGコマンドでリカバリ・
カタログまたは制御ファイル（あるいはその両方）に追加し、RECOVERコマンドを再
試行してください。そうでない場合は、欠落ログまでの適正時点（Point-in-Time）回復
しかありません。

RMAN-06055: ログ順ログ順ログ順ログ順序序序序 :name、スレッ、スレッ、スレッ、スレッドドドド : 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 :  メディア回復の開始時にディスクにあった、あるいはバックアップ・セットから
復元されているはずのログが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Recovery Managerのメッセージ・ログを確認し、ログが前のジョブ・ス
テップで復元されたことを確認してください。復元されていれば、V$ARCHIVED_LOG
ビューを確認し、ログが制御ファイルにリストされていることを確認してください。そ
うであれば、ログがディスクに存在し、読込み可能なことを確認してください。ログが
復元されていない、または復元されているがログのレコードが V$ARCHIVED_LOGに
存在していない場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
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RMAN-06056: 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 にアクセスできませんでしたにアクセスできませんでしたにアクセスできませんでしたにアクセスできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルが読み込めないか、またはヘッダーが無効であるため、バック
アップは処理できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイルをアクセス可能にするか、スキップしてください。

RMAN-06066: RECOVERコマンドの発行時は、ターゲット・データベースのマウントが必コマンドの発行時は、ターゲット・データベースのマウントが必コマンドの発行時は、ターゲット・データベースのマウントが必コマンドの発行時は、ターゲット・データベースのマウントが必
要です要です要です要です。。。。
原原原原因因因因 :  RECOVERコマンドが発行されましたが、ターゲット・データベースの制御ファ
イル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 :  Enterprise Managerまたは Server Managerを通して ALTER DATABASE 
MOUNTを発行することによって、ターゲット・データベースの制御ファイルをマウン
トしてください。

RMAN-06067: バックアップまたは作成した制御ファイルには、バックアップまたは作成した制御ファイルには、バックアップまたは作成した制御ファイルには、バックアップまたは作成した制御ファイルには、RECOVER DATABASEがががが
必要です必要です必要です必要です。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルがバックアップから復元されたか、または ALTER DATABASE 
CREATE CONTROLFILEを通して作成されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RECOVER DATABASEコマンドを使用して回復を実行してください。

RMAN-06068: データ・ファイルが見つからないため、回復が異常終了しましたデータ・ファイルが見つからないため、回復が異常終了しましたデータ・ファイルが見つからないため、回復が異常終了しましたデータ・ファイルが見つからないため、回復が異常終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  このエラーの後にはメッセージ RMAN-06094が 1回以上続きます。:メッセージ
RMAN-06094を照会してください。: RMAN-06069:制御ファイルがデータ・ファイル
名のファイル名を見失っています。

原原原原因因因因 :  バックアップ制御ファイルのメディア回復はこのデータファイルを制御ファイル
に追加しましたが、安全でないためにファイル名は設定していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイルがディスクにある場合は、ALTER DATABASE RENAME
を発行して制御ファイルを修正してください。そうでない場合は、RESTOREでデー
タ・ファイルを復元し、SWITCHを使ってそれを制御ファイルに対して識別してくださ
い。このデータ・ファイルを含む表領域が削除される場合は、SKIP句を指定した
RECOVERコマンドを再発行し、この表領域の復元をスキップしてください。

RMAN-06071: 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 をオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  このデータ・ファイルをオープンしようとして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 :  データ・ファイルが存在し、かつアクセス可能であることを確認してくださ
い。

RMAN-06072: 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 のファイル・ヘッダーを読込み中のファイル・ヘッダーを読込み中のファイル・ヘッダーを読込み中のファイル・ヘッダーを読込み中にににに I/Oエラーが発エラーが発エラーが発エラーが発
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 :  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 :  RESTOREコマンドでデータ・ファイルを新しい位置に復元し、SWITCHを
実行し、RECOVERコマンドを再試行してください。
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RMAN-06073: 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 のファイル・ヘッダーが破損していますのファイル・ヘッダーが破損していますのファイル・ヘッダーが破損していますのファイル・ヘッダーが破損しています。。。。 
原原原原因因因因 :  Oracleがファイル・ヘッダーで破損を検出しました。メディア障害が発生してい
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 :  RESTOREコマンドでデータ・ファイルを新しい位置に復元し、SWITCHを
実行し、RECOVER コマンドを再試行してください。

RMAN-06074: ファイファイファイファイルルルル :nameはははは Oracleデータ・ファイルではありませんデータ・ファイルではありませんデータ・ファイルではありませんデータ・ファイルではありません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダーがこのファイルがデータ・ファイルでないことを示していま
す。 ファイルは上書きされたか壊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 :  RESTOREコマンドでデータ・ファイルを新しい位置に復元し、SWITCHを
実行し、RECOVER コマンドを再試行してください。

RMAN-06075: 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このデータベースには属していませんこのデータベースには属していませんこのデータベースには属していませんこのデータベースには属していません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・ヘッダーが、このファイルが他の Oracleデータベースに属している
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 :  RESTOREコマンドでデータ・ファイルを新しい位置に復元し、SWITCHを
実行し、RECOVER コマンドを再試行してください。

RMAN-06076: 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が不正なデータ・ファが不正なデータ・ファが不正なデータ・ファが不正なデータ・ファ イルを含んでいますイルを含んでいますイルを含んでいますイルを含んでいます。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイル・ヘッダーが、ファイルが異なるデータ・ファイル番号を含む
ことを示してます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RESTOREコマンドでデータ・ファイルを復元し、RECOVERコマンドを再
試行してください。

RMAN-06077: 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は制御ファイルのバージョンと異なるバージョンでは制御ファイルのバージョンと異なるバージョンでは制御ファイルのバージョンと異なるバージョンでは制御ファイルのバージョンと異なるバージョンで
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  このデータ・ファイルへの制御ファイル入力で、このデータ・ファイルの別の
バージョンが指定されています。表領域の削除時にデータ・ファイルの異なるバージョ
ンが存在可能で、同じデータ・ファイル番号を再利用する新規の表領域が作成されま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイルが正しい場合、SWITCHコマンドを使用して制御ファイル
を修正してください。そうでない場合は、RESTOREコマンドでこのデータ・ファイル
の正しいバージョンを復元し、RECOVERコマンドを再試行してください。

RMAN-06078: 制御ファイルがデータ・ファイ制御ファイルがデータ・ファイ制御ファイルがデータ・ファイ制御ファイルがデータ・ファイルルルル : nameより古いバージョンですより古いバージョンですより古いバージョンですより古いバージョンです。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルはこのデータ・ファイルよりも古いようですが、バックアップ制御
ファイルとしてマークされていません。これは制御ファイルが旧バージョンと置換され
ていることを示しています。このエラーは Recovery Managerまたは ALTER 
DATABASE BACKUP CONTROLFILEコマンドを通して作成されたバックアップ制御
ファイルが復元されるときには発生しません。このような制御ファイルはバックアップ
としてマーク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 :  制御ファイルを復元し、RECOVER DATABASEを実行してください。
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RMAN-06079: 回復を実行するには、データベースがマウントされていなければなりません回復を実行するには、データベースがマウントされていなければなりません回復を実行するには、データベースがマウントされていなければなりません回復を実行するには、データベースがマウントされていなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  RECOVERコマンドが発行されましたが、ターゲット・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 :  ALTER DATABASE MOUNTを発行してください。

RMAN-06081: 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 §コーコーコーコードドドド :numのファイル・ヘッダーを読込み中にエのファイル・ヘッダーを読込み中にエのファイル・ヘッダーを読込み中にエのファイル・ヘッダーを読込み中にエ
ラーが起きましたラーが起きましたラーが起きましたラーが起きました。。。。
原原原原因因因因 :  このデータ・ファイルについて問い合せたときに、X$KCVFHはHXERR列にこ
の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 :  データ・ファイルが存在し、読込み可能であることを確認してください。 
Recovery Managerの 最新リリースでは、より有益なエラー・メッセージが戻されます。 
Recovery Managerの最新版がない場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡し
てください。

RMAN-06082: データ・ファイル・コピデータ・ファイル・コピデータ・ファイル・コピデータ・ファイル・コピーーーー nameが不明瞭ですが不明瞭ですが不明瞭ですが不明瞭です 。。。。
原原原原因因因因 :  このタグは異なるデータ・ファイルに属する複数のデータファイル・コピーを参
照しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  タグではなくファイル名でデータ・ファイル・コピーを指定してください。

RMAN-06083: 格納スクリプ格納スクリプ格納スクリプ格納スクリプトトトト :nameをロード中にエラーが発生しましたをロード中にエラーが発生しましたをロード中にエラーが発生しましたをロード中にエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログ・データベースによってエラーが戻されました。このエラー
は問題の原因を説明しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題を修正して、再試行してください。

RMAN-06084: REPLICATEの発行時にはターゲット・データベースはマウントできませんの発行時にはターゲット・データベースはマウントできませんの発行時にはターゲット・データベースはマウントできませんの発行時にはターゲット・データベースはマウントできません。。。。
原原原原因因因因 :  REPLICATEコマンドが発行されましたが、ターゲット・データベースがすでに
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 :  Enterprise Managerまたは Server Managerを通して ALTER DATABASE 
CLOSEおよび ALTER DATABASE DISMOUNTを発行することで、ターゲット・デー
タベースの制御ファイルをディスマウントしてください。

RMAN-06085: 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を復元するには、を復元するには、を復元するには、を復元するには、SET NEWNAMEコマンドを使用コマンドを使用コマンドを使用コマンドを使用
しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  このデータ・ファイルに対する RESTOREコマンドで、このデータファイルに対
する宛先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 :  RESTOREコマンドの前に SET NEWNAMEコマンドを追加して、このファ
イルの復元先を指定してください。

RMAN-06086: オフライン・ファイルのスキップは、データ・ファイル・バックアップオフライン・ファイルのスキップは、データ・ファイル・バックアップオフライン・ファイルのスキップは、データ・ファイル・バックアップオフライン・ファイルのスキップは、データ・ファイル・バックアップ・・・・
セット内だけですセット内だけですセット内だけですセット内だけです。。。。
原原原原因因因因 :  SKIP OFFLINEオプションがアーカイブ・ログのバックアップ・セットに指定さ
れました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このオプションはデータ・ファイル・バックアップ・セットにのみ使用して
ください。

RMAN-06087: 読込み専用ファイルのスキップは、データ・ファイル・バックアップ・セッ読込み専用ファイルのスキップは、データ・ファイル・バックアップ・セッ読込み専用ファイルのスキップは、データ・ファイル・バックアップ・セッ読込み専用ファイルのスキップは、データ・ファイル・バックアップ・セッ
ト内だけですト内だけですト内だけですト内だけです。。。。
原原原原因因因因 :  SKIP READONLYオプションがアーカイブ・ログのバックアップ・セットに指定
されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このオプションはデータ・ファイル・バックアップ・セットにのみ使用して
ください。

RMAN-06088: データ・ファイル・コピデータ・ファイル・コピデータ・ファイル・コピデータ・ファイル・コピーーーー :nameが見つからない、またはカタログと非同期が見つからない、またはカタログと非同期が見つからない、またはカタログと非同期が見つからない、またはカタログと非同期
ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  指示ファイルが見つからないか、または見つかってもリカバリ・カタログで考え
られていたファイルと異なります。 Recovery Manager外の操作でファイルが変更された
か、または Recovery Managerがターゲット・データベースと再同期されてない可能性
があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルを再カタログして、操作をやり直してください。

RMAN-06089: 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が見つからない、またはカタログと非同期ですが見つからない、またはカタログと非同期ですが見つからない、またはカタログと非同期ですが見つからない、またはカタログと非同期です。。。。
原原原原因因因因 :  指示ファイルが見つからないか、または見つかってもリカバリ・カタログで考え
られていたファイルと異なります。 Recovery Manager外の操作でファイルが変更された
か、または Recovery Managerがターゲット・データベースと再同期されてない可能性
があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルを再カタログして、操作をやり直してください。

RMAN-06090: 制御ファイル・コピ制御ファイル・コピ制御ファイル・コピ制御ファイル・コピーーーー :name を検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログまたはターゲット・データベース制御ファイルでこの制御
ファイル・コピーを検索中に、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 :  このエラーの後には、障害の理由を説明するその他のエラー・メッセージが
示されます。ファイル名が正しく入力されていることを確認してください。リカバリ・
カタログが使用不能であるのに制御ファイルのコピーを作成した場合は、RESYNC 
CATALOGを実行してリカバリ・カタログを更新する必要があります。

RMAN-06091: バックアップ断片の削除に対してチャネルが割り当てられていませんバックアップ断片の削除に対してチャネルが割り当てられていませんバックアップ断片の削除に対してチャネルが割り当てられていませんバックアップ断片の削除に対してチャネルが割り当てられていません。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGE BACKUPPIECE DELETEコマンドを実行する前にチャネルが割り当て
られていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ断片を削除する前に ALLOCATE CHANNEL FOR DELETEを
使用してください。

RMAN-06092: バックアップ断片を検索中にエラーが発生しましたバックアップ断片を検索中にエラーが発生しましたバックアップ断片を検索中にエラーが発生しましたバックアップ断片を検索中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログまたはターゲット・データベース制御ファイルでこのバック
アップ断片を検索中に、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 :  このエラーの後には、障害の理由を説明するその他のエラー・メッセージが
示されます。名前またはキーが正しく入力されていることを確認してください。リカバ
リ・カタログが使用不能であるのにバックアップ断片を作成した場合は、RESYNC 
CATALOGを実行してリカバリ・カタログを更新する必要があります。

RMAN-06093: リカバリ・カタログに古いバージョンのデータ・ファイリカバリ・カタログに古いバージョンのデータ・ファイリカバリ・カタログに古いバージョンのデータ・ファイリカバリ・カタログに古いバージョンのデータ・ファイルルルル :nameが含まれてが含まれてが含まれてが含まれて
いますいますいますいます。。。。
原原原原因因因因 :  このデータ・ファイル番号が削除され、再利用されました。ターゲット・データ
ベースでマウントされた制御ファイルにはデータ・ファイルの新しいバージョンが含ま
れていますが、リカバリ・カタログは古いバージョンについての情報だけを含んでいま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RESYNCコマンドを発行してリカバリ・カタログを更新し、失敗したコマン
ドを再発行してください。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。

RMAN-06094: 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の再復元が必要ですの再復元が必要ですの再復元が必要ですの再復元が必要です。。。。 
原原原原因因因因 :  RECOVERコマンドが発行され、リカバリ・カタログはこのデータ・ファイルが
回復の一部と示していますが、このデータ・ファイルは制御ファイルにリストされてお
らず、ディスクにも見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RECOVERコマンド（あれば）に指定された同じ UNTIL句を使用して、こ
のデータ・ファイルに RESTOREコマンドを発行し、RECOVERを再発行してくださ
い。

RMAN-06095: 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の回復にはバックアップ制御ファイルの復元が必要の回復にはバックアップ制御ファイルの復元が必要の回復にはバックアップ制御ファイルの復元が必要の回復にはバックアップ制御ファイルの復元が必要
ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  ターゲット・データベースによって現在マウントされている制御ファイルは、回
復する適正時点（Point-in-Time）に適しているとリカバリ・カタログで示されている番
号表示よりも新しいデータ・ファイル番号を含んでいます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  失敗した RECOVERコマンドで指定された同じ UNTIL句を使用して、制御
ファイルを復元し、コマンドを再発行してください。制御ファイルが復元できない場合
は、CREATE CONTROLFILEコマンドを発行してください。 

RMAN-06096: 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の新規名を有効にするための新規名を有効にするための新規名を有効にするための新規名を有効にするためにににに SWITCHコマンドがコマンドがコマンドがコマンドが
必要です必要です必要です必要です。。。。
原原原原因因因因 :  SET NEWNAMEがこのデータ・ファイルに発行されましたが、RECOVERコマ
ンドの前に SWITCHコマンドが発行されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SWITCHコマンドを発行して、RECOVERを実行する前に NEWNAMEを
有効にしてください。

RMAN-06097: 障害の発生し障害の発生し障害の発生し障害の発生したたたた SQL文のテキスト文のテキスト文のテキスト文のテキストはははは :nameですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  これはメッセージ RMAN-06003または RMAN-06004に続く情報メッセージで
す。処置は必要ありません。
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RMAN-06098: BACKUPコマンドの発行時は、ターゲット・データベースのマウンコマンドの発行時は、ターゲット・データベースのマウンコマンドの発行時は、ターゲット・データベースのマウンコマンドの発行時は、ターゲット・データベースのマウントトトト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 :  BACKUPコマンドが発行されましたが、ターゲット・データベース制御ファイ
ル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 :  Enterprise Managerまたは Server Managerを通して ALTER DATABASE 
MOUNTを発行することによって、ターゲット・データベースの制御ファイルをマウン
トしてください。

RMAN-06100: 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のバックアップまたはコピーを復元するチャネルがのバックアップまたはコピーを復元するチャネルがのバックアップまたはコピーを復元するチャネルがのバックアップまたはコピーを復元するチャネルが
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 :  このファイルのバックアップが復元に割り当てられていないデバイス・タイプに
存在するため、データ・ファイル、表領域、またはデータベースを復元できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。詳細はメッセージ RMAN-06026を参照
してください。

RMAN-06101: 制御ファイルのバックア制御ファイルのバックア制御ファイルのバックア制御ファイルのバックア ップまたはコピーを復元するためのチャネルが見つップまたはコピーを復元するためのチャネルが見つップまたはコピーを復元するためのチャネルが見つップまたはコピーを復元するためのチャネルが見つ
かりませんかりませんかりませんかりません。。。。

原原原原因因因因 :  このファイルのバックアップが復元に割り当てられていないデバイス・タイプに
存在するため、制御ファイルを復元できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。詳細はメッセージ RMAN-06026を参照
してください。

RMAN-06102: ログ・スレッログ・スレッログ・スレッログ・スレッドドドド name seq num scn numのバックアップまたはコピーを復元のバックアップまたはコピーを復元のバックアップまたはコピーを復元のバックアップまたはコピーを復元
するためのチャネルがありするためのチャネルがありするためのチャネルがありするためのチャネルがあり ませんませんませんません。。。。

原原原原因因因因 :  このファイルのバックアップが復元に割り当てられていないデバイス・タイプに
存在するため、アーカイブ・ログを復元できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。詳細はメッセージ RMAN-06026を参照
してください。

RMAN-06103: REPORTコマンドで修飾子コマンドで修飾子コマンドで修飾子コマンドで修飾子 の重複がみつかりましの重複がみつかりましの重複がみつかりましの重複がみつかりましたたたた : name。。。。

原原原原因因因因 :  REPORT修飾子リストにこの修飾子が複数回指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複した修飾子を削除して、操作を再試行してください。

RMAN-06104: LISTコマンドでコマンドでコマンドでコマンドではははは LIKEまたまたまたまたはははは ALLのいずれのいずれのいずれのいずれかかかか 1つしか指定できませんつしか指定できませんつしか指定できませんつしか指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  1つの名前指定子（likeまたは all）のみ LISTコマンド修飾子リストで指定でき
ます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドを修正して再発行してください。

RMAN-06105: LISTコマンコマンコマンコマンドドドド :name で修飾子が重複していますで修飾子が重複していますで修飾子が重複していますで修飾子が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  この修飾子が LIST修飾子リストに複数回指定されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複した修飾子を削除して、操作を再試行してください。
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RMAN-06106: このコマンドには、ターゲット・データベースのマウントが必要ですこのコマンドには、ターゲット・データベースのマウントが必要ですこのコマンドには、ターゲット・データベースのマウントが必要ですこのコマンドには、ターゲット・データベースのマウントが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ターゲット・データベースのマウントを必要とするコマンドが発行されました
が、ターゲット・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 :  Enterprise Managerまたは Server Managerを通して ALTER DATABASE 
MOUNTを発行することによって、ターゲット・データベースの制御ファイルをマウン
トしてください。

RMAN-06107: 警告警告警告警告 - 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 REPORT NEED BACKUP DAYSに対して現行のものに対して現行のものに対して現行のものに対して現行のもの
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 :  REPORT NEED BACKUP DAYSコマンドで、実際は必要でないのにファイルの
バックアップが必要と報告される場合があります。これは現行の制御ファイルがマウン
トされない限りファイルのオンライン最新ステータスを確認できないためです。

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が、できれば現行の制御ファイルをマウントし、最も
正確な REPORT出力を入手してください。

RMAN-06124: データ・ファイル・コピー・キデータ・ファイル・コピー・キデータ・ファイル・コピー・キデータ・ファイル・コピー・キーーーー :name を検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログでこのデータ・ファイル・コピーを検索中に、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 :  このエラーの後には、障害の理由を説明するその他のエラー・メッセージが
示されます。

RMAN-06125: アーカイブ・ログ・キアーカイブ・ログ・キアーカイブ・ログ・キアーカイブ・ログ・キーーーー :nameを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しましたを検索中にエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログでこのアーカイブ・ログ・キーを検索中に、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 :  このエラーの後には、障害の理由を説明するその他のエラー・メッセージが
示されます。

RMAN-06126: オフライン・ファイオフライン・ファイオフライン・ファイオフライン・ファイルルルル :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 :  このファイルはオフラインの状態で SKIP OFFLINEオプションが指定されたの
で、バックアップ・セットには組み込まれません。

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。これは情報メッセージです。

RMAN-06127: 読込み専用ファイ読込み専用ファイ読込み専用ファイ読込み専用ファイルルルル :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 :  このファイルは読込み専用で、SKIP READONLYオプションが指定されたために
バックアップ・セットには組み込まれません。

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。これは情報メッセージです。

RMAN-06128: アクセス不可ファイアクセス不可ファイアクセス不可ファイアクセス不可ファイルルルル : 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 :  このファイルは読込みできず、SKIP INACCESSIBLEオプションが指定されたた
めにバックアップ・セットには組み込まれません。

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。これは情報メッセージです。
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RMAN-06129: 確保されているチャネ確保されているチャネ確保されているチャネ確保されているチャネルルルル ID: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 :  このチャネル IDは無効です。DELETEおよび DEFAULTは確保されているチャ
ネル名であり、ユーザーは指定できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  違うチャネル IDを指定してください。

RMAN-06130: スナップショット制御ファイル名スナップショット制御ファイル名スナップショット制御ファイル名スナップショット制御ファイル名はははは name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 :  スナップショット制御ファイル名が設定されていないため、RMANではこれを
デフォルト値に設定しました。

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。これは情報メッセージです。

RMAN-06131: SKIP OFFLINE/READONLYは現行制御ファイルにしか使用できませんは現行制御ファイルにしか使用できませんは現行制御ファイルにしか使用できませんは現行制御ファイルにしか使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  SKIP OFFLINEおよび SKIP READONLYオプションはターゲット・データベー
ス制御ファイルが現行である場合にのみ許可されています。ターゲット制御ファイルが
現行でない場合は、データファイルのオフライン /読込み専用ステータスは取得できま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SKIPオプションを削除するか、またはターゲット・データベースに現行の
制御ファイルをマウントしてください。

RMAN-06132: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は制御ファイルにリストされていないためバックは制御ファイルにリストされていないためバックは制御ファイルにリストされていないためバックは制御ファイルにリストされていないためバック
アップできませんアップできませんアップできませんアップできません。。。。
原原原原因因因因 :  このデータ・ファイルを含むバックアップ・コマンドが発行されましたが、デー
タ・ファイルが制御ファイルにリストされていません。制御ファイルは現行のものでは
ありません（バックアップまたは作成済みの制御ファイルです）。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルを回復し現行にして、バックアップ・コマンドを再試行してく
ださい。

RMAN-06133: リカバリ・カタログにデータ・ファイリカバリ・カタログにデータ・ファイリカバリ・カタログにデータ・ファイリカバリ・カタログにデータ・ファイルルルル :nameの古いデータが含まれているの古いデータが含まれているの古いデータが含まれているの古いデータが含まれている
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 :  RESTORE UNTILが発行されましたが、リカバリ・カタログが、制御ファイルに
リストされているよりも古いデータ・ファイルの再現を選択しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リカバリ・カタログがデータ・ファイルに正しいデータを持っている場合
は、同じ UNTIL句を使用してバックアップ制御ファイルを復元し、データ・ファイル
の復元を再試行してください。そうでない場合には、制御ファイルにリストされたデー
タ・ファイルの再現のバックアップを復元してください。

RMAN-06134: ホスト・コマンドが完了しましたホスト・コマンドが完了しましたホスト・コマンドが完了しましたホスト・コマンドが完了しました。。。。
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システム・コマンドが完了しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06135: ホスト・コマンホスト・コマンホスト・コマンホスト・コマンドドドド : nameの実行中にエラーが発生しましたの実行中にエラーが発生しましたの実行中にエラーが発生しましたの実行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト・コマンドで 0でないリターン・コードが戻されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なコマンドを修正してください。
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RMAN-06136: クローン・データベークローン・データベークローン・データベークローン・データベースススス : nameからからからからのののの ORACLE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 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  続くエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-06137: REPORT SCHEMA AT TIMEにはリカバリ・カタログが必要ですにはリカバリ・カタログが必要ですにはリカバリ・カタログが必要ですにはリカバリ・カタログが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  'REPORT SCHEMA at_clause'コマンドが発行されましたが、リカバリ・カタロ
グ・データベースがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リカバリ・カタログを使用していない場合、at_clauseのない 'REPORT 
SCHEMA 'コマンドを発行するだけで結構です。

RMAN-06138: 制御ファイルがマウントされません制御ファイルがマウントされません制御ファイルがマウントされません制御ファイルがマウントされません - REPORTコマンドコマンドコマンドコマンドにににに AT句の指定が必句の指定が必句の指定が必句の指定が必
要です要です要です要です。。。。
原原原原因因因因 :  at_clauseのない 'REPORT SCHEMA 'が発行されましたが、リカバリ・カタログ
がありません。制御ファイルがターゲット・データベースでマウントされていないの
で、データベースを構成しているファイルの現行リストの情報を取得する場所がありま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リカバリ・カタログを使用するか、ターゲット・データベースで制御ファイ
ルをマウントしてください。

RMAN-06139: 警告警告警告警告 - REPORT SCHEMAに対する制御ファイルが最新ではありませんに対する制御ファイルが最新ではありませんに対する制御ファイルが最新ではありませんに対する制御ファイルが最新ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  at_clauseのない 'REPORT SCHEMA 'が発行されましたが、リカバリ・カタログ
がありません。ターゲット・データベースでマウントされた制御ファイルが現行でない
ので、データ・ファイルの現行リストの情報は現行で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 :  リカバリ・カタログを使用するか、現行の制御ファイルをマウントしてくだ
さい。

RMAN-06140: LIST INCARNATIONでででで TAGオプションは指定できませんオプションは指定できませんオプションは指定できませんオプションは指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  TAGオプションが LIST INCARNATIONで指定されました。データベース再現
と関連する TAGがないので、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 :  TAGオプションを削除して、LISTコマンドを再実行してください。

RMAN-06141: ARCHIVELOGリストリストリストリストでででで TAGオプションは指定できませんオプションは指定できませんオプションは指定できませんオプションは指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  TAGオプションが ARCHIVELOGリストで指定されました。アーカイブ・ロ
グ・コピーまたはバックアップ・セットと関連する TAGがないので、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 :  TAGオプションを削除して、LISTコマンドを再実行してください。

RMAN-06142: DEVICE TYPEを指定できるのは、を指定できるのは、を指定できるのは、を指定できるのは、LIST BACKUPSETだけですだけですだけですだけです。。。。
原原原原因因因因 :  DEVICE TYPEオプションが、リスト COPYまたは INCARNATIONコマンドで
指定されました。  バックアップ・セットのみがデバイスの違う型に常駐する可能性があ
るので、これは許可されません。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DEVICE TYPEオプションを削除して、LISTコマンドを再実行してくださ
い。

RMAN-06143: ALLまたまたまたまたはははは LIKEを指定できるのは、を指定できるのは、を指定できるのは、を指定できるのは、LIST COPYだけですだけですだけですだけです。。。。
原原原原因因因因 :  ALLまたは LIKEオプションが、リスト BACKUPSETまたは INCARNATION
コマ ンドで指定されました。LIKEオペランドでテストされる可能性があるのはデー
タ・ファイルまたはアーカイブ・ログのコピーのみなので、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 :  LIKEまたは ALLオプションを削除して、LISTコマンドを再実行してくだ
さい。

RMAN-06144: FROMまたまたまたまたはははは UNTILは、は、は、は、LIST INCARNATIONには指定できませんには指定できませんには指定できませんには指定できません。。。。
原原原原因因因因 :  FROMまたは UNTILオプションが LIST INCARNATIONで指定されました。 
データベース再現と関連する時間がないので、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 :  FROMまたは UNTILオプションを削除して、LISTコマンドを再実行してく
ださい。

RMAN-06145: 制御ファイルが最新ではありません制御ファイルが最新ではありません制御ファイルが最新ではありません制御ファイルが最新ではありません - 古古古古いリストでは不完全ですいリストでは不完全ですいリストでは不完全ですいリストでは不完全です。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGEまたは REPORTコマンドが、余分で削除される可能性のあるバック
アップのリストを計算する必要があります。マウントされている制御ファイルが現行で
ない場合は、最後の OPEN RESETLOGS以来オフラインになっているファイルに問題の
ないバックアップが存在するこどうかを判断するするのが不可能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 :  処置は必要ありません - これは単なる情報メッセージです。廃棄されたバッ
クアップの完全なレポートを確実にするには、現行の制御ファイルをマウントしてくだ
さい。

RMAN-06146: ファイファイファイファイルルルル : %d に対する変更がオフライに対する変更がオフライに対する変更がオフライに対する変更がオフラインンンン SCNを超えて見つかりましたを超えて見つかりましたを超えて見つかりましたを超えて見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGEまたは REPORTコマンドが、余分で削除される可能性のあるバック
アップのリストを計算する必要があります。ターゲット・データベース制御ファイルで
オフラインで表示されているファイルに、バックアップが見つかりませんでした。しか
し、ファイルがオフラインになった時、バックアップは SCNを超えた変更を含みます。
ターゲット・データベース制御ファイルが実際現行でなく、古い制御ファイルの復元さ
れたコピーであるので、この可能性は十分あります。

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かバックアップ制御ファイルをマウントしてください。

RMAN-06147:古いバックアップはありません古いバックアップはありません古いバックアップはありません古いバックアップはありません。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGEまたは REPORTコマンドは、廃棄の指定された基準を満たすファイル
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 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06148: 冗長件数冗長件数冗長件数冗長件数はははは 0(ゼゼゼゼロロロロ )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 :  CHANGEまたは REPORT OBSOLETEコマンドに指定された REDUNDANCY
オペランドが 0でした。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  REDUNDANCYオペランドを 1以上に指定してください。

RMAN-06149: SET CLONENAMEに対するリカバリ・カタログが必要ですに対するリカバリ・カタログが必要ですに対するリカバリ・カタログが必要ですに対するリカバリ・カタログが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  'SET CLONENAME'コマンドが発行されましたが、リカバリ・カタログ・デー
タベースがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リカバリ・カタログが存在する場合、Recovery Managerの起動時に
RCVCATオプションを指定してください。そうでない場合には、'SET 
CLONENAME&#39; コマンドが使用されない可能性があります。

RMAN-06150: 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のクローン名が設定されましのクローン名が設定されましのクローン名が設定されましのクローン名が設定されましたたたた :name。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージは SET CLONENAMEコマンドに応答して、発行されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06151: データ・ファイル名作データ・ファイル名作データ・ファイル名作データ・ファイル名作成成成成 scn nameですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  これは情報メッセージです。これは別のメッセージと共に表示されるはずです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

RMAN-06152: バックアップ部分または集合に対しバックアップ部分または集合に対しバックアップ部分または集合に対しバックアップ部分または集合に対してててて CHANGE VALIDATEはサポートされはサポートされはサポートされはサポートされ
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGE VALIDATEコマンドがバックアップ断片で実行されない可能性があり
ます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CHANGE VALIDATEコマンドは、データ・ファイル・コピーおよびアーカ
イブ・ログでのみ実行される可能性があります。バックアップ・セットの内容を検証す
るには、VALIDATE BACKUPSETコマンドを使用してください。ただし、RMAN RUN
コマンドの内部で使用する必要があります。

RMAN-06153: データ・ファイルのコピーで妥当性チェックに失敗しましたデータ・ファイルのコピーで妥当性チェックに失敗しましたデータ・ファイルのコピーで妥当性チェックに失敗しましたデータ・ファイルのコピーで妥当性チェックに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGE DATAFILE COPY VALIDATEコマンドが、データ・ファイル・コピー
が見つからないか、またはもはや同じデータを含まないことを発見したので、このレ
コードがリカバリ・カタログから削除されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06154: データ・ファイルのコピーで妥当性チェックが正常に終了しましたデータ・ファイルのコピーで妥当性チェックが正常に終了しましたデータ・ファイルのコピーで妥当性チェックが正常に終了しましたデータ・ファイルのコピーで妥当性チェックが正常に終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGE DATAFILE COPY VALIDATEコマンドが、データ・ファイル・コピー
がリカバリ・カタログでそのデータにまだ合致することを発見しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06155: 制御ファイルのコピーで妥当性チェックに失敗しました制御ファイルのコピーで妥当性チェックに失敗しました制御ファイルのコピーで妥当性チェックに失敗しました制御ファイルのコピーで妥当性チェックに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGE CONTROLFILECOPYCOPY VALIDATEコマンドが、制御ファイル・
コピーが見つからないか、またはもはや同じデータを含まないことを発見したので、こ
のレコードがリカバリ・カタログがら削除されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。
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RMAN-06156: 制御ファイルのコピーで妥当性チェックが正常に終了しました制御ファイルのコピーで妥当性チェックが正常に終了しました制御ファイルのコピーで妥当性チェックが正常に終了しました制御ファイルのコピーで妥当性チェックが正常に終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGE CONTROLFILECOPY VALIDATEコマンドが、制御ファイル・コピー
がリカバリ・カタログでそのデータにまだ合致することを発見しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06157: アーカイブ・ログの妥当性チェックに失敗しましたアーカイブ・ログの妥当性チェックに失敗しましたアーカイブ・ログの妥当性チェックに失敗しましたアーカイブ・ログの妥当性チェックに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGE ARCHIVELOG VALIDATEコマンドが、アーカイブ・ログが見つから
ないか、またはもはや同じデータを含まないことを発見したので、このレコードがリカ
バリ・カタログがら削除されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06158: アーカイブ・ログの妥当性チェックが正常に終了しましたアーカイブ・ログの妥当性チェックが正常に終了しましたアーカイブ・ログの妥当性チェックが正常に終了しましたアーカイブ・ログの妥当性チェックが正常に終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  CHANGE ARCHIVED LOG VALIDATEコマンドが、アーカイブ・ログがリカバ
リ・カタログでそのデータにまだ合致することを発見しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。これは情報メッセージです。

RMAN-06159: バックアップ集合の参照中にエラーが発生しましたバックアップ集合の参照中にエラーが発生しましたバックアップ集合の参照中にエラーが発生しましたバックアップ集合の参照中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログまたはターゲット・データベース制御ファイルでこのバック
アップ集合を検索中に、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 :  このエラーの後には、障害の理由を説明するその他のエラー・メッセージが
示されます。確実に、キーを正しく入力してください。リカバリ・カタログが使用不能
であるのにバックアップ集合を作成した場合は、RESYNC CATALOGを実行してリカ
バリ・カタログを更新する必要があります。

RMAN-06160: バックアップ集合キバックアップ集合キバックアップ集合キバックアップ集合キーーーー : nameに対するバックアップ部分がありませんに対するバックアップ部分がありませんに対するバックアップ部分がありませんに対するバックアップ部分がありません。。。。 
原原原原因因因因 :  要求されたバックアップのバックアップ部分がリカバリ・ カタログ、またはター
ゲット・データベース制御ファイル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 :  既存のバックアップ・セットを指定してください。

RMAN-06161: クローン・ファイルクローン・ファイルクローン・ファイルクローン・ファイル名名名名 : nameの検査中にエラーが発生しましたの検査中にエラーが発生しましたの検査中にエラーが発生しましたの検査中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  このエラーの後には、原因を説明するその他のエラー・メッセージが示されま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クローン名が SET CLONENAMEコマンド経由で無効ならば、修正してくだ
さい。

RMAN-06162: SQL文文文文 : nameですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  これは SQLコマンドに実行されようとしている SQL文です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。情報メッセージです。

RMAN-06163: 回復できないデータ・ファイルがあります。回復できないデータ・ファイルがあります。回復できないデータ・ファイルがあります。回復できないデータ・ファイルがあります。RECOVERコマンドを強制終了コマンドを強制終了コマンドを強制終了コマンドを強制終了
しますしますしますします。。。。
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原原原原因因因因 :  このメッセージには 1つ以上の RMAN-06162または RMAN-06164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 :  追加のメッセージを使用して、エラーを把握 してください。

RMAN-06164: 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の回復に割り当てる必要なタイプのチャネルがありの回復に割り当てる必要なタイプのチャネルがありの回復に割り当てる必要なタイプのチャネルがありの回復に割り当てる必要なタイプのチャネルがあり
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  増分バックアップ・セットまたはアーカイブ・ログ・セットが割り当てられてい
ないデバイス型に存在するので、RECOVERコマンドを処理できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LISTコマンドを使用して、どのデバイス型が必要なのかを判断し、その型の
チャネルを割り当ててください。

RMAN-06173: クローンを復元するときに、データ・ファイクローンを復元するときに、データ・ファイクローンを復元するときに、データ・ファイクローンを復元するときに、データ・ファイルルルル :nameに対しに対しに対しに対してててて SET 
NEWNAMEコマンドが発行されていませんコマンドが発行されていませんコマンドが発行されていませんコマンドが発行されていません。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルにクローン型が指定されましたが、データ・ファイルに SET 
NEWNAME コマンドが発行されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  回復セットのデータ・ファイルごとに SET NEWNAMEコマンドを発行して
ください。

RMAN-06174: クローン・データベースに接続されていませんクローン・データベースに接続されていませんクローン・データベースに接続されていませんクローン・データベースに接続されていません。。。。
原原原原因因因因 :  クローン・コマンドが発行されましたが、クローン・データベースとの接続が確
立されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CONNECT CLONEコマンドを発行して、クローン・データベースに接続し
てください。

RMAN-06175: スクリプスクリプスクリプスクリプトトトト : nameが削除されましたが削除されましたが削除されましたが削除されました。。。。
原原原原因因因因 :   DELETE SCRIPTコマンドが実行されました。

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。

RMAN-07000: 実行レイヤーの初期化に失敗しました実行レイヤーの初期化に失敗しました実行レイヤーの初期化に失敗しました実行レイヤーの初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-07001: チャネチャネチャネチャネルルルル :numをオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  ALLOCATE CHANNELコマンドを処理できません。

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、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-07004: チャネチャネチャネチャネルルルル :nameでコマンドを実行中に未処理例外が発生しましたでコマンドを実行中に未処理例外が発生しましたでコマンドを実行中に未処理例外が発生しましたでコマンドを実行中に未処理例外が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド実行中に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 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-07005: チャネルのクリーン・アップ中にエラーが発生しましたチャネルのクリーン・アップ中にエラーが発生しましたチャネルのクリーン・アップ中にエラーが発生しましたチャネルのクリーン・アップ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  このチャネルに対応付けられたリソースのリリース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 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-07006: チャネチャネチャネチャネルルルル :nameでクリーン・アップ中に未処理例外が発生しましたでクリーン・アップ中に未処理例外が発生しましたでクリーン・アップ中に未処理例外が発生しましたでクリーン・アップ中に未処理例外が発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  例外処理のエラーが、指定されたチャネルで発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。

RMAN-07007: numを超えを超えを超えを超えるるるるチャネルは割り当てられませんチャネルは割り当てられませんチャネルは割り当てられませんチャネルは割り当てられません。。。。
原原原原因因因因 :  RMANチャネルの最大数を超過しました。チャネルが 1つ RMANに確保されて
いることに注意してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  割り当てるチャネル数を削減してください。1つのジョブにチャネルがもっ
と必要ならば、オラクルに連絡してください。

RMAN-08000: チャネチャネチャネチャネルルルル num:がデータ・ファイル番号がデータ・ファイル番号がデータ・ファイル番号がデータ・ファイル番号 num をコピーしましたをコピーしましたをコピーしましたをコピーしました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルのコピー操作は正常に完了しました。

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。これは情報メッセージです。

RMAN-08001: 復元が完了していません復元が完了していません復元が完了していません復元が完了していません。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ断片はすべて正常に適用されましたが、
X$DBMS_BACKUP_RESTOREが復元の対話が完了していないことを示しています。通
常これはバックアップ・セットが破損データを含むことを意味します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能ならば、ファイルを違うバックアップ・セットから復元してください。 
Recovery Managerの CHANGE BACKUPPIECE UNAVAILABLEを使用して、
Recovery Managerが破損バックアップ断片からの復元を試みることを防ぐことができ
ます。

RMAN-08032: チャネチャネチャネチャネルルルル num: recid num stamp name がががが リカバリ・カタログと合致しませリカバリ・カタログと合致しませリカバリ・カタログと合致しませリカバリ・カタログと合致しませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  コピーまたはバックアップ・データベース用のソース・ファイルを識別するレ
コードには、リカバリ・カタログに格納されているものと同じデータは含まれていませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  完全再同期を実行して、操作を再試行してください。問題が残る場合は、オ
ラクルに連絡してください。

RMAN-08036: チャネチャネチャネチャネルルルル num:name nameに対する制御ファイル・レコードを作成できませに対する制御ファイル・レコードを作成できませに対する制御ファイル・レコードを作成できませに対する制御ファイル・レコードを作成できませ
んでしたんでしたんでしたんでした。。。。
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原原原原因因因因 :  このファイルを識別するレコードはすでにターゲット・データベース制御ファイ
ルになく、レコード作成時にファイル検査を何度も試みましたが失敗しました。これ
は、このファイル・タイプについての情報を保持する制御ファイルの循環再利用セク
ションが小さすぎ、使用可能となる前にレコードを上書きしてしまうその他のデータ
ベース・アクティビティがあるために生じます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このファイル型 (エラー・メッセージで示されたように、データ・ファイル
またはアーカイブされたログ )の制御ファイルの環境再利用セクションのサイズ、また
は CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME初期化パラメータの増加を試行してくださ
い。これらの処置がいずれも効果がない場合は、オラクルに連絡してください。

RMAN-08037: チャネチャネチャネチャネルルルル name: が妥当性チェック・リターン・コが妥当性チェック・リターン・コが妥当性チェック・リターン・コが妥当性チェック・リターン・コ ーーーードドドド numを予期していまを予期していまを予期していまを予期していま
せんでしたせんでしたせんでしたせんでした。。。。
原原原原因因因因 :  これは通常は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。

RMAN-08056: チャネチャネチャネチャネルルルル num:変更がないため、データファイ変更がないため、データファイ変更がないため、データファイ変更がないため、データファイルルルル :numをスキップしていまをスキップしていまをスキップしていまをスキップしていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  このデータ・ファイルのチェックポイントは、前のバックアップ以降進んでいま
せん。そのため、新しいインクリメンタル・バックアップは不要です。

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。これは情報メッセージです。

RMAN-08057: チャネチャネチャネチャネルルルル num: 全ファイルがスキップされたので、バックアップは取り消さ全ファイルがスキップされたので、バックアップは取り消さ全ファイルがスキップされたので、バックアップは取り消さ全ファイルがスキップされたので、バックアップは取り消さ
れましたれましたれましたれました。。。。
原原原原因因因因 :  このインクリメンタル・バックアップ・セットに対する全データ・ファイルがス
キップされたため、バックアップ・セットは作成されません。

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。これは情報メッセージです。

RMAN-10000: ターゲット・データベース接続文字列ターゲット・データベース接続文字列ターゲット・データベース接続文字列ターゲット・データベース接続文字列 nameの解析中にエラーが発生しましの解析中にエラーが発生しましの解析中にエラーが発生しましの解析中にエラーが発生しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  無効なターゲット接続文字列が入力されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な接続文字列を指定してジョブを再実行してください。

RMAN-10001: リカバリ・カタログ接続文字列リカバリ・カタログ接続文字列リカバリ・カタログ接続文字列リカバリ・カタログ接続文字列 nameの解析中にエラーが発生しましたの解析中にエラーが発生しましたの解析中にエラーが発生しましたの解析中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  無効なリカバリ・カタログ接続文字列が入力されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な接続文字列を指定してジョブを再実行してください。

RMAN-10002: Oracleエラエラエラエラーーーー : numですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  この Oracleエラーを受け取りました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。続いて表示されるエラー・メッセージを確認してください。

RMAN-10003: 接続文字接続文字接続文字接続文字列列列列 nameでのターゲット・データベースに接続できませんでしたでのターゲット・データベースに接続できませんでしたでのターゲット・データベースに接続できませんでしたでのターゲット・データベースに接続できませんでした。。。。
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原原原原因因因因 :  Recovery Managerでターゲット・データベースへ接続できません。

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、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージ
が示されます。ターゲット・データベースが開始済みで、接続文字列が有効なことを確
認してください。

RMAN-10004: 接続文字接続文字接続文字接続文字列列列列 :nameで回復カタログに接続ができませんでしたで回復カタログに接続ができませんでしたで回復カタログに接続ができませんでしたで回復カタログに接続ができませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  Recovery Managerでリカバリ・カタログへ接続できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リカバリ・カタログが開始済みで、接続文字列が有効なことを確認してくだ
さい。 このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示
されます。

RMAN-10005: カーソルのオープン中にエラーが発生しましたカーソルのオープン中にエラーが発生しましたカーソルのオープン中にエラーが発生しましたカーソ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 :  カーソルのオープン時にエラーを受け取りました。このメッセージの後には、エ
ラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関連する Oracleエラー・メッセージに修正可能な状態が示されている場合
は修正を実行し、そうでない場合はオラクル社カスタマー・サポート連絡してくださ
い。

RMAN-10006: SQL文文文文 :nameの実行時にエラーが発生しましたの実行時にエラーが発生しましたの実行時にエラーが発生しましたの実行時にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  表示されている SQL文の実行中にエラー・メッセージを受け取りました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関連する Oracleエラー・メッセージに修正可能な状態が示されている場合
は修正を実行し、そうでない場合はオラクルに連絡してください。

RMAN-10007: カーソルのクローズ中にエラーが発生しましたカーソルのクローズ中にエラーが発生しましたカーソルのクローズ中にエラーが発生しましたカーソ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 :  カーソルのクローズ時にエラーを受け取りました。このメッセージの後には、エ
ラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関連する Oracleエラー・メッセージに修正可能な状態が示されている場合
は修正を実行し、そうでない場合はオラクルに連絡してください。

RMAN-10008: チャネル・コンテキストを作成できませんでしたチャネル・コンテキストを作成できませんでしたチャネル・コンテキストを作成できませんでしたチャネル・コンテキストを作成できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  チャネル・コンテキストの作成時にエラーを受け取りました。このメッセージの
後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関連する Oracleエラー・メッセージに修正可能な状態が示されている場合
は修正を実行し、そうでない場合はオラクルに連絡してください。

RMAN-10009: Oracleからのログオフ時にエラーが発生しましたからのログオフ時にエラーが発生しましたからのログオフ時にエラーが発生しましたからのログオフ時にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleからの切離し中にエラーを受け取りました。このメッセージの後には、エ
ラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示されます。

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。これは情報メッセージです。

RMAN-10010: RPCの完了チェック時にエラーが発生しましたの完了チェック時にエラーが発生しましたの完了チェック時にエラーが発生しましたの完了チェック時にエラーが発生しました。。。。
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原原原原因因因因 :  リモート・プロシージャ・コール完了の確認中に Recovery Managerのチャネ
ル・コンテキストにエラーが生じました。このメッセージの後には、エラーの原因を示
すその他のエラー・メッセージが示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その他のエラー・メッセージに修正可能な状態が示されている場合は修正を
実行し、そうでない場合はオラクルに連絡してください。

RMAN-10011: RPC:name のポーリング中に同期化エラーが発生しました。処のポーリング中に同期化エラーが発生しました。処のポーリング中に同期化エラーが発生しました。処のポーリング中に同期化エラーが発生しました。処置置置置 =name
原原原原因因因因 :  Recovery Managerでリモート・プロシージャ・コールとの適切な同期化ができ
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10012: KGUエラエラエラエラーーーー : nameですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  KGUサブシステムの初期化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 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10013: PL/SQL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 :  PL/SQLサブシステムの初期化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 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10014: 行行行行 num、、、、列列列列 numでででで PL/SQLエラエラエラエラーーーー nameでででですすすす : name。。。。
原原原原因因因因 :  これは PL/SQLエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージのテキストは PL/SQLサブシステムによって発行されます。 
PL/SQLエラー・メッセージのマニュアルを参照してください。

RMAN-10015: PL/SQLプログラムのコンパイル中に、エラーが発生しプログラムのコンパイル中に、エラーが発生しプログラムのコンパイル中に、エラーが発生しプログラムのコンパイル中に、エラーが発生し ましたましたましたました。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQLプログラムのコンパイル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 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10016: PL/SQLのランタイム・コンテキストの作成時にエラーが発のランタイム・コンテキストの作成時にエラーが発のランタイム・コンテキストの作成時にエラーが発のランタイム・コンテキストの作成時に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 :  PL/SQLのランタイム・コンテキストの作成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 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10017: チャネル・コンテキストの初期化中にエラーが発生しましたチャネル・コンテキストの初期化中にエラーが発生しましたチャネル・コンテキストの初期化中にエラーが発生しましたチャネル・コンテキストの初期化中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  チャネル・コンテキストの初期化時にエラーを受け取りました。このメッセージ
の後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッセージが示されます。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その他のエラー・メッセージに修正可能な状態が示されている場合は修正を
実行し、そうでない場合はオラクル社カスタマー・サポート連絡してください。

RMAN-10018: チャネル・コンテキストのクリーン・アップ中にエラーが発生しましたチャネル・コンテキストのクリーン・アップ中にエラーが発生しましたチャネル・コンテキストのクリーン・アップ中にエラーが発生しましたチャネル・コンテキストのクリーン・アップ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  チャネル・コンテキストのステップ間クリーン・アップ中にエラーを受け取りま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10020: Recovery Managerの実行レイヤーを初期化中にエラーが発生しましたの実行レイヤーを初期化中にエラーが発生しましたの実行レイヤーを初期化中にエラーが発生しましたの実行レイヤーを初期化中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ実行の準備で、Recovery Manager実行レイヤーの初期化中にエラーを受
け取りました。このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・メッ
セージが示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その他のエラー・メッセージに修正可能な状態が示されている場合は修正を
実行し、そうでない場合はオラクル社カスタマー・サポート連絡してください。

RMAN-10022: システム依存の休眠ルーチンでエラーが発生しましたシステム依存の休眠ルーチンでエラーが発生しましたシステム依存の休眠ルーチンでエラーが発生しましたシステム依存の休眠ルーチンでエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  リモート RPCの完了待ちでエラーを受け取りました。このエラーはシステム依
存のの休眠ルーチンで発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10023: 認識できないパッケージに対して、認識できないパッケージに対して、認識できないパッケージに対して、認識できないパッケージに対して、RPCが行われましたが行われましたが行われましたが行われました。。。。
原原原原因因因因 :  Recovery Managerの内部 RPCルーターで認識できないパッケージ名を受け取り
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10024: RPCポーリングをセットアップ中にエラーが発生しましたポーリングをセットアップ中にエラーが発生しましたポーリングをセットアップ中にエラーが発生しましたポーリングをセットアップ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Recovery Managerで RPC完了のテストに必要な RPCポーリング・コンテキス
トを作成できません。このメッセージの後には、エラーの原因を示すその他のエラー・
メッセージが示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その他のエラー・メッセージに修正可能な状態が示されている場合は修正を
実行し、そうでない場合はオラクル社カスタマー・サポート連絡してください。

RMAN-10025: イベントに対して接続がすでに登録されていますイベントに対して接続がすでに登録されていますイベントに対して接続がすでに登録されていますイベントに対して接続がすでに登録されています。。。。
原原原原因因因因 :  Recovery Managerでは RPC完了のためにターゲット・データベース結合を使用
可能にできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10026: 接続の登録中に、ネットワーク・エラ接続の登録中に、ネットワーク・エラ接続の登録中に、ネットワーク・エラ接続の登録中に、ネットワーク・エラーーーー name-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。。。。
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原原原原因因因因 :  RPC完了をテストするためのターゲット・データベース接続の登録中にネット
ワーク・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 :  これは通常は発行されない内部エラーです。メッセージ番号は Net8レイ
ヤーによって発行されます。オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

RMAN-10027: ネットワーク・レイヤー・コンテキストの位置が確認できませんでしたネットワーク・レイヤー・コンテキストの位置が確認できませんでしたネットワーク・レイヤー・コンテキストの位置が確認できませんでしたネットワーク・レイヤー・コンテキストの位置が確認できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  RPC完了をテストするためのターゲット・データベース結合の登録中に、
Recovery Managerは必要なコンテキスト領域を検出できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10028: リモーリモーリモーリモートトトト RPC中中中中にににに、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 name-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 :  リモート RPCの完了待ちでネットワーク・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 :  これは通常は発行されない内部エラーです。メッセージ番号は Net8レイ
ヤーによって発行されます。オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

RMAN-10029: PL/SQLの実行で予期しないリターン・コーの実行で予期しないリターン・コーの実行で予期しないリターン・コーの実行で予期しないリターン・コードドドド :numが戻されましたが戻されましたが戻されましたが戻されました。。。。
原原原原因因因因 :  あるチャネル・プログラムの実行中に、PL/SQLによって予期しないリターン・
コードが戻されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは通常は発行されない内部エラーです。オラクル社カスタマー・サポー
トに連絡してください。

RMAN-10030: RPCコールの起動がチャネコールの起動がチャネコールの起動がチャネコールの起動がチャネルルルル :num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 :  ターゲット・データベース・インスタンスへの RPCが発行されましたが、タイ
ムアウト 5回以内の起動は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 :  このエラーの後に、障害の明確な原因を示すその他のエラー・メッセージが
示されます。

RMAN-10031: ORA-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。nameに対するコール中。に対するコール中。に対するコール中。に対するコール中。nameの図形型はサの図形型はサの図形型はサの図形型はサ
ポートされていませんポートされていませんポートされていませんポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  ターゲット・データベースまたはリカバリ・カタログ・データベースに対する
RPCで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 :  このエラーの後に、エラーが発生したサーバーからのエラー・メッセージが
示されます。

RMAN-10032: ジョブ・ステッジョブ・ステッジョブ・ステッジョブ・ステッププププ :num: nameの実行中に未処理例外が発生しましたの実行中に未処理例外が発生しましたの実行中に未処理例外が発生しましたの実行中に未処理例外が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ・ステップ中に未処理の PL/SQL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 :  このエラーの後に例外を記述したエラー・メッセージが示されます。

RMAN-10033: ジョブ・ステッジョブ・ステッジョブ・ステッジョブ・ステッププププ :num: nameのコンパイル中にエラーが発生しましたのコンパイル中にエラーが発生しましたのコンパイル中にエラーが発生しましたのコンパイル中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQLはジョブ・ステップのコンパイル中に問題を検出しました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラー・メッセージの後に例外を記述したエラー・メッセージが示され
ます。

RMAN-10034: ジョブ・ステッジョブ・ステッジョブ・ステッジョブ・ステッププププ :numの実行中に未処理例外が発生しました。エラー内容の実行中に未処理例外が発生しました。エラー内容の実行中に未処理例外が発生しました。エラー内容の実行中に未処理例外が発生しました。エラー内容
は不明ですは不明ですは不明ですは不明です。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQLでジョブ・ステップの実行中に未処理例外が検出されましたが、これ以
上の情報は入手できません。

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。

RMAN-10035: RPCで例外が発生しましで例外が発生しましで例外が発生しましで例外が発生しましたたたた :name。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・パッケージのコールで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 :  例外に問題の原因が示されています。

RMAN-10036: RPCコールはチャネコールはチャネコールはチャネコールはチャネルルルル :numでででで OKですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  これは情報メッセージです。メッセージ RMAN-10030の後に発行されます。処
置は必要ありません。

RMAN-10037: チャネチャネチャネチャネルルルル :numで変で変で変で変則則則則 RPCが検出されました。が検出されました。が検出されました。が検出されました。upinblt=num
原原原原因因因因 :  これはデバッグ・メッセージであり、無視できます。

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。

RMAN-10038: チャネチャネチャネチャネルルルル numのデータベース・セッションが予期せず終了しましたのデータベース・セッションが予期せず終了しましたのデータベース・セッションが予期せず終了しましたのデータベース・セッションが予期せず終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  このチャネルのデータベース接続は、存在しなくなっています。外部的な手段に
よってセッションが終了されたか、内部エラーによってチャネルが終了しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セッションが終了した理由の詳細を、Oracleトレース・ファイルで確認して
ください。

RMAN-10039: チャネチャネチャネチャネルルルル :numでででで RPC完了をポーリングしているときにエラーが発生しまし完了をポーリングしているときにエラーが発生しまし完了をポーリングしているときにエラーが発生しまし完了をポーリングしているときにエラーが発生しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  このエラーは、ポーリング・エラーの原因となる他のエラーに付随するもので
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。

RMAN-11000: 回復メッセージ・ファイルにメッセージ番回復メッセージ・ファイルにメッセージ番回復メッセージ・ファイルにメッセージ番回復メッセージ・ファイルにメッセージ番号号号号 :num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 :  Recovery managerメッセージ・ファイルが現行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 :  Recovery Managerエラー・メッセージ・ファイルが現行のもので、正しい
位置にインストールされていることを確認してください。

RMAN-20000: ジョブ・ステップが異常終了しましたジョブ・ステップが異常終了しましたジョブ・ステップが異常終了しましたジョブ・ステップが異常終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ・ステップでエラーが見つかり、回復できません。このエラーの後に問題
の原因を示すその他のエラー・メッセージが示されます。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーの後に問題の原因を示すその他のエラー・メッセージが示されま
す。

RMAN-20001: リカバリ・カタログにターゲット・データベースが見つかりませんリカバリ・カタログにターゲット・データベースが見つかりませんリカバリ・カタログにターゲット・データベースが見つかりませんリカバリ・カタログにターゲット・データベースが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログにターゲット・データベー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 :  ターゲット・データベースがリカバリ・カタログに登録済みであることを確
認してください。

RMAN-20002: ターゲット・データベースはリカバリ・カタログにすでに登録されていますターゲット・データベースはリカバリ・カタログにすでに登録されていますターゲット・データベースはリカバリ・カタログにすでに登録されていますターゲット・データベースはリカバリ・カタログにすでに登録されています。。。。
原原原原因因因因 :  ターゲット・データベースはリカバリ・カタログにすでに登録されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ターゲット・データベースが実際に登録されている場合は、それを再度登録
する必要はありません。リカバリ・カタログでは全データベースが他と重複しない
DBIDを持つことが必須であることに注意してください。既存のデータベースからファ
イルをコピーすることで新しいデータベースを作成する場合は、元のデータベースと同
じ DBIDを持つことになるため、同じリカバリ・カタログには登録できません。

RMAN-20003: リカバリ・カタログにターゲット・データベースの表示が見つかりませんでリカバリ・カタログにターゲット・データベースの表示が見つかりませんでリカバリ・カタログにターゲット・データベースの表示が見つかりませんでリカバリ・カタログにターゲット・データベースの表示が見つかりませんで
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  ターゲット・データベースの RESETLOGS CHANGE番号または時刻（あるいは
その両方）が、リカバリ・カタログのどのデータベース・バージョンとも一致しませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  resetlogsオプションを指定してターゲット・データベースをオープンした場
合は、RESET DATABASEを使用して新しいバージョンを登録してください。

RMAN-20004: ターゲット・データベース名がリカバリ・カタログの名前と一致しませんターゲット・データベース名がリカバリ・カタログの名前と一致しませんターゲット・データベース名がリカバリ・カタログの名前と一致しませんターゲット・データベース名がリカバリ・カタログの名前と一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  ターゲット・データベースの名前がリカバリ・カタログに格納されたものと一致
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。

RMAN-20005: ターゲット・データベース名があいまいですターゲット・データベース名があいまいですターゲット・データベース名があいまいですターゲット・データベース名があいまいです。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログの 2つ以上のデータベースがインスタンスの DB_NAME初
期化パラメータと一致しますが、ターゲット・データベースがマウントされていませ
ん。そのため RMANはその DBIDを入手できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ターゲット・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。

RMAN-20006: ターゲット・データベース名が見つかりませんターゲット・データベース名が見つかりませんターゲット・データベース名が見つかりませんターゲット・データベース名が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  ターゲット・データベース・インスタンスが開始されていない、あるいは
DB_NAME初期化パラメータ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 :  インスタンスを開始して DB_NAMEパラメータが設定されていることを確
認してください。

RMAN-20008: データベース表示キーが見つかりませんデータベース表示キーが見つかりませんデータベース表示キーが見つかりませんデータベース表示キーが見つかりません。。。。
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原原原原因因因因 :  データベース表示キー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 :  有効なデータベース表示キーを指定してください。

RMAN-20009: データベース表示はすでに登録されていますデータベース表示はすでに登録されていますデータベース表示はすでに登録されていますデータベース表示はすでに登録されています。。。。
原原原原因因因因 :  このデータベースの表示はすでにリカバリ・カタログに登録されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは情報メッセージです。処置は必要ありません。

RMAN-20010: データベース表示が見つかりませんデータベース表示が見つかりませんデータベース表示が見つかりませんデータベース表示が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  データベース表示がリカバリ・カタログのどのデータベース表示とも一致しませ
ん。

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表示キーを指定してください。

RMAN-20011: ターゲット・データベース表示がリカバリ・カタログにある現行のものと異ターゲット・データベース表示がリカバリ・カタログにある現行のものと異ターゲット・データベース表示がリカバリ・カタログにある現行のものと異ターゲット・データベース表示がリカバリ・カタログにある現行のものと異
なりますなりますなりますなります。。。。
原原原原因因因因 :  マウントされたターゲット・データベース制御ファイルの RESETLOGS 
CHANGE番号および時刻と一致するデータベース表示が、データベースの現行表示に
対応していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  RESET DATABASE TO INCARNATIONキーを使用して古い表示を現行のも
のにした場合は、バックアップからその表示と一致したターゲット・データベースを復
元し、マウントしてください。 RMANを使用して制御ファイルを復元する前に
STARTUP NOMOUNTの実行が必要となります。そうでない場合には、RESET 
DATABASE TO INCARNATIONキーを使用して、リカバリ・カタログで意図した再現
を現行にしてください。

RMAN-20029: スナップショット制御ファイルを作成できませんスナップショット制御ファイルを作成できませんスナップショット制御ファイルを作成できませんスナップショット制御ファイルを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  スナップショット制御ファイルを必要とする別の操作が進行中です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  その他の操作が完了するまで待機してください。操作を再試行してくださ
い。

RMAN-20032: チェックポイントの変更番号が小さすぎますチェックポイントの変更番号が小さすぎますチェックポイントの変更番号が小さすぎますチェックポイントの変更番号が小さすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  より高いチェックポイント変更番号をもつ制御ファイルからリカバリ・カタログ
がすでに再同期されています。これが RESYNC CATALOGコマンドである場合は、マ
ウントされた制御ファイルが古いバックアップから復元されています。これが RESYNC 
CATALOG FROM CONTROLFILECOPYコマンドである場合は、この制御ファイルの
コピーは古すぎます。

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がマウントまたは指定された場合、RESYNCは必要あり
ません。そうでない場合は、正しい制御ファイルをマウントまたは指定して、再度試行
してください。

RMAN-20033: 制御ファイル順序番号が小さすぎます制御ファイル順序番号が小さすぎます制御ファイル順序番号が小さすぎます制御ファイル順序番号が小さすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  より高いチェックポイント順序番号をもつ制御ファイルからリカバリ・カタログ
がすでに再同期されています。これが RESYNC CATALOGコマンドである場合は、マ
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ウントされた制御ファイル が古いバックアップから復元されています。これが
RESYNC CATALOG FROM CONTROLFILECOPYコマンドである場合は、この制御
ファイルのコピーは古すぎます。

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がマウントまたは指定された場合、RESYNCは必要あり
ません。そうでない場合は、正しい制御ファイルをマウントまたは指定して、再度試行
してください。

RMAN-20034: 再同期は必要ありません再同期は必要ありません再同期は必要ありません再同期は必要ありません。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルは前の再同期から変更されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは情報メッセージです。リカバリ・カタログは同期にあるため処置は必
要ありません。

RMAN-20201: データ・ファイルがリカバリ・カタログにありませんデータ・ファイルがリカバリ・カタログにありませんデータ・ファイルがリカバリ・カタログにありませんデータ・ファイルがリカバリ・カタログにありません。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログにこのデータ・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 :  データ・ファイル名が正しく、リカバリ・カタログは最新であることを確認
してください。

RMAN-20202: 表領域がリカバリ・カタログにありません表領域がリカバリ・カタログにありません表領域がリカバリ・カタログにありません表領域がリカバリ・カタログにありません。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログにこの表領域が見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表領域名が正しく、リカバリ・カタログは最新であることを確認してくださ
い。

RMAN-20206: ログ順序がリカバリ・カタログにありませんログ順序がリカバリ・カタログにありませんログ順序がリカバリ・カタログにありませんログ順序がリカバリ・カタログにありません。。。。
原原原原因因因因 :  このログ順序は現行のデータベース表示のログ履歴には存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  THREADと LOGSEQを確認してください。現行のデータベース表示前のロ
グ順序番号にデータベースを回復する必要がある場合は、最初に RESET DATABASE 
TO INCARNATIONコマンドを使用してください。

RMAN-20207: UNTIL TIMEがログリセット時刻より前になっていますがログリセット時刻より前になっていますがログリセット時刻より前になっていますがログリセット時刻より前になっています。。。。
原原原原因因因因 :  UNTIL TIMEはデータベース作成時刻、またはログリセット時刻より後でなけれ
ばなりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  UNTIL TIMEを確認してください。データベースを古い表示に復元する必要
があれば、RESET DATABASE TO INCARNATIONコマンドを使用してください。

RMAN-20208: UNTIL changeがログリセット変更より前になっていますがログリセット変更より前になっていますがログリセット変更より前になっていますがログリセット変更より前になっています。。。。
原原原原因因因因 :  UNTIL変更はデータベース RESETLOGS変更より後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 :  UNTIL changeを確認してください。データベースを古い表示に復元する必
要があれば、RESET DATABASE TO INCARNATIONコマンドを使用してください。

RMAN-20209: データ・ファイル名が重複していますデータ・ファイル名が重複していますデータ・ファイル名が重複していますデータ・ファイル名が重複しています。。。。
原原原原因因因因 :  2つのデータ・ファイルが同じ名前を持っています。内部エラーです。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

RMAN-20210: アーカイブ・ログ範囲が無効です。スレッド番号アーカイブ・ログ範囲が無効です。スレッド番号アーカイブ・ログ範囲が無効です。スレッド番号アーカイブ・ログ範囲が無効です。スレッド番号がががが NULLですですですです。。。。
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。内部エラーです。

RMAN-20215: バックアップ・セットが見つかりませんバックアップ・セットが見つかりませんバックアップ・セットが見つかりませんバックアップ・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。内部エラーです。

RMAN-20216: バックアップ断片が見つかりませんバックアップ断片が見つかりませんバックアップ断片が見つかりませんバックアップ断片が見つかりません。。。。
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。内部エラーです。

RMAN-20217: データ・ファイルがデータベースに所属していませんデータ・ファイルがデータベースに所属していませんデータ・ファイルがデータベースに所属していませんデータ・ファイルがデータベースに所属していません。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルが存在していないか、または until time/scnでその存在が確認
されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイルの名前または番号を確認してください。これは、復元デー
タベースまたは表領域の内部エラーです。

RMAN-20218: データ・ファイルがリカバリ・カタログにありませんデータ・ファイルがリカバリ・カタログにありませんデータ・ファイルがリカバリ・カタログにありませんデータ・ファイルがリカバリ・カタログにありません。。。。
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。

RMAN-20220: 制御ファイル・コピーが回復カタログにありません制御ファイル・コピーが回復カタログにありません制御ファイル・コピーが回復カタログにありません制御ファイル・コピーが回復カタログにありません。。。。
原原原原因因因因 :  この制御ファイルがリカバリ・カタログにないか、または削除とマークされてい
ます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名が正しいことを確認して、操作を確認してください。

RMAN-20221: 制御ファイル・コピー名があいまいです制御ファイル・コピー名があいまいです制御ファイル・コピー名があいまいです制御ファイル・コピー名があいまいです。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログの複数の制御ファイル・コピーがこの名前と一致していま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイル・コピー・キーを使用して制御ファイル・コピーを一意に指定
してください（ベータ 2ではインプリメントされていません）。

RMAN-20222: データ・ファイル名がリカバリ・カタログに見つからない、またはあいまいデータ・ファイル名がリカバリ・カタログに見つからない、またはあいまいデータ・ファイル名がリカバリ・カタログに見つからない、またはあいまいデータ・ファイル名がリカバリ・カタログに見つからない、またはあいまい
ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  次のいずれかです。

• このデータ・ファイル名はターゲット・データベースに現在存在してい
る名前ではありません。
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• UNTIL 句が指定されましたが、ファイル名はデータ・ファイルに対応
していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイル番号を使用して、必要なデータ・ファイルを RESTOREま
たは RECOVERに指定してください。

RMAN-20230: データ・ファイル・コピーがリカバリ・カタログにありませんデータ・ファイル・コピーがリカバリ・カタログにありませんデータ・ファイル・コピーがリカバリ・カタログにありませんデータ・ファイル・コピーがリカバリ・カタログにありません 。。。。
原原原原因因因因 :  このデータ・ファイルがリカバリ・カタログにないか、または削除とマークされ
ています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイル・コピーの名前またはキーを確認してください。

RMAN-20231: データ・ファイル名が多義ですデータ・ファイル名が多義ですデータ・ファイル名が多義ですデータ・ファイル名が多義です。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログの複数の制御ファイル・コピーがこの名前と一致していま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・ファイル・コピーのキーを使用して一意にデータ・ファイル・コ
ピーを指定してください。

RMAN-20232: タグがリカバリ・カタログのどのデータ・ファイル・コピーとも一致しませタグがリカバリ・カタログのどのデータ・ファイル・コピーとも一致しませタグがリカバリ・カタログのどのデータ・ファイル・コピーとも一致しませタグがリカバリ・カタログのどのデータ・ファイル・コピーとも一致しませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  このタグはリカバリ・カタログのどのデータ・ファイル・コピーとも一致しませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  タグを確認してください。

RMAN-20240: アーカイブ・ログがリカバリ・カタログに見つかりませんアーカイブ・ログがリカバリ・カタログに見つかりませんアーカイブ・ログがリカバリ・カタログに見つかりませんアーカイブ・ログがリカバリ・カタログに見つかりません。。。。 
原原原原因因因因 :  このアーカイブ・ログがリカバリ・カタログにないか、または削除とマークされ
ています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アーカイブ・ログの名前またはキーを確認してください。

RMAN-20241: アーカイブ・ログ名があいまいですアーカイブ・ログ名があいまいですアーカイブ・ログ名があいまいですアーカイブ・ログ名があいまいです。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログの複数のアーカイブ・ログがこの名前と一致しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アーカイブ・ログ・キーを使用してアーカイブ・ログを一意に指定してくだ
さい。

RMAN-20242: 指定がリカバリ・カタログのどのアーカイブログとも一致しません指定がリカバリ・カタログのどのアーカイブログとも一致しません指定がリカバリ・カタログのどのアーカイブログとも一致しません指定がリカバリ・カタログのどのアーカイブログとも一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  このアーカイブ・ログ範囲にアーカイブ・ログが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アーカイブ・ログの指定子を確認してください。

RMAN-20250: オフライン範囲がリカバリ・カタログに見つかりませんオフライン範囲がリカバリ・カタログに見つかりませんオフライン範囲がリカバリ・カタログに見つかりませんオフライン範囲がリカバリ・カタログに見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  このオフラインがリカバリ・カタログに見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リカバリ・カタログが現行のものであることを確認してください。

RMAN-20260: バックアップ断片がリカバリ・カタログに見つかりませんバックアップ断片がリカバリ・カタログに見つかりませんバックアップ断片がリカバリ・カタログに見つかりませんバックアップ断片がリカバリ・カタログに見つかりません。。。。
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原原原原因因因因 :  このバックアップ断片がリカバリ・カタログにないか、または削除とマークされ
ています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ断片のハンドルまたはキーを確認してください。

RMAN-20261: バックアップ断片ハンドルがあいまいですバックアップ断片ハンドルがあいまいですバックアップ断片ハンドルがあいまいですバックアップ断片ハンドルがあいまいです。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログの複数のバックアップ断片がこのハンドルと一致していま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ断片キーを使用してバックアップ断片を一意に指定してくださ
い。

RMAN-20270: インクリメンタル・バックアップ・レベルが無効ですインクリメンタル・バックアップ・レベルが無効ですインクリメンタル・バックアップ・レベルが無効ですインクリメンタル・バックアップ・レベルが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  不当なインクリメンタル・バックアップ・レベルが要求されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なインクリメンタル・バックアップ・レベルは 1から 4です。有効なレ
ベルを指定してください。 

RMAN-20271: インクリメント累積オプションが無効ですインクリメント累積オプションが無効ですインクリメント累積オプションが無効ですインクリメント累積オプションが無効です。。。。
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。

RMAN-20272: インクリメンタル・バックアップに対する親バックアップが見つかりませんインクリメンタル・バックアップに対する親バックアップが見つかりませんインクリメンタル・バックアップに対する親バックアップが見つかりませんインクリメンタル・バックアップに対する親バックアップが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  インクリメンタル・バックアップの親として使用できるバックアップまたはコ
ピーがリカバリ・カタログに見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最初にデータ・ファイルのレベル 0のインクリメンタル・バックアップまた
はコピーを実行してください。

RMAN-20280: デバイスのタイプが多すぎますデバイスのタイプが多すぎますデバイスのタイプが多すぎますデバイスのタイプが多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  9つ以上のデバイス・タイプ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 :  ジョブが異なるデバイス・タイプを最大 8つしか割り当てていないことを確
認してください。

RMAN-20298: DBMS_RCVCATパッケージがリカバリ・カタログに適合しませんパッケージがリカバリ・カタログに適合しませんパッケージがリカバリ・カタログに適合しませんパッケージがリカバリ・カタログに適合しません。。。。
原原原原因因因因 :  インストールされたリカバリ・カタログと DBMS_RCVCATパッケージのバー
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 :  リカバリ・カタログのパッケージとスキーマ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。アップグレード・スクリプトを実行してリカバリ・カタロ
グのスキーマをアップグレードすることが必要な場合もあります。

RMAN-20299: DBMS_RCVMANパッケージがリカバリ・カタログに適合しませんパッケージがリカバリ・カタログに適合しませんパッケージがリカバリ・カタログに適合しませんパッケージがリカバリ・カタログに適合しません。。。。
原原原原因因因因 :  インストールされたリカバリ・カタログのバージョンと DBMS_RCVMANパッ
ケージが非互換です。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リカバリ・カタログのパッケージとスキーマ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。アップグレード・スクリプトを実行してリカバリ・カタロ
グのスキーマをアップグレードすることが必要な場合もあります。

RMAN-20300: リカバリ・カタログなしの操作はサポートされていませんリカバリ・カタログなしの操作はサポートされていませんリカバリ・カタログなしの操作はサポートされていませんリカバリ・カタログなしの操作はサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  リカバリ・カタログを必要とする操作が要求されましたが、リカバリ・カタログ
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 :  リカバリ・カタログが使用可能であれば RMANを再起動し、RCVCATパラ
メータを通してリカバリ・カタログ・データベースに対する接続文字列を指定してくだ
さい。

RMAN-20400: 格納スクリプトが見つかりません格納スクリプトが見つかりません格納スクリプトが見つかりません格納スクリプトが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  見つからないスクリプト名が CREATE SCRIPTまたは DELETE SCRIPTで指定さ
れました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スクリプト名を確認してください。

RMAN-20401: スクリプトはすでに存在していますスクリプトはすでに存在していますスクリプトはすでに存在していますスクリプトはすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  CREATE SCRIPTが発行されましたが、この名前のスクリプトはすでに存在して
います。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  スクリプトに違う名前を使用するか、または REPLACE SCRIPTを使用して
ください。

RMAN-20501: 親データベースの実体から再実行ログは適用できません親データベースの実体から再実行ログは適用できません親データベースの実体から再実行ログは適用できません親データベースの実体から再実行ログは適用できません。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルの RESTOREまたは RECOVERが要求されましたが、データ・
ファイルの回復には、最も最近の OPEN RESETLOGSより前に生成された再実行ログを
適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 :  現行のデータベース再現からの全体バックアップまたはデータ・ファイル・
コピーが存在する場合は、AVAILABLEとマークされており、正しいデバイス型のチャ
ネルが割り当てられていることを確実にしてください。指定されている場合は、FROM 
BACKUPSET、FROM DATAFILECOPYまたは FROM TAGオペランドの削除の必要が
ある可能性があります。
                                                                    Recovery Managerメッセージ 6-43



KRMR エラー : 05000 ～ 05999
6-44 Oracle8 エラー・メッセージ                              



                                                            BFILE関連のメ
7

BFILE関連のメッセージ

この章に記載されているメッセージは、接頭辞 LFIが付いた形で表示され、Oracle Serverの
COREで生成されます。メッセージは BFILE使用方法の問題を示しており、通常 Oracle 
Server(ORA-XXXXX)エラー・メッセージと共に表示されます。LFIおよび ORAエラー・
メッセージを読んでも問題を把握できない場合は、エラーを記録し、オラクル技術サポート
に連絡してください。

Oracle Server BFILE メッセージ : 00002 ～ 01519
この章では、メッセージ、メッセージを生成するイベントの考えられる原因および推奨され
る解決方法について説明します。

LFI-00002: メモリー関数名外ですメモリー関数名外ですメモリー関数名外ですメモリー関数名外です。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル I/Oパッケージは、メモリーの動的割当ての試行に失敗しました。関数
名は追加コメントに使用され、どこで、いつ、どうしてエラーが発生したのかを示しま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より多くのメモリーを実行しているプログラムに使用可能にするのに必要な
処置を行ってください。

LFI-00004:関数名の呼出しに失敗しました関数名の呼出しに失敗しました関数名の呼出しに失敗しました関数名の呼出しに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファンクション・コールに失敗しました。このエラーは一般的なメッセージで、
例外が特定の関数 function nameで発生したことを示しています。これにより、クライ
アントは例外スタックを調べてトレース・ランタイム・コールの順序を知ることができ
ます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、付随するエラー・メッセージを参照してください。

LFI-00005: 関数名で一部メモリーの解放に失敗しました関数名で一部メモリーの解放に失敗しました関数名で一部メモリーの解放に失敗しました関数名で一部メモリーの解放に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  関数 function nameでの一部メモリーの解放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 :  詳細は、付随するエラー・メッセージを参照し、オラクル技術サポートにす
ぐに連絡してください。

LFI-00006: 関関関関数数数数 :nameのパラメータが無効ですのパラメータが無効ですのパラメータが無効ですのパラメータが無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  無効なパラメータで関数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 :  ファンクション・コールを確認し、確実に正しいパラメータを渡してくださ
い。

LFI-00102: 順次アクセス・ファイルではシークできません順次アクセス・ファイルではシークできません順次アクセス・ファイルではシークできません順次アクセス・ファイルではシークできません。。。。
原原原原因因因因 :  順次ファイル操作のために、ファイルがフラグ LFILFA_SEQでオープンされまし
た。ランダム・アクセス用に LFILFA_RANDOMフラグでオープンされたファイルのみ
で、シークを使用してください。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルがどのようにオープンされ、アクセスされたのかを調べ、2つの操
作に一貫性があるようにしてください (つまり、両方の操作を順次かランダムにしてく
ださい )。

LFI-00103: シークの操作に失敗しましたシークの操作に失敗しましたシークの操作に失敗しましたシークの操作に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  バッファ・シーク操作に失敗しました。不正なパラメータまたはフラグが原因で
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 :  シーク・コマンドの構文を確認して、操作を再試行してください。

LFI-00104:読込みの操作に失敗しました読込みの操作に失敗しました読込みの操作に失敗しました読込みの操作に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  バッファ読込み操作に失敗しました。不正なパラメータまたはフラグが原因であ
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 :  読込みコマンドの構文を確認して、操作を再試行してください。

LFI-00105:パスが追加できませんパスが追加できませんパスが追加できませんパスが追加できません。。。。
原原原原因因因因 :  次の 1つがエラーの原因である可能性があります。

• 現行のパスが正しい形式ではありませんでした。

• ディレクトリが正しい形式ではありませんでした。

• 名前オブジェクトが正しく初期化されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行のパスと新規ディレクトリの形式を確認してください。名前オブジェク
トが正しく初期化されたことを確認してください。 

LFI-00106: 1つのパス・オブジェクトが複数のパスを指していますつのパス・オブジェクトが複数のパスを指していますつのパス・オブジェクトが複数のパスを指していますつのパス・オブジェクトが複数のパスを指しています。。。。
原原原原因因因因 :  lfippth()に渡されたパス・オブジェクトが、パスを 1つ以上保持しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  lfippth()で使用されるパス・オブジェクトは、パスを 1つだけ保持すること
を確認してください。

LFI-00107: オープン操作で、ファイオープン操作で、ファイオープン操作で、ファイオープン操作で、ファイルルルル [basename][extension]は存在しないことになっていまは存在しないことになっていまは存在しないことになっていまは存在しないことになっていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  オープンに指定されたフラグは、ファイルが存在しないことを示しています。し
かし、ファイルは存在します。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルに指定されたオプションが正しく、ファイルの存在を予期していな
いことを確認してください。その場合は、ファイルが存在する理由を検索してくださ
い。

LFI-00108: オープン操作で、ファイオープン操作で、ファイオープン操作で、ファイオープン操作で、ファイルルルル [basename][extension]は存在することになっていまは存在することになっていまは存在することになっていまは存在することになっていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  オープンに指定されたフラグは、ファイルが存在することを示しています。しか
し、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 :  ファイルに指定されたオプションが正しく、ファイルの存在を予期している
ことを確認してください。その場合は、ファイルが存在しない理由を検索してくださ
い。

LFI-00109: ファイファイファイファイルルルル :[basename][extension].text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 :  次のいずれかです。

• そのプロセスには、ファイルをオープンする適切なアクセス権がありま
せん。

• ファイルはすでに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 :  適切なアクセス許可が割り当てられていることを確認してください。この条
件が満たされており、それでもファイルがオープンできない場合は、オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。

LFI-00110: Buffer Manager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 :  Buffer Managerの初期化ルーチンに失敗しました。その原因はメモリーを使い尽
くした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 :  詳細は、付随するエラー・メッセージを参照してください。

LFI-00115: bufferの解放に失敗しましたの解放に失敗しましたの解放に失敗しましたの解放に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  バッファフラッシュの失敗に関係すると考えられます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、付随するエラー・メッセージを参照してください。

LFI-00116: 操操操操作作作作 : name ではファイルをクローズできませんではファイルをクローズできませんではファイルをクローズできませんではファイルをクローズできません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルのクローズ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 :  詳細は、付随するエラー・メッセージを参照してください。

LFI-00120: ルート・ファイル名またはベース名を解析できませんルート・ファイル名またはベース名を解析できませんルート・ファイル名またはベース名を解析できませんルート・ファイル名またはベース名を解析できません。。。。
原原原原因因因因 :  lfimknam()に与えられたルート・ファイル名は、このプラットフォームが処理で
きる形式ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイル名の形式を確認して、操作を再試行してください。

LFI-00123: 順次アクセスとランダム・アクセスの両方は実行できません順次アクセスとランダム・アクセスの両方は実行できません順次アクセスとランダム・アクセスの両方は実行できません順次アクセスとランダム・アクセスの両方は実行できません。。。。
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原原原原因因因因 :  ファイル・オブジェクト作成中に、LFILFA_SEQ (順次 )および
LFILFA_RANDOM (ランダム )フラグが指定されました。これは許可されていません。
うち 1つだけが指定できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  どのようにファイルにアクセスしたいかを選択してください。ランダムを選
択しても、再配置ファンクションを使用せずに順次にアクセスできます。

LFI-00124: アクセス方法が指定されていません。デフォルトは順次アクセスですアクセス方法が指定されていません。デフォルトは順次アクセスですアクセス方法が指定されていません。デフォルトは順次アクセスですアクセス方法が指定されていません。デフォルトは順次アクセスです。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・オブジェクト作成中に、LFILFA_SEQ (順次 )も LFILFA_RANDOM (
ランダム )も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 :  デフォルトは順次ですが、これを明示的に設定してください。

LFI-00125: ランダム・アクセスは固定長レコードのファイルでしか行えませんランダム・アクセスは固定長レコードのファイルでしか行えませんランダム・アクセスは固定長レコードのファイルでしか行えませんランダム・アクセスは固定長レコードのファイルでしか行えません。。。。
原原原原因因因因 :  固定長レコードに編成されていないファイルで、 LFILFA_RANDOMフラグが指
定されました。ランダム・アクセスは、固定長ファイルでのみ可能です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データの編成が可変長レコードにあり、ファイルにランダム・アクセスする
必要があるのかどうかを判断してください。両方の条件に当てはまる場合は、ファイル
全体または十分な量をバッファして、ランダム・アクセスのニーズを削除する必要があ
ります。別のオプションとしては、ファイルをクローズおよび再走査することもできま
すが、これは最適な解決策ではありません。

LFI-00126: レコード形式は「固定」または「可変」のいずれかですレコード形式は「固定」または「可変」のいずれかですレコード形式は「固定」または「可変」のいずれかですレコード形式は「固定」または「可変」のいずれかです。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・オブジェクト作成中に、LFILRF_FIXED (固定 )および LFILRF_VAR (
可変 )が指定されました。与えられたファイルには、うち 1つだけが指定できます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの編成方法を決定し、合致するオプションを選択してください。

LFI-00127: レコードの形式が指定されていません。デフォルトは可変ですレコードの形式が指定されていません。デフォルトは可変ですレコードの形式が指定されていません。デフォルトは可変ですレコードの形式が指定されていません。デフォルトは可変です。。。。
原原原原因因因因 :  レコード形式に、LFILRF_FIXED (固定 )も LFILRF_VAR (可変 ) も指定されませ
んでした。それぞれのファイルには、どちらか 1方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 :  デフォルトは LFILRF_VARですが、ファイル・オブジェクト作成中に、こ
れをはっきりと設定してください。

LFI-00131: オープン・タイプが指定されていませんオープン・タイプが指定されていませんオープン・タイプが指定されていませんオープン・タイプが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・オブジェクトが、オープン・タイプ (つまり、 LFILOPTY_INPUT、
LFILOPTY_OUTPUTなど )を指定せずに作成されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルへのアクセス方法を決定し、オープン・タイプのうち 1つを指定し
てください。

LFI-00137: 状状状状態態態態 :status であるファイル・オブジェクトで、操であるファイル・オブジェクトで、操であるファイル・オブジェクトで、操であるファイル・オブジェクトで、操作作作作 name 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 :  ある理由のため、ファイル・オブジェクトで LFI操作を実行できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な対処法を取ってください。たとえば、操作の実行前にファイルをオー
プンしなければならない場合は、クライアント・コードがファイルを最初にオープンす
る必要があります。
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LFI-00138: 状状状状態態態態 :status である名前オブジェクトで操である名前オブジェクトで操である名前オブジェクトで操である名前オブジェクトで操作作作作 name 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 :  ある理由のため、名前オブジェクトで LFI操作を実行できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切な対処法を取ってください。

LFI-00144: ファイファイファイファイルルルル [basename][extension ]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 :  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 :  ファイルの存在を確認して、操作を再試行してください。

LFI-00145: ユーザー・バッファが小さすぎますユーザー・バッファが小さすぎますユーザー・バッファが小さすぎますユーザー・バッファが小さすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  渡されたバッファが十分な大きさではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  もっと大きいバッファを割り当てて、操作を再試行してください。

LFI-00147: ファイファイファイファイルルルル [basename][extension ]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 :  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 :  ファイルの存在を確認して、操作を再試行してください。

LFI-01003: ファイルかファイルかファイルかファイルからららら number バイトを読み込めませんバイトを読み込めませんバイトを読み込めませんバイトを読み込めません。。。。
原原原原因因因因 :  読込み元のファイルは、もうオープン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 :  詳細は、付随するエラー・メッセージを参照してください。

LFI-01005: バッファの埋込みができませんバッファの埋込みができませんバッファの埋込みができませんバッファの埋込みができません。。。。
原原原原因因因因 :  バッファ・マネージャが、元のファイルから読み込め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 :  詳細は、付随するエラー・メッセージを参照してください。

LFI-01500: OSD関関関関数数数数 :text の呼出しでエラー状態が発生しましたの呼出しでエラー状態が発生しましたの呼出しでエラー状態が発生しましたの呼出しでエラー状態が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  OSD関数のコールで、エラー条件が発生しました。mallocまたは freeの呼出し
に失敗した時、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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

LFI-01504: fseek()がががが (OSD戻り値戻り値戻り値戻り値 = number )となり、となり、となり、となり、text で障害を起こしましたで障害を起こしましたで障害を起こしましたで障害を起こしました。。。。
原原原原因因因因 :  関数 fseek()でエラー条件が戻されました。

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。

LFI-01505: fclose()がががが (OSD戻り値戻り値戻り値戻り値 = number )となり、となり、となり、となり、text で障害を起こしましたで障害を起こしましたで障害を起こしましたで障害を起こしました。。。。
原原原原因因因因 :  関数 fclose()でエラー条件が戻されました。

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。

LFI-01509: fopen()がががが (OSD戻り値戻り値戻り値戻り値 = number) となり、障害を起こしましたとなり、障害を起こしましたとなり、障害を起こしましたとなり、障害を起こしました。。。。
原原原原因因因因 :  fopen()の呼出しが失敗しました。

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。
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Oracle Server BFILE メッセージ : 00002 ～ 01519
LFI-01510: fread()がががが (OSD戻り値戻り値戻り値戻り値 = number )となり、となり、となり、となり、text で障害を起こしましたで障害を起こしましたで障害を起こしましたで障害を起こしました。。。。
原原原原因因因因 :  fread()の呼出しが失敗しました。

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。

LFI-01512: stat()が障害を起こしましたが障害を起こしましたが障害を起こしましたが障害を起こしました。。。。
原原原原因因因因 :  stat()の呼出しが失敗しました。

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。

LFI-01514: 関数名で、関数名で、関数名で、関数名で、ftell()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 :  ftell()関数からエラーが戻されました。

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。

LFI-01519: lseek()がががが (OSD戻り値戻り値戻り値戻り値 = number )となり、となり、となり、となり、text で障害を起こしましたで障害を起こしましたで障害を起こしましたで障害を起こしました。。。。
原原原原因因因因 :  lseek()関数からエラーが戻されました。

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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Oracle Video Serverメッセージ

ロガー内部メッセージ
OVS-00001: ファイファイファイファイルルルル :str - [str] [str]、、、、行行行行 :numに致命的なエラーがありますに致命的なエラーがありますに致命的なエラーがありますに致命的なエラーがあります 

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。 

OVS-00003: 例外フレーム・スタック制限を超過しました例外フレーム・スタック制限を超過しました例外フレーム・スタック制限を超過しました例外フレーム・スタック制限を超過しました。。。。
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。 

OVS-00004: 不正な記憶保護領域が存在します不正な記憶保護領域が存在します不正な記憶保護領域が存在します不正な記憶保護領域が存在します。。。。
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。 

OVS-00005: フレームフレームフレームフレーム num、ファイル、ファイル、ファイル、ファイル str、行、行、行、行 numで例外ですで例外ですで例外ですで例外です。。。。 
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。 

接続サービスメッセージ
OVS-00222: 構成ファイルが見つかりません構成ファイルが見つかりません構成ファイルが見つかりません構成ファイルが見つかりません。。。。

原原原原因因因因 :  OCS構成ファイルが見つかりませんでした。 

OVS-00233: 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 :  OCS構成ファイルに、キーワードが必要でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCS構成ファイルのエラーを修正し、再起動してください。 

OVS-00234: 左中括左中括左中括左中括弧弧弧弧 ({)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 :  OCS構成ファイルに、左中括弧が必要でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCS構成ファイルのエラーを修正し、再起動してください。 

OVS-00235: 右中括右中括右中括右中括弧弧弧弧 (})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 :  OCS構成ファイルに、右中括弧が必要でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCS構成ファイルのエラーを修正し、再起動してください。 
ッセージ 8-1



ビデオ・ポンプ・メッセージ
OVS-00236: アップストリーム・アドレスが必要ですアップストリーム・アドレスが必要ですアップストリーム・アドレスが必要ですアップストリーム・アドレスが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  OCS構成ファイルに、アップストリーム・アドレスが必要でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCS構成ファイルのエラーを修正し、再起動してください。 

OVS-00237: 等価符等価符等価符等価符号号号号 (=)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 :  OCS構成ファイルに、等価符号が必要でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCS構成ファイルのエラーを修正し、再起動してください。 

OVS-00238: ダウンストリーム・アドレスが必要ですダウンストリーム・アドレスが必要ですダウンストリーム・アドレスが必要ですダウンストリーム・アドレスが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  OCS構成ファイルに、ダウンストリーム・アドレスが必要でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCS構成ファイルのエラーを修正し、再起動してください。 

OVS-00239: アップストリーム・アドレスを再定義中ですアップストリーム・アドレスを再定義中ですアップストリーム・アドレスを再定義中ですアップストリーム・アドレスを再定義中です。。。。
原原原原因因因因 :  OCS構成ファイルに、アップストリーム・アドレスが必要でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCS構成ファイルのエラーを修正し、再起動してください。 

OVS-00240: ダウンストリーム・アドレスを再定義中ですダウンストリーム・アドレスを再定義中ですダウンストリーム・アドレスを再定義中ですダウンストリーム・アドレスを再定義中です。。。。
原原原原因因因因 :  OCS構成ファイルに、ダウンストリーム・アドレスが必要でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCS構成ファイルのエラーを修正し、再起動してください。 

OVS-00241: 解析エラ解析エラ解析エラ解析エラーーーー : 行行行行 : num 
原原原原因因因因 :  OCS構成ファイル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 :  OCS構成ファイルの構文エラーを修正し、再起動してください。 

OVS-00243: セパレータ文字が必要ですセパレータ文字が必要ですセパレータ文字が必要ですセパレータ文字が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  OCS構成ファイルに、セパレータ文字が必要でした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OCS構成ファイルの構文エラーを修正し、再起動してください。 

ビデオ・ポンプ・メッセージ
OVS-00506: [str] - 読込みを完了していません読込みを完了していません読込みを完了していません読込みを完了していません。。。。

原原原原因因因因 :  ボリュームが過負荷の状態かストリームが早送り /巻き戻しモードの時は、ディ
スク読込みが時間内に完了しません。ディスクが休止状態です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ボリュームのディスクがすべて問題ないことを検証し、同時のストリームを
サポートするのに十分な大きさを持つボリュームを構成したことを確認してください。 

OVS-00511: [str]- 終了位終了位終了位終了位置置置置 = str、開始位、開始位、開始位、開始位置置置置 = str、ムービー長、ムービー長、ムービー長、ムービー長 =strが不正ですが不正ですが不正ですが不正です。。。。 
原原原原因因因因 :  ストリーム・サービスがポンプに、ファイルの終わりを過ぎた時点から再生する
ように依頼しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再生されるファイルおよびそのタグ・ファイルが有効で、最新であることを
検証してください。 
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ビデオ・ポンプ・メッセージ
OVS-00512: [str] ダウンストリ－ム・デバイダウンストリ－ム・デバイダウンストリ－ム・デバイダウンストリ－ム・デバイスススス strがオープンされがオープンされがオープンされがオープンされ 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 :  ポンプが、前にオープンしなかったダウンストリーム・デバイスに書込むように
依頼されました。 デバイスは、初期化時にコマンド行引数を介してオープンするか、ま
たは実行時に RPCコールを介してアップストリームからオープンできます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DSM指定子コマンド行引数が正しいか、またはアップストリーム・マネー
ジャがネットワーク供給をオンにして構成されたことを、検証してください。 

OVS-00516: ホストホストホストホスト名名名名 str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 :  vpumpコマンド行の DSM指定子に指定されたホスト名が、システムに不明で
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ホスト名が /etc/hostsにリストされていることを確認するか 、または DSM
指定子で直接 IPアドレスを使用してください。 

OVS-00517: ソケッソケッソケッソケットトトト : str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 :  オペレーティング・システム UDP/IPライブラリで、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 :  UDPが起動しており、サーバーで作動していることを検証してください。 

OVS-00518: ソケット・オプショソケット・オプショソケット・オプショソケット・オプションンンン : strを設定できませんを設定できませんを設定できませんを設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システム UDP/IPライブラリで、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 :  UDPが起動しており、サーバーで作動していることを検証してください。 

OVS-00520: [str]- DSMデバイデバイデバイデバイスススス :str:str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 :  ビデオ・ポンプが、ダウンストリーム・デバイス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 :  ダウンストリーム・デバイスが、正しく機能していることを検証してくださ
い。 

OVS-00521: ATMデバイデバイデバイデバイスススス :strでエラーが発生しましでエラーが発生しましでエラーが発生しましでエラーが発生しましたたたた :str
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプが、ダウンストリーム・デバイス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 :  ダウンストリーム・デバイスが、正しく機能していることを検証してくださ
い。 

OVS-00523: [str]- データデータデータデータをををを DSMデバイデバイデバイデバイスススス : str: str: [hex]に送信できませんに送信できませんに送信できませんに送信できません
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプが、ダウンストリーム・デバイスにデータを送信できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ダウンストリーム・デバイスが、正しく機能していることを検証してくださ
い。 

OVS-00524: - データデータデータデータををををDSMデバイデバイデバイデバイスススス :str: str - str: [hex]に送信できませんに送信できませんに送信できませんに送信できません 
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプが、ダウンストリーム・デバイスにデータを送信できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ダウンストリーム・デバイスが、正しく機能していることを検証してくださ
い。 
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ビデオ・ポンプ・メッセージ
OVS-00525: RPCサーバー・ハンドサーバー・ハンドサーバー・ハンドサーバー・ハンドルルルル : str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 :  メディア・ネットが、RPCサービス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。 

OVS-00526: RPCサーバサーバサーバサーバーーーー :strとしてビデオ・ポンプを登録できませんとしてビデオ・ポンプを登録できませんとしてビデオ・ポンプを登録できませんとしてビデオ・ポンプを登録できません。。。。
原原原原因因因因 :  メディア・ネットが、RPCサービスを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 :  メディア・ネットと、特にネーム・サービスに問題がないことを検証してく
ださい。 

OVS-00538: ダンプ・ファイダンプ・ファイダンプ・ファイダンプ・ファイルルルル str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 :  MDSが、ロー・ダンプ・ファイル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 :  コマンド行で指定されたロー・ダンプ・ファイルが、有効なMDSファイル
名であることを検証してください。 MDSが起動しており、実行していることを確認して
ください。 

OVS-00543: 接続サービ接続サービ接続サービ接続サービスススス : strにににに DSMを追加できませんを追加できませんを追加できませんを追加できません。。。。
原原原原因因因因 :  接続サービスとの通信に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続サービスが起動していることを検証してください。 

OVS-00545: [str]- ストリーム・サービストリーム・サービストリーム・サービストリーム・サービスススス RPCコーコーコーコールルルル : num を認識できませんでしたを認識できませんでしたを認識できませんでしたを認識できませんでした。。。。 
原原原原因因因因 :  ストリーム・サービスが、認識されないコマンドをポンプに発行しました。 

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。 

OVS-00546: 接続サービ接続サービ接続サービ接続サービスススス : strを検索できませんでしたを検索できませんでしたを検索できませんでしたを検索できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  接続サービスでのルックアップ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 :  接続サービスが起動していることを検証してください。 

OVS-00548: [str]- DSMデバイデバイデバイデバイスススス :str: str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 :  ビデオ・ポンプが、ダウンストリーム・デバイ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 :  ダウンストリーム・デバイスが、正しく機能していることを検証してくださ
い。 

OVS-00549: [str]- DSMデバイデバイデバイデバイスススス :str:strをクローズできませんをクローズできませんをクローズできませんをクローズできません
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプが、ダウンストリーム・デバイス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 :  ダウンストリーム・デバイスが、正しく機能していることを検証してくださ
い。 

OVS-00556: [str] - strのオープンは時間どおりに完了しませんのオープンは時間どおりに完了しませんのオープンは時間どおりに完了しませんのオープンは時間どおりに完了しません。。。。
原原原原因因因因 :  許容時間内に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 :  MDSが起動しており、正しく機能していることを確認してください。 
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ビデオ・ポンプ・メッセージ
OVS-00557: [str] - strの準備は時間どおりに完了しませんの準備は時間どおりに完了しませんの準備は時間どおりに完了しませんの準備は時間どおりに完了しません。。。。
原原原原因因因因 :  内部キャッシュを準備するためのファイルの初期読込みが、許容時間内に完了し
ませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MDSが起動しており、正しく機能していることを確認してください。 

OVS-00558: [str]- DSMのオープンは時間どおりに完了しませんのオープンは時間どおりに完了しませんのオープンは時間どおりに完了しませんのオープンは時間どおりに完了しません。。。。
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプが、ダウンストリーム・デバイス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 :  ダウンストリーム・デバイスが、正しく機能していることを検証してくださ
い。 

OVS-00561: MDSで初期化に失敗しましたで初期化に失敗しましたで初期化に失敗しましたで初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプが、MDSを初期化できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MDSが起動しており、正しく機能していることを確認してください。 

OVS-00562: [str] - 初期化せずにコールされ初期化せずにコールされ初期化せずにコールされ初期化せずにコールされるるるる RPCを停止しますを停止しますを停止しますを停止します。。。。
原原原原因因因因 :  擬似停止 RPCが受け取られました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは通常あまりないことですが、害はありません。処置は必要ありませ
ん。 

OVS-00563: [str] 単一の行単一の行単一の行単一の行でででで 2度コールされ度コールされ度コールされ度コールされるるるる RPCを初期化しますを初期化しますを初期化しますを初期化します。。。。
原原原原因因因因 :  擬似初期化 RPCが受け取られました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは通常あまりないことですが、害はありません。処置は必要ありませ
ん。 

OVS-00564: [str] - RPC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 :  メディア・ネットが、RPCコール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 :  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。 

OVS-00565: [str]不正なファイル・デー不正なファイル・デー不正なファイル・デー不正なファイル・データタタタ (位位位位置置置置 : str): mpeg2ヘッダーが見つかりませんヘッダーが見つかりませんヘッダーが見つかりませんヘッダーが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプがファイルのデータ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 :  問題のファイルが有効であることを検証してください。 

OVS-00569: [str] mpegがががが str外外外外のののの strで不整合ですで不整合ですで不整合ですで不整合です。。。。
原原原原因因因因 :  早送り /巻き戻し中、無効なファイル・データが見られました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再生しているファイルが有効であることを検証してください。 

OVS-00570: [str]- 不正な早送不正な早送不正な早送不正な早送りりりり /巻戻しベクター。開始位置が無効です巻戻しベクター。開始位置が無効です巻戻しベクター。開始位置が無効です巻戻しベクター。開始位置が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  早送り /巻き戻し中、無効なファイル・データが見られました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再生しているファイルが有効であることを検証してください。 

OVS-00571: [str]- 不正な早送不正な早送不正な早送不正な早送りりりり /巻戻しベクター。巻戻しベクター。巻戻しベクター。巻戻しベクター。I/Oバッファの調整ミスですバッファの調整ミスですバッファの調整ミスですバッファの調整ミスです。。。。
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原原原原因因因因 :  早送り /巻き戻し中、無効なファイル・データが見られました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再生しているファイルが有効であることを検証してください。 

OVS-00572: [str]- 初期化前に、ストリーム・サービスの再初期化前に、ストリーム・サービスの再初期化前に、ストリーム・サービスの再初期化前に、ストリーム・サービスの再生生生生 RPCを受け取りましたを受け取りましたを受け取りましたを受け取りました。。。。
原原原原因因因因 :  ストリーム・サービスが、ビデオ・ポンプに無効な RPCコールを発行していま
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。 

OVS-00573: 出力バッファ・サイズ出力バッファ・サイズ出力バッファ・サイズ出力バッファ・サイズがががが -nを使用して指定されていませんを使用して指定されていませんを使用して指定されていませんを使用して指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプが、有効なバッファ・サイズ引数を使用して起動されませんでし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ビデオ・ポンプの使用方法文を調べ、正しい引数をコマンド行に追加してく
ださい。 

OVS-00574: DSMバッファ・サイバッファ・サイバッファ・サイバッファ・サイズズズズ =numは、パケット・サイズは、パケット・サイズは、パケット・サイズは、パケット・サイズ =numの倍数になっていの倍数になっていの倍数になっていの倍数になってい
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプが、有効なバッファ・サイズ引数を使用して起動されませんでし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  出力バッファ・サイズを形式パケット・サイズの倍数にしてください。 

OVS-00577: [str]- 不正なファイル・デー不正なファイル・デー不正なファイル・デー不正なファイル・データタタタ (位位位位置置置置 : str): muxingででででmpeg2ヘッダーが見つかヘッダーが見つかヘッダーが見つかヘッダーが見つか
りませんりませんりませんりません。。。。
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプがファイルのデータ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 :  問題のファイルが有効であることを検証してください。 

OVS-00601: 通信バッファ・メモリーを使い果たしまし通信バッファ・メモリーを使い果たしまし通信バッファ・メモリーを使い果たしまし通信バッファ・メモリーを使い果たしましたたたた : メッセージは削除されますメッセージは削除されますメッセージは削除されますメッセージは削除されます。。。。
原原原原因因因因 :  ビデオ・ポンプの通信バッファ空間が足りなくなりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ストリームをすべて実行するのに十分なメモリーがあることを、検証してく
ださい。 

アップストリーム・コンポーネント・メッセージ
OVS-00800: strは、不正なアドレス・ファミリですは、不正なアドレス・ファミリですは、不正なアドレス・ファミリですは、不正なアドレス・ファミリです。。。。

原原原原因因因因 :  要求されたアドレス・ファミリが、このバイナリでサポートされているアドレ
ス・ファミリに合致しませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  引数を確認して、FamilyPVCリソースが正しいファミリに設定されている
ことを確かめてください。 

OVS-00821: strは、連結を断念していますは、連結を断念していますは、連結を断念していますは、連結を断念しています。。。。
原原原原因因因因 :  mzupが、指定された vc/vp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 :  構成を確認して、vc/vpが有効であることを確かめてください。 
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メディア・サーバー・マネージャ・メッセージ
OVS-01610: サービサービサービサービスススス str strがマークされていますがマークされていますがマークされていますがマークされています。。。。

原原原原因因因因 :  プログラムは、サービスが停止したと認識しています。本当に停止したのかもし
れませんし、またはシステムが過負荷になり、サービスがまだ起動しているのに、サー
ビスへの要求がタイム・アウトにな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 :  サービスが本当に停止したのか、またはシステムが遅いのかを調べてくださ
い。 サービスが停止している場合、手動で再起動できるか、またはシステム全体を再起
動する必要があるのかを決定してください。 

OVS-01611: 停止したサービス停止したサービス停止したサービス停止したサービス str str が終了しますが終了しますが終了しますが終了します。。。。
原原原原因因因因 :  プログラムがサービスを認識しなくなりました。そのサービスに関するデータの
再問合せをしても失敗します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

OVS-01612: プロセスプロセスプロセスプロセス str:str:str [mib str] は、停止したとマークされていますは、停止したとマークされていますは、停止したとマークされていますは、停止したとマークされています。。。。
原原原原因因因因 :  プログラムは、プロセスが停止したと認識しています。 本当に停止したのかもし
れませんし、またはシステムが過負荷になり、プロセスがまだ起動しているのに、プロ
セスへの要求がタイム・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 :  プロセスが本当に停止したのか、またはシステムが遅いのかを調べてくださ
い。 プロセスが停止している場合、手動で再起動できるか、またはシステム全体を再起
動する必要があるのかを決定してください。 

OVS-01613: 休止プロセ休止プロセ休止プロセ休止プロセスススス :str:str:str [mib str]を中を中を中を中止止止止していますしていますしていますしています。。。。
原原原原因因因因 :  プログラムがプロセスを認識しなくなりました。 そのプロセスに関するデータの
再問合せは失敗します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

OVS-01652: NMS SignOn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 :  このエラーには、次の原因が考えられます。(a) マスター snmp エージェントが
欠落または壊れてる。(b)’snmp.ora’ ファイルが見つからない。(c) snmp.ora ファイルに
構文エラーがある。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  (a) マスター snmp エージェントが存在し、標準MIBに対する SNMP 問合せ
が正しく実行されているかどうかを確認してください。 (b) ユーザーの環境で
ORACLE_HOMEが定義され、’snmp.ora’が ORACLE_HOME/network/adminにある
かどうかを確認してくください。 (c) エージェントが起動するまで、’snmp.ora’ファイル
の構文エラーを探して訂正して ください。 ファイルが空であれは、正しく機能します。 

Stream Service メッセージ
OVS-02001: 回線を割当てできませ回線を割当てできませ回線を割当てできませ回線を割当てできませんんんん : mzcErr =num 
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原原原原因因因因 :  エミュレートされたセットトップ・ボックスのポンプ・スレッドが見つかりませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より多くの vpump プロセスを起動してください。 

OVS-02002: 送信に失敗しました送信に失敗しました送信に失敗しました送信に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントがストリーム・インスタンスに到達できないか、ストリーム・イン
スタンスが対応するビデオ・ポンプに到達できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サーバーでこれらの部分が正しく実行されているかどうかを確認してくださ
い。 

OVS-02005: str で整列エラーが発生しましたで整列エラーが発生しましたで整列エラーが発生しましたで整列エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  RPC データの整列中にエラーが発生しました。メモリーが不足しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  該当するプロセスがメモリー不足かどうかを調べてください。 

OVS-02006: [num] - ダウンストリームにバインドされないコンテキストダウンストリームにバインドされないコンテキストダウンストリームにバインドされないコンテキストダウンストリームにバインドされないコンテキストでででで strにコールしまにコールしまにコールしまにコールしま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  メモリーの割当てに失敗しましたが、クライアントは、コンテキストの使用を継
続しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、アプリケーション・エラーです。サーバーの構成に問題があると発
生します。 ログから割当てエラーの原因を調べて、 アプリケーションが無効なコンテキ
ストを使用しないように修正してください。 

OVS-02050: 接続サービス接続サービス接続サービス接続サービス DSMPhys-spump 問合せが失敗しました。問合せが失敗しました。問合せが失敗しました。問合せが失敗しました。:エラーエラーエラーエラー num 
原原原原因因因因 :  エミュレートされた STBのポンプをマップしようとして、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 :  十分な数のポンプが実行されているかどうか、OCSが起動し、機能している
かどうかを調べてください。 

OVS-02051: 回線の解放中にエラーが発生しました。回線の解放中にエラーが発生しました。回線の解放中にエラーが発生しました。回線の解放中にエラーが発生しました。: num - 無視されます無視されます無視されます無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  回線を解放しているときに、予期しないことが発生しました。 エミュレートされ
た STBの場合、これは正常です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エミュレートされた STBの場合には、処置は必要ありません。 実際の STB の
場合には、OCS およびすべてのビデオ・ポンプが機能しているかどうかを確認してくだ
さい。 

OVS-02052: mzsisSetup: mzsiインスタンスにステータス・コンポーネンインスタンスにステータス・コンポーネンインスタンスにステータス・コンポーネンインスタンスにステータス・コンポーネントトトトを追加中のエを追加中のエを追加中のエを追加中のエ
ラーラーラーラー。。。。
原原原原因因因因 :  ストリーム・インスタンスで SNMP 監視を使用可能にしようとして、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 :  ログで付随する MediaNet エラーを調べてください。 

OVS-02053: ステータス・サーバステータス・サーバステータス・サーバステータス・サーバーーーー : 配列中にメモリー・エラーが発生しました配列中にメモリー・エラーが発生しました配列中にメモリー・エラーが発生しました配列中にメモリー・エラーが発生しました。。。。
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原原原原因因因因 :  SNMP 情報を戻していることきに、エラーが発生しました。 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 :  ストリーム・インスタンスがメモリー不足状態かどうかを確認してくださ
い。 

OVS-02054: ステータス・サーバステータス・サーバステータス・サーバステータス・サーバーーーー : コール元への復帰でエラーが発生しましたコール元への復帰でエラーが発生しましたコール元への復帰でエラーが発生しましたコール元への復帰でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  SNMP 情報を戻していることきに、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 :  SNMP エージェントがアクティブになっているかどうかを確認してくださ
い。 

OVS-02055: クライアントが異常終了しました。クライアントが異常終了しました。クライアントが異常終了しました。クライアントが異常終了しました。ctx: num, mnId: num. クリーン・アップ用クリーン・アップ用クリーン・アップ用クリーン・アップ用
にマークされましたにマークされましたにマークされましたにマークされました。。。。
原原原原因因因因 :  プロセス・サーバーから、クライアントがアクティブでなくなったことが通知さ
れました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要ありません。これは、クライアントが異常終了した場合の情報メッセー
ジです。 

OVS-02105: [num-str]- ファイファイファイファイルルルル :strは送信用に索引付けされていませんは送信用に索引付けされていませんは送信用に索引付けされていませんは送信用に索引付けされていません。。。。
原原原原因因因因 :  ストリーム・サービスが、タグ付けされていないブート・ファイルからの起動を
要求されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ブート・ファイルは、mtuwrap でタグ付けされていなければなりません。 

OVS-02106: str: str でエラでエラでエラでエラーーーー 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 :  MediaNet から BLOBの受信を示すクライアント・エラーが報告されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログから詳しいMediaNet情報を入手してください。 

OVS-02107: [num-str]- mzsTransferBlob: num(サーバーサーバーサーバーサーバーがががが BLOB送信不送信不送信不送信不可可可可 )でででで
mnBlobPrepare失敗失敗失敗失敗。。。。
原原原原因因因因 :  MediaNet から BLOB の送信を示すサーバー・エラーが報告されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログから詳しいMediaNet情報を入手してください。 

OVS-02108: [num-str] - str: 索引ファイルは、現行のコードと互換性がありません索引ファイルは、現行のコードと互換性がありません索引ファイルは、現行のコードと互換性がありません索引ファイルは、現行のコードと互換性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ブート・ファイルからのブートを試みましたが、このファイルは、サーバー・ソ
フトウェアの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 :  現行のソフトウェア・バージョンでブート・イメージをタグ付けしてくださ
い。 

OVS-02111: [num-str]- ファイファイファイファイルルルル : strはタグはタグはタグはタグ・・・・ファイルではありません。作成できませんファイルではありません。作成できませんファイルではありません。作成できませんファイルではありません。作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  タグファイルでないファイルが準備されたか、タグファイルが壊れています。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題のファイルがタグファイルであることを検証してください。 タグファイ
ルであれば、そのファイルは壊れている可能性があるので、タグ付けをやり直してくだ
さい。 

OVS-02152: str: ファイファイファイファイルルルル : strの情報を取得中に問の情報を取得中に問の情報を取得中に問の情報を取得中に問題題題題 :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 :  mzsQuery でファイル情報を取得するときに、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 :  ログから詳しいMDS情報を入手してください。 

OVS-02153: [num-str] - str: BLOB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 (mzsErr: num、、、、mnErr num)。。。。 
原原原原因因因因 :  BLOB転送中に MediaNet からエラーが報告されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログから詳しいMediaNet情報を入手して、報告されたMediaNetエラー番
号を調べてください。 

OVS-02154: [num-str] - str:部部部部分分分分 BLOB送送送送信信信信 ( str、最終タ、最終タ、最終タ、最終タググググ : str)位置が不正位置が不正位置が不正位置が不正。。。。 完完完完全全全全 BLOBをををを
再送中再送中再送中再送中。。。。
原原原原因因因因 :  BLOBを部分的に再転送するように MediaNet から要求されましたが、開始点が
無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  BLOB はダウンロードできますが、効果的ではありません。 BLOBのタグ付
けをやり直してください。 問題が繰り返される場合には、MediaNet エラーの可能性が
あります。 

OVS-02155: [num-str] - str: BLOB再送は、バイト位再送は、バイト位再送は、バイト位再送は、バイト位置置置置 : strで開始していますで開始していますで開始していますで開始しています。。。。
原原原原因因因因 :  BLOBを部分的に再転送するように、MediaNetから要求されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、通常エラーになりません。 

OVS-02156: RPCサーバーの作成中にエラーが発生しましたサーバーの作成中にエラーが発生しましたサーバーの作成中にエラーが発生しましたサーバーの作成中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  mzsiのプロセス・サーバーへ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 :  ログから詳しいMediaNet情報を入手してください。 

OVS-02157: サーバーの登録中にエラーが発生しましたサーバーの登録中にエラーが発生しましたサーバーの登録中にエラーが発生しましたサーバーの登録中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  mzsiのプロセス・サーバーへ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 :  ログから詳しいMediaNet情報を入手してください。 

OVS-02158: 共共共共通通通通mibををををmzsiインスタンスに追加中にエラーが発生しましたインスタンスに追加中にエラーが発生しましたインスタンスに追加中にエラーが発生しましたインスタンスに追加中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  mzsi が SNMP 監視サポートを追加できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SNMP エージェントの情報をログから取得してください。 

OVS-02159: 全ユーザーのコンテキストを割当てできません全ユーザーのコンテキストを割当てできません全ユーザーのコンテキストを割当てできません全ユーザーのコンテキストを割当てできません。。。。
原原原原因因因因 :  メモリー不足のため、要求されたコンテキス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 :  ストリーム・インスタンスのメモリーを増やすか、各インスタンスで要求す
るストリーム数を少なくしてください。 

OVS-02162: [num-str]- mzsQueryのワイルド・カード検索の開始で、エラーが発生しましのワイルド・カード検索の開始で、エラーが発生しましのワイルド・カード検索の開始で、エラーが発生しましのワイルド・カード検索の開始で、エラーが発生しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  ワイルド・カード問合せを実行しようとしたときにmds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 :  ログから詳しいMDS情報を入手してください。 

OVS-02163: 出力ファイル・エラー出力ファイル・エラー出力ファイル・エラー出力ファイル・エラー - 継続します継続します継続します継続します。。。。
原原原原因因因因 :  mtuedit 中にディスク・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 :  ログから詳しいMDS情報を入手してください。 

OVS-02165: ファイルの作成エラーファイルの作成エラーファイルの作成エラーファイルの作成エラー - 終了しています終了しています終了しています終了しています。。。。
原原原原因因因因 :  mtuedit でファイルの作成中に、ディスク・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 :  ログから詳しいMDS情報を入手してください。 

OVS-02166: ビデオ・ストリームビデオ・ストリームビデオ・ストリームビデオ・ストリーム startCode! hex が認識できませんが認識できませんが認識できませんが認識できません 
原原原原因因因因 :  MPEGのコンテンツを解析しているときに、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 :  コンテンツが壊れていないかどうか、有効かどうかを確認してください。 

OVS-02167: PID num exp=num, got=num (curpkt hexhexhexhex、場所、場所、場所、場所 str、、、、lastpkt 
hexhexhexhex、場所、場所、場所、場所 str) 
原原原原因因因因 :  MPEG のコンテンツを解析しているときに、連続して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 :  コンテンツが壊れていないかどうか、有効かどうかを確認してください。 

OVS-02168: str は、無効なビデオ基本ストリーは、無効なビデオ基本ストリーは、無効なビデオ基本ストリーは、無効なビデオ基本ストリームムムム : num;ですですですです。。。。 継続します継続します継続します継続します。。。。
原原原原因因因因 :  MPEG のコンテンツを解析しているときに、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 :  コンテンツが壊れていないかどうか、有効かどうかを確認してください。 

OVS-02169: キューをプッシュ中にエラーが発生しましたキューをプッシュ中にエラーが発生しましたキューをプッシュ中にエラーが発生しましたキューをプッシュ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  タグ付け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。 

OVS-02170: [str] ファイルファイルファイルファイル str は、互換性がありませんは、互換性がありませんは、互換性がありませんは、互換性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたタグファイルのオープン中に、ストリーム・サービスがエラー (互換
性がないバージョンな ど )を見つけました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  タグファイルのバージョンが現行のサーバーと一致しているかどうかを確認
してください。一致していない場合には、タグを付け直してください。 

OVS-02171: [str]- キャッシュ準備の試行で、一致がありませんでしたキャッシュ準備の試行で、一致がありませんでしたキャッシュ準備の試行で、一致がありませんでしたキャッシュ準備の試行で、一致がありませんでした。。。。
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原原原原因因因因 :  タグファイルのすべてのメンバーが、再生を要求したクライアントに適していま
せん。 正しい圧縮形式のメンバーがなかったり、メンバーのビットレートがクライアン
トより高すぎると、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 :  クライアントが適切なストリームを要求しているかどうかを確認してくださ
い。 

OVS-02172: [str]- メンバー・ファイメンバー・ファイメンバー・ファイメンバー・ファイルルルル #:numには、には、には、には、PTS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 :  タグファイルにアクセスしている時に、MPEG タイム・スタンプが見つかりませ
んでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コンテンツのタグ付けをやり直してください。 問題が繰り返される場合には、
コンテンツが無効です。 

OVS-02173: mkctHdrをファイルに書込み中にエラーが発生しましたをファイルに書込み中にエラーが発生しましたをファイルに書込み中にエラーが発生しましたをファイルに書込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  タグファイルの書込み中に、ディスク・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 :  ログから詳しいMDS情報を入手してください。 

OVS-02174: ヘッダーを読込みできませんヘッダーを読込みできませんヘッダーを読込みできませんヘッダーを読込みできません。。。。
原原原原因因因因 :  タグファイルのパッチ中に、ディスク読取り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 :  ログから詳しいMDS情報を入手してください。 

OVS-02175: そのようなメンバそのようなメンバそのようなメンバそのようなメンバーーーー :num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 :  mtutagpatch の -m フラグに、無効なメンバー番号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 :  タグファイルを mtutagprint で処理し、有効なメンバー番号を指定して再実
行してください。 

OVS-02176: [str]- 要求されたビット・レー要求されたビット・レー要求されたビット・レー要求されたビット・レートトトト (num bps)は、各メンバーのレート未満ですは、各メンバーのレート未満ですは、各メンバーのレート未満ですは、各メンバーのレート未満です。。。。
原原原原因因因因 :  タグファイルのすべてのメンバーが、再生を要求したクライアントに適していま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアントが適切なストリームを要求しているかどうかを確認してくださ
い。 

OVS-02177: [str] - 要求された形式は、各メンバーに要求された形式は、各メンバーに要求された形式は、各メンバーに要求された形式は、各メンバーに互互互互換性がありません換性がありません換性がありません換性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  タグファイルのすべてのメンバーが、再生を要求したクライアントに適していま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアントが適切なストリームを要求しているかどうかを確認してくださ
い。 

OVS-02178: [str] - 表示レー表示レー表示レー表示レートトトト : numのメンバーはありませんのメンバーはありませんのメンバーはありませんのメンバーはありません。。。。
原原原原因因因因 :  タグファイルのすべてのメンバーが、再生を要求したクライアントに適していま
せん。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアントが適切なストリームを要求しているかどうかを確認してどうか
を ÄM�してください。 

OVS-02179: [str]- ストリーストリーストリーストリームムムム :str(タタタタググググ #:num)は破損しています。無視されますは破損しています。無視されますは破損しています。無視されますは破損しています。無視されます。。。。
原原原原因因因因 :  ストリーム・サービスは、無意味なデータに付いているMPEG2 タグを見つけま
した。古いバージョンでタグが付けられたか、ファイルが壊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 :  正しいバージョンでタグを付け直してください。 問題が繰り返される場合に
は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02180: [str] - 先送りするときは、開始時先送りするときは、開始時先送りするときは、開始時先送りするときは、開始時点点点点 :strを終了時を終了時を終了時を終了時点点点点 :strよりも後にできませんよりも後にできませんよりも後にできませんよりも後にできません。。。。
原原原原因因因因 :  終了時間の後に開始時間があるため、先送りできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアントに渡されたパラメータが無効です。 正しい時間を指定して再試
行してください。 

OVS-02181: [str]- 巻戻しするときは、開始時巻戻しするときは、開始時巻戻しするときは、開始時巻戻しするときは、開始時点点点点 :strを終了時を終了時を終了時を終了時点点点点 :strよりも前にできませんよりも前にできませんよりも前にできませんよりも前にできません。。。。
原原原原因因因因 :  終了時間の前に開始時間があるため、巻戻しできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアントに渡されたパラメータが無効です。 正しい時間を指定して再試
行してください。 

OVS-02200: [num-str]- メンバーがないレーメンバーがないレーメンバーがないレーメンバーがないレートトトト :numで再生が要求されましたで再生が要求されましたで再生が要求されましたで再生が要求されました。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントは、シングル・ストリームのレート制御ができないものとして登録
されていますが、コード化されたメンバーがない再生レートを要求しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアントが適切なストリームを要求しているかどうかを確認してくださ
い。 

OVS-02204: str コンテキストがコンテキストがコンテキストがコンテキストが str に渡されましたに渡されましたに渡されましたに渡されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが無効なコンテキスト情報を受信しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ソフトウェアの内部エラーです。 オラクル社カスタマー・サポートに連絡し
てください。 

OVS-02211: [num-str]- 時時時時刻刻刻刻 : (str)に無効に無効に無効に無効なななな timtype:num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 :  mzs コマンドに、サポートされていない形式の時間が指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアント・ソフトウェアのエラーです。 クライアントは、現在サポート
されている形式の時間を指定して mzs をコールしなければなりません。サポートされる
形式は、mzs.h に記述されています。 

OVS-02250: [num-str] - BLOBは索引付けされませんでした。終了しますは索引付けされませんでした。終了しますは索引付けされませんでした。終了しますは索引付けされませんでした。終了します。。。。
原原原原因因因因 :  タグファイルを使用せずに BLOBをダウンロ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 :  mtuwrap を使用して BLOBにタグを付け、タグファイルを使用してダウン
ロードしてください。 
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OVS-02251: [num-str] - BLOBファイルは、現行のコードと互換性がありませんファイルは、現行のコードと互換性がありませんファイルは、現行のコードと互換性がありませんファイルは、現行のコードと互換性がありません。。。。
原原原原因因因因 :  BLOB のタグファイルが、現在のバーションと互換性のないバージョンのサー
バーでラップされました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  mtuwrap を使用して、BLOB を再度ラップしてください。 

OVS-02252: mzsBoot()に接続先が指定されていませんに接続先が指定されていませんに接続先が指定されていませんに接続先が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ストリーム・サービスが、無効なブート要求を受信しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02253: [num-str] ストリーム・ファイルストリーム・ファイルストリーム・ファイルストリーム・ファイル 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。。。。
原原原原因因因因 :  ストリーム・サービスが、タグファイルのないムービー、ブート・イメージ、
BLOBの再生を要求されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前を訂正するか、必要であればコンテンツにタグを付けてください。 

OVS-02254: [num-str]- ファイファイファイファイルルルル :strの長さを取得中にエラの長さを取得中にエラの長さを取得中にエラの長さを取得中にエラーーーー :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 :  サーバーはタグファイルのないコンテンツの再生を要求されましたが、ローコン
テンツの長さがわかりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログから詳しいMDS情報を入手してください。 

OVS-02255: (クライアントは、問合せ用にクライアントは、問合せ用にクライアントは、問合せ用にクライアントは、問合せ用に非非非非 nullで終で終で終で終了了了了したストリーしたストリーしたストリーしたストリームムムム idを渡しました。を渡しました。を渡しました。を渡しました。)
原原原原因因因因 :  クライアントは、問合せ用に非 nullで終了したストリーム idを渡しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サーバーが対処しますが、これは望ましいことではありません。これを回避
するには、クライアント・ソフトウェアを変更してください。 ## mkc 

OVS-02256: ファイルの作成エラファイルの作成エラファイルの作成エラファイルの作成エラーーーー : str 
原原原原因因因因 :  解析出力ファイルの作成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 :  ログから詳しいMDS情報を入手してください。 

OVS-02258: タグ設定の入力エラー。ファイル位タグ設定の入力エラー。ファイル位タグ設定の入力エラー。ファイル位タグ設定の入力エラー。ファイル位置置置置 : strで不正なコンテンツが見つかりましで不正なコンテンツが見つかりましで不正なコンテンツが見つかりましで不正なコンテンツが見つかりまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  提供されたコンテンツにタグが付けられません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  mtumpeg を使用して、ファイルの中の間違った部分を調べてください。 

OVS-02259: エラエラエラエラーーーー : ファイル位ファイル位ファイル位ファイル位置置置置 :str受信バイ受信バイ受信バイ受信バイトトトト :0xhexで移送同期が失われましたで移送同期が失われましたで移送同期が失われましたで移送同期が失われました。。。。
原原原原因因因因 :  提供されたコンテンツにタグが付けられません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な mpeg ファイルと置き換えてください。 

OVS-02300: [num-str] - PODサービスで、準備が拒否されましたサービスで、準備が拒否されましたサービスで、準備が拒否されましたサービスで、準備が拒否されました。。。。
原原原原因因因因 :  ストリーム・サービスが、POD サービスを介してムービーの再生を許可しよう
としましたが、要求は拒否されました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されたコンテンツがクライアントに許可されているかどうかを調べてく
ださい。 

OVS-02600: [str]内部エラー内部エラー内部エラー内部エラー。。。。 サポートをコールしてくださいサポートをコールしてくださいサポートをコールしてくださいサポートをコールしてください。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02601: [num-str] - strでメモリー不足エラーですでメモリー不足エラーですでメモリー不足エラーですでメモリー不足エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02602: コールをディスパッチできませんコールをディスパッチできませんコールをディスパッチできませんコールをディスパッチできません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02603: 非同非同非同非同期期期期 RPCコールに失敗しましたコールに失敗しましたコールに失敗しましたコールに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02604: [num-str]- ポンプとの通信でエラーが発生しましたポンプとの通信でエラーが発生しましたポンプとの通信でエラーが発生しましたポンプとの通信でエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02605: [num-str]- ブート・イメージ・サーバーへの接続に失敗しましたブート・イメージ・サーバーへの接続に失敗しましたブート・イメージ・サーバーへの接続に失敗しましたブート・イメージ・サーバーへの接続に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02606: [num-str]- サーバーからブート・イメージ名を取出し中にエラーが発生しましサーバーからブート・イメージ名を取出し中にエラーが発生しましサーバーからブート・イメージ名を取出し中にエラーが発生しましサーバーからブート・イメージ名を取出し中にエラーが発生しまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02607: [num-str]- ポンプをコール中ポンプをコール中ポンプをコール中ポンプをコール中ののののMedia Netエラーですエラーですエラーですエラーです。。。。 MnCtx: num、エラ、エラ、エラ、エラーーーー : 
num 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02608: [num-str]- ポンプにシャットダウンを連絡中のエラー。コンテキストを切離しポンプにシャットダウンを連絡中のエラー。コンテキストを切離しポンプにシャットダウンを連絡中のエラー。コンテキストを切離しポンプにシャットダウンを連絡中のエラー。コンテキストを切離し
中中中中。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  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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OVS-02650: mzsAllocCtx で内部エラー、で内部エラー、で内部エラー、で内部エラー、#num 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02651: ワイルド・カード・コンテキストでクライアントとサーバーが同期していませワイルド・カード・コンテキストでクライアントとサーバーが同期していませワイルド・カード・コンテキストでクライアントとサーバーが同期していませワイルド・カード・コンテキストでクライアントとサーバーが同期していませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02652: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : mkcaOpenでででで numが戻されましたが戻されましたが戻されましたが戻されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02653: BLOB情報の取得で、メンバー・ファイルが不適当です情報の取得で、メンバー・ファイルが不適当です情報の取得で、メンバー・ファイルが不適当です情報の取得で、メンバー・ファイルが不適当です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02654: [num-str] str で内部エラで内部エラで内部エラで内部エラーーーー : str がエラーで失敗しました。がエラーで失敗しました。がエラーで失敗しました。がエラーで失敗しました。: num 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02655: [num-str] mzsSendBlobPiece: size str != size num 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02656: [num-str]- mzsBootで内部エラで内部エラで内部エラで内部エラーーーー : 既存既存既存既存のののの ctxにににに newCtx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 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02657: mzsBoot中に、不適当なメンバー索引が見つかりました中に、不適当なメンバー索引が見つかりました中に、不適当なメンバー索引が見つかりました中に、不適当なメンバー索引が見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02658: [num-str] - タグ・キャッシュを準備中タグ・キャッシュを準備中タグ・キャッシュを準備中タグ・キャッシュを準備中ににににmkctc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 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02659: クリップを準備中に不適当なメンバーが見つかりましたクリップを準備中に不適当なメンバーが見つかりましたクリップを準備中に不適当なメンバーが見つかりましたクリップを準備中に不適当なメンバーが見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 
8-16 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Stream Service メッセージ
OVS-02660: [num-str] 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : repos 挿入挿入挿入挿入 num バイトバイトバイトバイト (num 最最最最大大大大 ); 継続します継続します継続します継続します。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02661: 現行のメンバー・ファイルは存在しません現行のメンバー・ファイルは存在しません現行のメンバー・ファイルは存在しません現行のメンバー・ファイルは存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02662: 準備されていないキャッシュで再生が試行されました準備されていないキャッシュで再生が試行されました準備されていないキャッシュで再生が試行されました準備されていないキャッシュで再生が試行されました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02663: RPCループが異常終了しましたループが異常終了しましたループが異常終了しましたループが異常終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02664: mzsiLocalDataででででmtcctxの内部エラーが発生しましたの内部エラーが発生しましたの内部エラーが発生しましたの内部エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02665: ID:numででででmnrConvertIdを使用中にエラーが発生しましたを使用中にエラーが発生しましたを使用中にエラーが発生しましたを使用中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02666: [num-str]- 空で未解決キュー空で未解決キュー空で未解決キュー空で未解決キューのののの doneコマンドを受け取りましたコマンドを受け取りましたコマンドを受け取りましたコマンドを受け取りました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02667: クリーン・アップ・ハンドラを設定できませんクリーン・アップ・ハンドラを設定できませんクリーン・アップ・ハンドラを設定できませんクリーン・アップ・ハンドラを設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02668: ローカル・コンテキストをクライアントにバインド中、エラーが発生しましたローカル・コンテキストをクライアントにバインド中、エラーが発生しましたローカル・コンテキストをクライアントにバインド中、エラーが発生しましたローカル・コンテキストをクライアントにバインド中、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 ## mkc 

OVS-02669: str: str 内部エラー内部エラー内部エラー内部エラー num. 継続します継続します継続します継続します。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  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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OVS-02670: 内部システム・ストリームがマシン・エラー状態で内部システム・ストリームがマシン・エラー状態で内部システム・ストリームがマシン・エラー状態で内部システム・ストリームがマシン・エラー状態ですすすす :num 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02671: 致命的なエラ致命的なエラ致命的なエラ致命的なエラーーーー :str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 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02672: 致命的なエラ致命的なエラ致命的なエラ致命的なエラーーーー : サポート外の入力形式です。サポート外の入力形式です。サポート外の入力形式です。サポート外の入力形式です。(num)
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02673: ファイファイファイファイルルルル :str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 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02674: シーケンス・エラーですシーケンス・エラーですシーケンス・エラーですシーケンス・エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02675: 不明なシステム・ストリー不明なシステム・ストリー不明なシステム・ストリー不明なシステム・ストリームムムム (startcode:hexchar)ですですですです。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02676: ファイル・エラファイル・エラファイル・エラファイル・エラーーーー :numのために、索引付けが終了しましたのために、索引付けが終了しましたのために、索引付けが終了しましたのために、索引付けが終了しました。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02677: キューをプッシュ中にエラーが発生しましたキューをプッシュ中にエラーが発生しましたキューをプッシュ中にエラーが発生しましたキューをプッシュ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02679: 内部移送ストリームがマシン・エラー状態で内部移送ストリームがマシン・エラー状態で内部移送ストリームがマシン・エラー状態で内部移送ストリームがマシン・エラー状態ですすすす :num
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02680: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : mkcReadTransHdrで非ヘッダー・データを渡しましで非ヘッダー・データを渡しましで非ヘッダー・データを渡しましで非ヘッダー・データを渡しましたたたた : 同同同同期期期期 = 
hex 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  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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OVS-02681: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : ストリームストリームストリームストリームにににに num以上以上以上以上のののの PIDががががありますありますありますあります。。。。 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 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02682: str 破壊された破壊された破壊された破壊された pes ヘッダー、確認したビッヘッダー、確認したビッヘッダー、確認したビッヘッダー、確認したビットトトト : num 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02683: mkcReadVStreamByte: stResynch 内部エラー内部エラー内部エラー内部エラー num. 継続します継続します継続します継続します。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02684: str MPEG2 ビデオ基本ストリームがマシン・エラービデオ基本ストリームがマシン・エラービデオ基本ストリームがマシン・エラービデオ基本ストリームがマシン・エラー 状態です。状態です。状態です。状態です。: num 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02685: サポート外の入力ファイル形サポート外の入力ファイル形サポート外の入力ファイル形サポート外の入力ファイル形式式式式 :numですですですです。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02686: 致命的なエラーが発信されました。終了します致命的なエラーが発信されました。終了します致命的なエラーが発信されました。終了します致命的なエラーが発信されました。終了します。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02687: 現在サポートされていな現在サポートされていな現在サポートされていな現在サポートされていないいいいMPEG2ファイルの編集ですファイルの編集ですファイルの編集ですファイルの編集です。。。。 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 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02688: ストリーム・コンテキストのメモリー割当てに失敗しましたストリーム・コンテキストのメモリー割当てに失敗しましたストリーム・コンテキストのメモリー割当てに失敗しましたストリーム・コンテキストのメモリー割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02689: [str] 再配置に指定された無効なフォーマット・タイプ再配置に指定された無効なフォーマット・タイプ再配置に指定された無効なフォーマット・タイプ再配置に指定された無効なフォーマット・タイプ num
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02690: タグ・コンテキストのメモリーを割当て中にエラーが発生しましたタグ・コンテキストのメモリーを割当て中にエラーが発生しましたタグ・コンテキストのメモリーを割当て中にエラーが発生しましたタグ・コンテキストのメモリーを割当て中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  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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OVS-02691: タグ・キャッシュのメモリーを割当て中にエラーが発生しましたタグ・キャッシュのメモリーを割当て中にエラーが発生しましたタグ・キャッシュのメモリーを割当て中にエラーが発生しましたタグ・キャッシュのメモリーを割当て中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02692: str: タグ・ファイタグ・ファイタグ・ファイタグ・ファイルルルル :str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 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02693: ヘッダーを新規作成するメモリーがありませんヘッダーを新規作成するメモリーがありませんヘッダーを新規作成するメモリーがありませんヘッダーを新規作成するメモリーがありません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02694: タグ・ファイル・ヘッダーを読み込むメモリーがありませんタグ・ファイル・ヘッダーを読み込むメモリーがありませんタグ・ファイル・ヘッダーを読み込むメモリーがありませんタグ・ファイル・ヘッダーを読み込むメモリーがありません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02695: 入力ファイルのヘッダーは読込み不能です入力ファイルのヘッダーは読込み不能です入力ファイルのヘッダーは読込み不能です入力ファイルのヘッダーは読込み不能です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02696: エラエラエラエラーーーー : タグ・ファイルは現行のフォーマットではありませんタグ・ファイルは現行のフォーマットではありませんタグ・ファイルは現行のフォーマットではありませんタグ・ファイルは現行のフォーマットではありません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02697: 読込みエラ読込みエラ読込みエラ読込みエラーーーー :numが検出されました。が検出されました。が検出されました。が検出されました。(str:num)
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02698: mkcaCtxのメモリーが破損しています。再割当てして継続を試行しますのメモリーが破損しています。再割当てして継続を試行しますのメモリーが破損しています。再割当てして継続を試行しますのメモリーが破損しています。再割当てして継続を試行します。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02699: [str] 圧圧圧圧縮縮縮縮 (num)-ビット・レービット・レービット・レービット・レートトトト ( num)-表示レー表示レー表示レー表示レートトトト (num)のメンバー・ファのメンバー・ファのメンバー・ファのメンバー・ファ
イルなしイルなしイルなしイルなし。。。。 
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-02854: [num-str] 停止できないセット・トップで一時停止しようとしています停止できないセット・トップで一時停止しようとしています停止できないセット・トップで一時停止しようとしています停止できないセット・トップで一時停止しようとしています。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックスではサポートされて
いません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02855: [num-str]走査できないセット・トップで走査しようとしています走査できないセット・トップで走査しようとしています走査できないセット・トップで走査しようとしています走査できないセット・トップで走査しようとしています。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックス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 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02856: [num-str]シークできないセット・トップでシークしようとしていますシークできないセット・トップでシークしようとしていますシークできないセット・トップでシークしようとしていますシークできないセット・トップでシークしようとしています。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックス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 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02857: [num-str]拡張できないセット・トップでフレーム拡張しようとしています拡張できないセット・トップでフレーム拡張しようとしています拡張できないセット・トップでフレーム拡張しようとしています拡張できないセット・トップでフレーム拡張しようとしています。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックス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 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02858: [num-str]一次停止できないストリームを一次停止しようとしています一次停止できないストリームを一次停止しようとしています一次停止できないストリームを一次停止しようとしています一次停止できないストリームを一次停止しようとしています。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックス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 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02859: [num-str]先送り走査できないストリーム内で先送り走査しようとしています先送り走査できないストリーム内で先送り走査しようとしています先送り走査できないストリーム内で先送り走査しようとしています先送り走査できないストリーム内で先送り走査しようとしています。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックス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 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02860: [num-str] 巻戻し走査できないストリーム内で巻戻し走査しようとしています巻戻し走査できないストリーム内で巻戻し走査しようとしています巻戻し走査できないストリーム内で巻戻し走査しようとしています巻戻し走査できないストリーム内で巻戻し走査しようとしています。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックス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 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02861: [num-str]拡張できないストリーム内で先送りフレームを拡張しようとしていま拡張できないストリーム内で先送りフレームを拡張しようとしていま拡張できないストリーム内で先送りフレームを拡張しようとしていま拡張できないストリーム内で先送りフレームを拡張しようとしていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックス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 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02862: [num-str]拡張できないストリーム内で巻戻しフレームを拡張しようとしていま拡張できないストリーム内で巻戻しフレームを拡張しようとしていま拡張できないストリーム内で巻戻しフレームを拡張しようとしていま拡張できないストリーム内で巻戻しフレームを拡張しようとしていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックスではサポートされて
いません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02863: [num-str]先送りシークできないストリーム内で先送りシークしようとしていま先送りシークできないストリーム内で先送りシークしようとしていま先送りシークできないストリーム内で先送りシークしようとしていま先送りシークできないストリーム内で先送りシークしようとしていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックス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 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02864: [num-str]巻戻しシークできないストリーム内で巻戻しシークしようとしていま巻戻しシークできないストリーム内で巻戻しシークしようとしていま巻戻しシークできないストリーム内で巻戻しシークしようとしていま巻戻しシークできないストリーム内で巻戻しシークしようとしていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが VCR 操作を要求しましたが、そのボックス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 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02865: [num-str]セット・トッセット・トッセット・トッセット・トッププププ : strのダウンストリームの位置を確認できませんでしのダウンストリームの位置を確認できませんでしのダウンストリームの位置を確認できませんでしのダウンストリームの位置を確認できませんでし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  特定の STBをサービスするポンプが見つかりません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、アドレス割当てシステムの問題です。 アップストリーム・マネー
ジャ、OCS、およびビデオ・ポンプが機能しているかどうかを確認してください。 

OVS-02866: [num-str]セット・トッセット・トッセット・トッセット・トッププププ : strのダウンストリームで通信を開始できませんのダウンストリームで通信を開始できませんのダウンストリームで通信を開始できませんのダウンストリームで通信を開始できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された STBポンプのセッションが確立できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、mzsi/vpump 通信エラーです。 ビデオ・ポンプおよび MediaNet 
ネットワークを調べて、問題の原因を特定してください。 

OVS-02867: [num-str]ビット・レービット・レービット・レービット・レートトトト :numは、最大許容ビット・レーは、最大許容ビット・レーは、最大許容ビット・レーは、最大許容ビット・レートトトト : numを超過してを超過してを超過してを超過して
いますいますいますいます。。。。
原原原原因因因因 :  ストリームの再生で、クライアントが現在サーバーでサポートされている速度よ
り速い再生速度を要求しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、サポートされていません。 このような要求はしないでください。 

OVS-02868: [num-str]最初にストリームを準備しないと再生できません最初にストリームを準備しないと再生できません最初にストリームを準備しないと再生できません最初にストリームを準備しないと再生できません。。。。
原原原原因因因因 :  mzsPlay がコールされましたが、mzsPrepare コール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 :  これは、クライアント・ソフトウェアの問題です。 

OVS-02869: [num-str] ポンプに一時停止を通知しているときにエラポンプに一時停止を通知しているときにエラポンプに一時停止を通知しているときにエラポンプに一時停止を通知しているときにエラーーーー :num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。。。。
原原原原因因因因 :  指定された STBポンプに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 :  これは、mzsi/vpump 通信エラーです。 ビデオ・ポンプおよび MediaNet 
ネットワークを調べて、問題の原因を特定してください。 
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OVS-02870: [num-str]ポンプに一時停止の解除を通知しているときにエラポンプに一時停止の解除を通知しているときにエラポンプに一時停止の解除を通知しているときにエラポンプに一時停止の解除を通知しているときにエラーーーー :numが発生しが発生しが発生しが発生し
ましたましたましたました。。。。
原原原原因因因因 :  指定された STBポンプに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 :  これは、mzsi/vpump 通信エラーです。 ビデオ・ポンプおよび MediaNet 
ネットワークを調べて、問題の原因を特定してください。 

OVS-02871: [num-str] ストリームの再配置でエラーストリームの再配置でエラーストリームの再配置でエラーストリームの再配置でエラー 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 :  クライアントが、ストリームの範囲外の位置を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  要求をストリームのサイズ内に変更してください。 

OVS-02872: [num-str]ポンプ挿入コマンドを作成中にエラポンプ挿入コマンドを作成中にエラポンプ挿入コマンドを作成中にエラポンプ挿入コマンドを作成中にエラーーーー :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 :  vpump との通信に使用するデータの準備中に、エラーが発生しました。 これは、
メモリー不足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 :  ストリーム・インスタンスに十分なメモリーがあるかどうかを確認してくだ
さい。 

OVS-02873: [num-str]索引付けされていないストリームは位置変更できません索引付けされていないストリームは位置変更できません索引付けされていないストリームは位置変更できません索引付けされていないストリームは位置変更できません。。。。
原原原原因因因因 :  タグファイルのないコンテンツにランダム・アクセスが行われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、サポートされていません。 ランダム・アクセスが必要な場合には、
コンテンツにタグを付けてください。 

OVS-02874: [num-str]ポンプに再生を通知しているときにエラポンプに再生を通知しているときにエラポンプに再生を通知しているときにエラポンプに再生を通知しているときにエラーーーー :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 :  vpump との通信に使用するデータの準備中に、エラーが発生しました。 これは、
メモリー不足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 :  ストリーム・インスタンスに十分なメモリーがあるかどうかを確認してくだ
さい。 

OVS-02875: [num-str] mzsFinishに無効なコンテキストが渡されましたに無効なコンテキストが渡されましたに無効なコンテキストが渡されましたに無効なコンテキストが渡されました。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントから mzsFinish コールに、不明なコンテキストが渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーか、ストリーム・インスタン
スの内部エラーです。 内部エラーの場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。 

OVS-02876: ブートに無効ブートに無効ブートに無効ブートに無効ななななMedia Netアドレスが渡されましたアドレスが渡されましたアドレスが渡されましたアドレスが渡されました。。。。
原原原原因因因因 :  ストリーム・インスタンスが STBのブートを要求されましたが、指定されたアド
レスが無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアント・ソフトウェアまたは MediaNet に問題があります。 

OVS-02877: [num-str]ダウンストリームのないクライアントダウンストリームのないクライアントダウンストリームのないクライアントダウンストリームのないクライアントににににmzsSendが渡されましたが渡されましたが渡されましたが渡されました。。。。
原原原原因因因因 :  STBのブートがストリーム・インスタンスに要求されましたが、指定された STB
にポンプがありません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、アドレス取得機構の問題です。 MediaNet、OCS、および vpumpが
機能しているかどうかを確認してください。 

OVS-02878: [num-str]ブート・ファイブート・ファイブート・ファイブート・ファイルルルル :strは、このセット・トップ・ボックスのは、このセット・トップ・ボックスのは、このセット・トップ・ボックスのは、このセット・トップ・ボックスの使使使使用可能用可能用可能用可能
イメージを参照しませんイメージを参照しませんイメージを参照しませんイメージを参照しません。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントに選択されたブート・ファイルは、適切ではありません。 ボックス
が認識できないトランスポートでラップ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 :  イメージを再度ラップするか、別の適切なブート・イメージを使用してブー
トしてください。 

OVS-02879: [str] 再配置中のタグ・キャッシュ・エラー再配置中のタグ・キャッシュ・エラー再配置中のタグ・キャッシュ・エラー再配置中のタグ・キャッシュ・エラー num
原原原原因因因因 :  ストリームの再配置に、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 :  ログでエラーの周囲を調べで、詳しい情報を取得してください。 

OVS-02880: [str]タグ・キャッシュはタグのないメンバー・ファイルを選択タグ・キャッシュはタグのないメンバー・ファイルを選択タグ・キャッシュはタグのないメンバー・ファイルを選択タグ・キャッシュはタグのないメンバー・ファイルを選択。。。。 位置変更不能位置変更不能位置変更不能位置変更不能。。。。
原原原原因因因因 :  クライアントが再配置しているストリームに、nullのタグファイルがありまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  nullタグファイルは、ランダム・アクセスに使用できません。 必要であれば、
コンテンツが完全なタグファイルを作成してください。 

OVS-02881: [num-str]準備要求の後は、自動再生できません準備要求の後は、自動再生できません準備要求の後は、自動再生できません準備要求の後は、自動再生できません。。。。
原原原原因因因因 :  mzsPrepare が PlayNow フラグでコールされました。 準備は完了しましたが、な
んらかの理由で再生は失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルで再生が失敗した理由を調べてください。 

OVS-02882: [num-str] BLOBの転送にサポートされないフラの転送にサポートされないフラの転送にサポートされないフラの転送にサポートされないフラググググ :num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 :  BLOBの転送で、サポートされていないフラグが渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、クライアント・ソフトウェアのエラーです。 

OVS-02884: [num-str]レート制御の初期化中にエラレート制御の初期化中にエラレート制御の初期化中にエラレート制御の初期化中にエラーーーー :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 :  1x以外のレートでの再生準備中に、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。 

OVS-02897: [num-str]再生コマンドを作成できませんでし再生コマンドを作成できませんでし再生コマンドを作成できませんでし再生コマンドを作成できませんでしたたたた :@str,l=str, kp=num 
原原原原因因因因 :  vpump との通信に使用するデータの準備中に、エラーが発生しました。 これは、
メモリー不足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 :  ストリーム・インスタンスに十分なメモリーがあるかどうかを確認してくだ
さい。 

OVS-02900: [num]BLOBライブラライブラライブラライブラリリリリ :strにににに BLOB番号が指定されていません番号が指定されていません番号が指定されていません番号が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  TransferBlob に渡されたストリーム ID が、領域で指定されたメンバー番号およ
びライブラリ名ではありません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべての BLOBがライブラリ形式になっており、この形式で要求されている
かどうかを調べてください。 

OVS-02901: [num] BLOBライブラライブラライブラライブラリリリリ : strに無効に無効に無効に無効なななな BLOB番番番番号号号号 :num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 :  BLOB要求で、1より小さい、または 255より大きい BLOB番号が見つかりまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な ID番号を持つ BLOBだけを要求してください。 

OVS-02902: [num]BLOB番番番番号号号号 :strに不正な数字が含まれていますに不正な数字が含まれていますに不正な数字が含まれていますに不正な数字が含まれています。。。。
原原原原因因因因 :  BLOBライブラリ・メンバーのメンバー番号を解析しようとしましたが、数値以
外の桁が見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  BLOBが要求されたストリーム id が正しい形式がどうかを確認してくださ
い。 

OVS-03017: 警警警警告告告告 :num個の誤ったタグが見つかりました。ファイルは無効です個の誤ったタグが見つかりました。ファイルは無効です個の誤ったタグが見つかりました。ファイルは無効です個の誤ったタグが見つかりました。ファイルは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  タグファイルの検証中に、タグファイルに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 :  ファイルのタグを付け直してください。 問題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。 

OVS-03040: タグタグタグタグ 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 :  タグファイルの検証中に、タグファイルに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 :  ファイルのタグを付け直してください。 問題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。 

OVS-03100: 問合せ強制終問合せ強制終問合せ強制終問合せ強制終了了了了 : コンテキスト・リストを検索できませんコンテキスト・リストを検索できませんコンテキスト・リストを検索できませんコンテキスト・リストを検索できません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-03101: 問合せ強制終問合せ強制終問合せ強制終問合せ強制終了了了了 : コンテキスト・リストは内部的に不整合ですコンテキスト・リストは内部的に不整合ですコンテキスト・リストは内部的に不整合ですコンテキスト・リストは内部的に不整合です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが、内部状態に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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

Boot Image Server メッセージ
OVS-04000: num: 文字列が必要ですが、見つかりませんでした文字列が必要ですが、見つかりませんでした文字列が必要ですが、見つかりませんでした文字列が必要ですが、見つかりませんでした。。。。

原原原原因因因因 :  構成ファイル内の指定された行には文字列が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい構文になるように、構成ファイルを編集してください。 

OVS-04001: num: カンマが必要ですが、見つかりませんでしたカンマが必要ですが、見つかりませんでしたカンマが必要ですが、見つかりませんでしたカンマが必要ですが、見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  構成ファイル内の指定された行にはカンマが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい構文になるように、構成ファイルを編集してください。 
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OVS-04003: num: ’boot’文字列が必要ですが、見つかりませんでした文字列が必要ですが、見つかりませんでした文字列が必要ですが、見つかりませんでした文字列が必要ですが、見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  構成ファイル内の指定された行には、文字列 "boot"が必要です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい構文になるように、構成ファイルを編集してください。 

OVS-04004: num: 左中括左中括左中括左中括弧弧弧弧 ({)が必要ですが、見つかりませんでしたが必要ですが、見つかりませんでしたが必要ですが、見つかりませんでしたが必要ですが、見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  構成ファイル内の指定された行には左中括弧が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい構文になるように、構成ファイルを編集してください。 

OVS-04005: num: 右中括右中括右中括右中括弧弧弧弧 (})が必要ですが、見つかりませんでしたが必要ですが、見つかりませんでしたが必要ですが、見つかりませんでしたが必要ですが、見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  構成ファイル内の指定された行には右中括弧が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい構文になるように、構成ファイルを編集してください。 

OVS-04006: num: EOFが必要ですが、見つかりませんでしたが必要ですが、見つかりませんでしたが必要ですが、見つかりませんでしたが必要ですが、見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  構成ファイル内の指定された行にはファイルの終わりが必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい構文になるように、構成ファイルを編集してください。 

OVS-04007: 読み込むブート構成ファイ読み込むブート構成ファイ読み込むブート構成ファイ読み込むブート構成ファイルルルル :str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 :  指定された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 :  指定されたファイルが存在し、読取り可能かどうかを確認してください。 

OVS-04008: ブート・コンテキスト用のメモリーを割当てできませんブート・コンテキスト用のメモリーを割当てできませんブート・コンテキスト用のメモリーを割当てできませんブート・コンテキスト用のメモリーを割当てできません。。。。
原原原原因因因因 :  このプロセスのコンテキストで使用できるメモリーがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプログラムを実行したシステム /プロセッサのメモリー割当てを調べて
ください。 

OVS-04009: ブート構成ファイルブート構成ファイルブート構成ファイルブート構成ファイルにににに strルールは含まれていませんでしたルールは含まれていませんでしたルールは含まれていませんでしたルールは含まれていませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  構成ファイルには、指定された必要なルール /マッピングがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構成ファイルを編集し、必要なマッピングを追加してください。 4010 は使用
されていません

OVS-04011: ブート・イメージ・コンテキストを格納中にエラブート・イメージ・コンテキストを格納中にエラブート・イメージ・コンテキストを格納中にエラブート・イメージ・コンテキストを格納中にエラーーーー #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 :  コンテキストがmtcctxPutによって格納されるときに、こ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 :  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。 

OVS-04012: ブート・イメージ・コンテキストを検索中にエラーが発生しましたブート・イメージ・コンテキストを検索中にエラーが発生しましたブート・イメージ・コンテキストを検索中にエラーが発生しましたブート・イメージ・コンテキストを検索中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  コンテキストが mtcctxPut によって検索されると、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 :  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。 

OVS-04013: ブート・イメージ・サーバーを終了しますブート・イメージ・サーバーを終了しますブート・イメージ・サーバーを終了しますブート・イメージ・サーバーを終了します。。。。
原原原原因因因因 :  プロセスは正常に終了しました。 
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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。 

OVS-04014: ファイファイファイファイルルルル :strを使用してブーを使用してブーを使用してブーを使用してブートトトトDB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 :  指定された構成ファイルの内部マッピングを更新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 :  このメッセージの前のログに、エラーのタイプが示されます。 エラーを調べ
て、正しい構文になるように、構成ファイルを編集してください。 

OVS-04015: 新規クライアントをマップするメモリーを割当てできません新規クライアントをマップするメモリーを割当てできません新規クライアントをマップするメモリーを割当てできません新規クライアントをマップするメモリーを割当てできません。。。。
原原原原因因因因 :  新しいマッピング・エントリに使用できるメモリーがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプログラムを実行したシステム /プロセッサのメモリー割当てを調べて
ください。 

OVS-04016: 物理アドレスの変換時に、エラ物理アドレスの変換時に、エラ物理アドレスの変換時に、エラ物理アドレスの変換時に、エラーーーー #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 :  示された物理アドレスが無効です。 

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。 

OVS-04017: ブート・イメージ・サーバーをエラーで終了しますブート・イメージ・サーバーをエラーで終了しますブート・イメージ・サーバーをエラーで終了しますブート・イメージ・サーバーをエラーで終了します。。。。
原原原原因因因因 :  エラーが発生して、ブート・イメージ・サーバー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 :  ログで前のエラーを調べて、適切な処置を行ってください。 

OVS-04018: サーバー・スタブの配列コンテキストの作成に失敗しましたサーバー・スタブの配列コンテキストの作成に失敗しましたサーバー・スタブの配列コンテキストの作成に失敗しましたサーバー・スタブの配列コンテキストの作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  引数の取り出しに必要なデータ構造が取得できません。 

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

OVS-04019: サーバー・スタブで配列操作中にエラーが発生しましたサーバー・スタブで配列操作中にエラーが発生しましたサーバー・スタブで配列操作中にエラーが発生しましたサーバー・スタブで配列操作中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・プロシージャ・コールから引数を取り出しているときに、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 :  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。 

OVS-04020: エラエラエラエラーーーー :numで失敗となったコールで失敗となったコールで失敗となったコールで失敗となったコールがががが RPCから戻されましたから戻されましたから戻されましたから戻されました。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・クライアントに RPC の結果を戻しているときに、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 :  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。 

OVS-04021: MDS - 初期化に失敗しました初期化に失敗しました初期化に失敗しました初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  MDS インタフェースの初期化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 :  システムで MDS が実行されているかどうかを確認し、エラー・ログで障害
の原因を調べてください。 

OVS-04022: 指定されたファイル名指定されたファイル名指定されたファイル名指定されたファイル名 str の形式に誤りがありますの形式に誤りがありますの形式に誤りがありますの形式に誤りがあります。。。。
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原原原原因因因因 :  指定されたファイル名が MDS によってフォーマットできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MDS ネイティブまたはホスト操作で、ファイル名が正しく形成されている
かどうかを調べてください。 

OVS-04023: プロセスの切離し中にホスト・ファイルへのアクセスが試行されましたプロセスの切離し中にホスト・ファイルへのアクセスが試行されましたプロセスの切離し中にホスト・ファイルへのアクセスが試行されましたプロセスの切離し中にホスト・ファイルへのアクセスが試行されました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたファイル名は、ホスト・ファイル・システムのファイルを指していま
すが、このプロセスは切り離されているため、ファイルに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 :  この時点では、MDS ネイティブ・ファイルだけがアクセス可能です。 MDS 
ファイルを使用してください。 

File Server メッセージ
OVS-04202: ファイル・サービスを終了しますファイル・サービスを終了しますファイル・サービスを終了しますファイル・サービスを終了します。。。。

原原原原因因因因 :  ファイル・サービス・プロセスが正常に終了しました。 

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。 

OVS-04204: RPCループはステータループはステータループはステータループはステータスススス :numで異常終了しましたで異常終了しましたで異常終了しましたで異常終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・サービスが、内部状態に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 :  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。 

OVS-04205: サーバーで非配列操作中にエラーが発生しましたサーバーで非配列操作中にエラーが発生しましたサーバーで非配列操作中にエラーが発生しましたサーバーで非配列操作中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  配列されていないデータ構造の割当て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 :  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。 

OVS-04206: サーバーで配列操作中にエラーが発生しましたサーバーで配列操作中にエラーが発生しましたサーバーで配列操作中にエラーが発生しましたサーバーで配列操作中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  配列データ構造の割当てに失敗しました。 

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。 

OVS-04207: グローバル・コンテキスト用のメモリーを割当てできませんグローバル・コンテキスト用のメモリーを割当てできませんグローバル・コンテキスト用のメモリーを割当てできませんグローバル・コンテキスト用のメモリーを割当てできません。。。。
原原原原因因因因 :  グローバル・コンテキストの割当てに失敗しました。 

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。 

OVS-04208: エラエラエラエラーーーー :numで失敗となったコールで失敗となったコールで失敗となったコールで失敗となったコールがががが RPCから戻されましたから戻されましたから戻されましたから戻されました。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・クライアントに RPC の結果を戻しているときに、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 :  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。 

OVS-04209: サーバー・コンテキストをクライアントにバインド中にエラーが発生しましたサーバー・コンテキストをクライアントにバインド中にエラーが発生しましたサーバー・コンテキストをクライアントにバインド中にエラーが発生しましたサーバー・コンテキストをクライアントにバインド中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  メディア net が、サーバー・コンテキストをバイン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 :  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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OVS-04212: エラエラエラエラーーーー :numで、着で、着で、着で、着信信信信 RPCコールに失敗しましたコールに失敗しましたコールに失敗しましたコールに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ネットワーク・エラーのため、着信 RPC ディスパッチが失敗しました。 

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。 

OVS-04213: エラエラエラエラーーーー :numで、次で、次で、次で、次のののの RPCコール取得に失敗しましたコール取得に失敗しましたコール取得に失敗しましたコール取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ネットワーク・エラーのため、着信 RPC コールが完了しませんでした。 

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。 

Media Data Store メッセージ
OVS-05300: voltab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 :  このプログラムでは、voltab ファイルの指定が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  該当するコマンド行オプションを使用して、voltabファイルを指定し、プロ
グラムを再実行してください。 

OVS-05301: ディスディスディスディスクククク :numかかかからららら ’voltab info’を読込みできませんを読込みできませんを読込みできませんを読込みできません。。。。
原原原原因因因因 :  ディスク上のボリューム情報の検証中に、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。 

OVS-05304: voltabファイファイファイファイルルルル strをオープンできませをオープンできませをオープンできませをオープンできませんんんん : str
原原原原因因因因 :  voltab ファイルがオープンまた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 :  voltab ファイルが存在するかどうか、プログラムに読み込めるアクセス許可
があるかどうかを確認してください。 

OVS-05305: ディスディスディスディスクククク :strでででで smdsdOpen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 : str
原原原原因因因因 :  上記の理由で、このディスクのオープンおよび初期化の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 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05306: voltabstrからボリュームがマウントされませんからボリュームがマウントされませんからボリュームがマウントされませんからボリュームがマウントされません。。。。 
原原原原因因因因 :  MDS が、すべてのボリュームのマウント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 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05307: ボリューボリューボリューボリュームムムム strでエラでエラでエラでエラーーーー : ディスクディスクディスクディスク数数数数 (num)はははは raidsize:numの倍数ではありまの倍数ではありまの倍数ではありまの倍数ではありま
せんせんせんせん。。。。 
原原原原因因因因 :  ボリューム内のディスク数は、RAID 幅の倍数でなければなりません。これは、
voltab ファイルの "width"パラメータで指定されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  voltab ファイルで RAID幅またはボリュームを構成するディスク数を修正し
てください。 
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OVS-05308: strで無効なアドレスをシークしていまで無効なアドレスをシークしていまで無効なアドレスをシークしていまで無効なアドレスをシークしていますすすす : str
原原原原因因因因 :  指定されたファイルのシーク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。 

OVS-05309: ボリューボリューボリューボリュームムムム strのディスクがすべて同じサイズではありませんのディスクがすべて同じサイズではありませんのディスクがすべて同じサイズではありませんのディスクがすべて同じサイズではありません。。。。
原原原原因因因因 :  ボリューム内のディスクは、すべて同じ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 :  ボリューム内のディスクのサイズがすべて同じかどうかを調べてください。 
違っているサイズのディスクは交換してください。 

OVS-05310: ロー・ディスロー・ディスロー・ディスロー・ディスクククク strはははは strバイトですが、ロー・ディスバイトですが、ロー・ディスバイトですが、ロー・ディスバイトですが、ロー・ディスクククク strはははは strバイトですバイトですバイトですバイトです。。。。
原原原原因因因因 :  ボリューム内のディスクは、すべて同じ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 :  ボリューム内のディスクのサイズがすべて同じかどうかを調べてください。 
違っているサイズのディスクは交換してください。 

OVS-05311: 無効なディスク無効なディスク無効なディスク無効なディスク名名名名 : str 
原原原原因因因因 :  指定されたディスク名の形式が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 :  voltab ファイルまたはコマンド行にある構文エラーを訂正してください。 

OVS-05312: ボリューボリューボリューボリュームムムム strはサーバはサーバはサーバはサーバーーーー (バージョンバージョンバージョンバージョン str)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 :  サーバーのバージョンとボリュームのバージョンに互換性がないため、このサー
バーは、指定されたボリュームにアクセスできません。 このボリュームは、古いバー
ジョンの MDS では認識できない形式のMDSで作成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 :  より最新の MDS バージョンを指定してください。 

OVS-05313: 信信信信号号号号 :numを受け取りましたを受け取りましたを受け取りましたを受け取りました。。。。 
原原原原因因因因 :  示された信号を受信しました。 

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。 この信号の受信に関連するエラーが、ログに記録さ
れている可能性があります。 

OVS-05314: strで無効なアドレスから読み込みましで無効なアドレスから読み込みましで無効なアドレスから読み込みましで無効なアドレスから読み込みましたたたた : str
原原原原因因因因 :  示されたファイルの読込み中に、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。 

OVS-05315: strに無効なアドレスを書込みしていまに無効なアドレスを書込みしていまに無効なアドレスを書込みしていまに無効なアドレスを書込みしていますすすす : str
原原原原因因因因 :  示されたファイルの書込み中に、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。 

OVS-05316: ボリューボリューボリューボリュームムムム strのののの TOC読込みに失敗しました読込みに失敗しました読込みに失敗しました読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  MDS サーバーは、示されたボリュームの目次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 :  ログを参照して、ディスク I/O 関連のエラー・メッセージを調べてくださ
い。 
8-30 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Media Data Store メッセージ
OVS-05317: ボリュームボリュームボリュームボリューム strに指定されたストライプ・サイに指定されたストライプ・サイに指定されたストライプ・サイに指定されたストライプ・サイズズズズ :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 :  voltab ファイルの "width" に指定されたストライプ・サイズは、適切な値ではあ
りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なストライプ・サイズが使用できるように、voltab ファイルを変更して
ください。 

OVS-05321: voltabファイファイファイファイルルルル strにエラーがあります。にエラーがあります。にエラーがあります。にエラーがあります。行行行行 :num: str
原原原原因因因因 :  voltab ファイル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 :  マニュアルに記載されている形式を使用して、voltab ファイルの構文エラー
を修正してください。 

OVS-05322: ディスク容量を取得できませんディスク容量を取得できませんディスク容量を取得できませんディスク容量を取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  ディスク・サイズの問合せに該当するディスクがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05323: Media Netエラエラエラエラーーーー : str 
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。 

OVS-05324: RPCstrをををを strに発行中、に発行中、に発行中、に発行中、Media Net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 : str 
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。 

OVS-05327: ボリュームボリュームボリュームボリューム ’str’ がマウントされていませんがマウントされていませんがマウントされていませんがマウントされていません。。。。
原原原原因因因因 :  このボリューム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 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05329: ボリューボリューボリューボリュームムムム ’str'を最新形式に変換不を最新形式に変換不を最新形式に変換不を最新形式に変換不能能能能 : それは読込み専用でマウントされましそれは読込み専用でマウントされましそれは読込み専用でマウントされましそれは読込み専用でマウントされまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  MDS と互換性を保つには、示されたボリュームを別の形式に変換しなけばなり
ません。 変換は、ボリュームが読込み書込みモードでマウントされている場合にだけ実
行できます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ボリュームを読込み書込みモードで再マウントしてください。 

OVS-05330: str/str/strを追加できませんを追加できませんを追加できませんを追加できません。。。。 目次が満杯です目次が満杯です目次が満杯です目次が満杯です。。。。
原原原原因因因因 :  目次が満杯です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ボリュームから未使用のファイルを削除してください。 

OVS-05331: str/str/strを追加できませんを追加できませんを追加できませんを追加できません。。。。 ボリュームが満杯ですボリュームが満杯ですボリュームが満杯ですボリュームが満杯です。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームが満杯です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ボリュームから未使用のファイルを削除してください。 
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OVS-05336: MKE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。 

OVS-05338: コピー用のバッファ領域を割当てできませんコピー用のバッファ領域を割当てできませんコピー用のバッファ領域を割当てできませんコピー用のバッファ領域を割当てできません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルのコピー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。 

OVS-05339: vertexででででMDSへのメッセージが削除されましたへのメッセージが削除されましたへのメッセージが削除されましたへのメッセージが削除されました。。。。
原原原原因因因因 :  MDS がメッセージを消失しました。 

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。 メッセージの消失に関連するエラーが、ログに記録
されている可能性があります。 

OVS-05340: サーバサーバサーバサーバーーーー strの位置確認に失敗しましたの位置確認に失敗しましたの位置確認に失敗しましたの位置確認に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  このプロセスは MDS クライアントで、MDS サーバーにはありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MDS サーバーが実行されていて、クライアントにアクセス可能かどうかを
調べてください。 

OVS-05341: 無効な無効な無効な無効な voltab ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名 ’str’ 
原原原原因因因因 :  指定された voltab ファイル名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 :  正しい構文で voltab ファイル名を指定し、プログラムを再実行してくださ
い。 

OVS-05343: str(strのののの )を割り当てるメモリーがありませんを割り当てるメモリーがありませんを割り当てるメモリーがありませんを割り当てるメモリーがありません。。。。
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。 

OVS-05344: ディスクディスクディスクディスク str のののの smdsdWrite に失敗しに失敗しに失敗しに失敗しまままましたしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  特定の理由で、指定されたディスクに書き込んでいるときに、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 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05345: ディスクディスクディスクディスク str のののの smdsdUpdate 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 :  特定の理由で、指定されたディスクをフラッシュしているときに 、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 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 
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OVS-05346: strで無効なバイト数を読込みしていまで無効なバイト数を読込みしていまで無効なバイト数を読込みしていまで無効なバイト数を読込みしていますすすす : str
原原原原因因因因 :  示されたファイルの読込み中に、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。 

OVS-05347: strで無効なバイト数を書込みしていまで無効なバイト数を書込みしていまで無効なバイト数を書込みしていまで無効なバイト数を書込みしていますすすす : str
原原原原因因因因 :  示されたファイルの書込み中に、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。 

OVS-05348: ディスクディスクディスクディスク str のののの smdsdRead 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 :  特定の理由で、指定されたディスクの読取り中に、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 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05351: smdsdIdle が失敗しが失敗しが失敗しが失敗しまままました。した。した。した。: str 
原原原原因因因因 :  ディスク I/Oの完了を待機している間に、システム依存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・システムのマニュアルを参照してください。 

OVS-05352: num個のディスクをサポートできません。個のディスクをサポートできません。個のディスクをサポートできません。個のディスクをサポートできません。: ボリューボリューボリューボリュームムムム strの最大ディスク数はの最大ディスク数はの最大ディスク数はの最大ディスク数は
num。。。。 
原原原原因因因因 :  voltab に指定されたボリューム当たりのディスク数が多すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  voltabを修正して、使用するディスク数を少なくしてください。 

OVS-05354: str(strのののの )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 : エラーが多すぎますエラーが多すぎますエラーが多すぎますエラーが多すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  エラーが多すぎるため、この I/O 操作は失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05355: ターゲットターゲットターゲットターゲットのののの strはファイルではありませんはファイルではありませんはファイルではありませんはファイルではありません。。。。
原原原原因因因因 :  このプログラムに指定された引数が、有効なファイル名ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なターゲット・ファイル名を指定して、プログラムを再実行してくださ
い。 

OVS-05360: ディスディスディスディスクククク strのののの voltabが、ボリュームが、ボリュームが、ボリュームが、ボリューム strの入の入の入の入力力力力 voltab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 :  ボリュームの属性の検証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 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05362: MDS RPC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 (リターン・コーリターン・コーリターン・コーリターン・コードドドド :num)。。。。
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。 

OVS-05365: smdsdAlloc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 : メメメメモリー不足ですモリー不足ですモリー不足ですモリー不足です。。。。
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原原原原因因因因 :  I/O 操作に必要なメモリーが割り当てられません。 

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。 

OVS-05367: 文字文字文字文字列列列列 strのののの re_exec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 : rc = num
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。 

OVS-05370: strの目次の書込みに失敗しましたの目次の書込みに失敗しましたの目次の書込みに失敗しましたの目次の書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  目次の修正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 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05371: strの目次に空間がありませんの目次に空間がありませんの目次に空間がありませんの目次に空間がありません。。。。
原原原原因因因因 :  目次が満杯です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ボリュームから未使用のファイルを削除してください。 

OVS-05372: strのボリュームに空間がありませんのボリュームに空間がありませんのボリュームに空間がありませんのボリュームに空間がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームが満杯です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ボリュームから未使用のファイルを削除してください。 

OVS-05374: 警警警警告告告告 : ボリューボリューボリューボリュームムムム strは使用可能ではありませんは使用可能ではありませんは使用可能ではありませんは使用可能ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  MDS が、指定したボリュームのマウント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 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05379: NSP操操操操作作作作 str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 (エラエラエラエラーーーー :num)。。。。 
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。 

OVS-05380: ディスディスディスディスクククク :strの再構築失の再構築失の再構築失の再構築失敗敗敗敗 : エラーまたはディスクがボリュームにありませんエラーまたはディスクがボリュームにありませんエラーまたはディスクがボリュームにありませんエラーまたはディスクがボリュームにありません。。。。
原原原原因因因因 :  再構築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 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05384: smdsdInit が失敗しましが失敗しましが失敗しましが失敗しましたたたた : str 
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。 

OVS-05387: ロー・ディスロー・ディスロー・ディスロー・ディスクククク :strのサイズを検索できませのサイズを検索できませのサイズを検索できませのサイズを検索できませんんんん : str
原原原原因因因因 :  このディスクにディスク・サイズを問合せましたが、応答がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 
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OVS-05392: ’/mds/str/str’にににに num Mbps が割り当てられませが割り当てられませが割り当てられませが割り当てられませんんんん : num Mbps が使用可能ですが使用可能ですが使用可能ですが使用可能です。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーは、指定されたボリュームに、クライアントが要求した量の帯域幅を
持っていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  帯域幅エラーを見つける準備をしてください。 当面の処置は必要ありません。 

OVS-05393: strに要求されたビット・レートは割り振れませんに要求されたビット・レートは割り振れませんに要求されたビット・レートは割り振れませんに要求されたビット・レートは割り振れません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたボリュームのクライアントに必要な帯域幅が、サーバーにありませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のプロセスが帯域幅を解放するまで、待機してください。 

OVS-05400: MDSブロック化ブロック化ブロック化ブロック化のののの I/Oタイムアウトですタイムアウトですタイムアウトですタイムアウトです。。。。
原原原原因因因因 :  タイムアウトのため、I/O が完了しませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05401: MDSブロック化ブロック化ブロック化ブロック化のののの RPCタイムアウトですタイムアウトですタイムアウトですタイムアウトです。。。。
原原原原因因因因 :  タイムアウトのため、MDSサーバーに対する要求が完了しませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05402: 操作の開始後に、入力ファイル数が変更されました操作の開始後に、入力ファイル数が変更されました操作の開始後に、入力ファイル数が変更されました操作の開始後に、入力ファイル数が変更されました。。。。
原原原原因因因因 :  プログラムが実行されてから、入力ファイルの数またはサイズが変更されまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プログラムを再実行してください。 

OVS-05403: 操作の開始後に、ファイ操作の開始後に、ファイ操作の開始後に、ファイ操作の開始後に、ファイルルルル strが作成または変更されましたが作成または変更されましたが作成または変更されましたが作成または変更されました。。。。
原原原原因因因因 :  プログラムが実行されてから、指定された入力ファイルが変更されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プログラムを再実行してください。 

OVS-05404: ディスクディスクディスクディスク :strでででで smdsdOpen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 : これ以上これ以上これ以上これ以上のののの I/O記述子はありませ記述子はありませ記述子はありませ記述子はありませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  プロセスが失敗したため、指定されたディスク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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05406: strの読込の読込の読込の読込みみみみ (オフセッオフセッオフセッオフセットトトト :str)に失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスクククク :str (num): str 
原原原原因因因因 :  指定された読取り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 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05407: strの書込の書込の書込の書込みみみみ (オフセッオフセッオフセッオフセットトトト :str)に失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスクククク :str (num): str 
原原原原因因因因 :  指定された書込み操作が失敗しました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05408: strの読込の読込の読込の読込みみみみ (オフセッオフセッオフセッオフセットトトト :str)に失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスクククク :str (num): timed-out 
原原原原因因因因 :  指定された読取り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 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうをか調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05409: strの書込の書込の書込の書込みみみみ (オフセッオフセッオフセッオフセットトトト :str)に失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスクククク :str (num): timed-out 
原原原原因因因因 :  指定された書込み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 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05421: トークトークトークトークンンンン strの帯域幅の確保が無効ですの帯域幅の確保が無効ですの帯域幅の確保が無効ですの帯域幅の確保が無効です。。。。
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。 

OVS-05422: 一貫性のない読込み専用モードではボリュー一貫性のない読込み専用モードではボリュー一貫性のない読込み専用モードではボリュー一貫性のない読込み専用モードではボリュームムムム strを再構築できませんを再構築できませんを再構築できませんを再構築できません。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームは、読取り専用または読取り書込みモードでマウントされている場合
にのみ再構築可能です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ボリュームを読取り専用または読取り書込みモードで再マウントしてくださ
い。 

OVS-05423: ボリューボリューボリューボリュームムムム strのののの TOC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 : ボリュームは読込み専用ですボリュームは読込み専用ですボリュームは読込み専用ですボリュームは読込み専用です。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームの TOCは、読取り書込みモードでマウントされている場合にのみ初
期化可能です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ボリュームを読込み書込みモードで再マウントしてください。 

OVS-05426: ただちにディスただちにディスただちにディスただちにディスクククク strを再構築してくださいを再構築してくださいを再構築してくださいを再構築してください。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたディスクは、再構築が必要です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  mdsrebuild をすぐに実行してください。 

OVS-05427: ディスディスディスディスクククク strおよおよおよおよびびびび strは再構築不能は再構築不能は再構築不能は再構築不能 - ボリューム破損の可能性がありますボリューム破損の可能性がありますボリューム破損の可能性がありますボリューム破損の可能性があります。。。。
原原原原因因因因 :  上のディスクは、両方とも再構築が必要です。 ただし、同じ RAIDストライプ内
に障害が起きているので、両方とも再構築できません。 

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。 

OVS-05428: ディスディスディスディスクククク strでボリューム属性を読込みできませんでボリューム属性を読込みできませんでボリューム属性を読込みできませんでボリューム属性を読込みできません。。。。
原原原原因因因因 :  示されたディスクに I/O 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 :  ディスクが壊れているかどうかを調べてください。 壊れている場合には、
MDS を起動して、そのディスクを壊れたディスクとして指定してください。 ディスクを
作業用のディスクと交換して、すぐに再構築してください。 

OVS-05429: ディスディスディスディスクククク strでディスク・モードを読込みできませんでディスク・モードを読込みできませんでディスク・モードを読込みできませんでディスク・モードを読込みできません。。。。
原原原原因因因因 :  示されたディスクに 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 :  ディスクが壊れているかどうかを調べてください。 壊れている場合には、
MDS を起動して、そのディスクを壊れたディスクとして指定してください。 ディスクを
作業用のディスクと交換して、すぐに再構築してください。 

OVS-05430: すべてのディスクで、ボリューム属性の検証に失敗しましたすべてのディスクで、ボリューム属性の検証に失敗しましたすべてのディスクで、ボリューム属性の検証に失敗しましたすべてのディスクで、ボリューム属性の検証に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ディスクのボリューム属性と、ディスクの入力 voltabが一致していません。この
ボリュームは、mdsinit で初期化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 :  このような場合には、mdsinit を実行して、ボリュームの属性を初期化して
ください。 

OVS-05431: 1つのボリューム・セットで複数ディスクの再構築は実行できませんつのボリューム・セットで複数ディスクの再構築は実行できませんつのボリューム・セットで複数ディスクの再構築は実行できませんつのボリューム・セットで複数ディスクの再構築は実行できません。。。。
原原原原因因因因 :  各ボリュームまたはボリューム・セットで同時に再構築できる未使用ディスク
は、1つだけです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  実行中の再構築が完了してから、このディスクの再構築を始めてください。 

OVS-05432: ディスディスディスディスクククク strでボリューム属性の検証に失でボリューム属性の検証に失でボリューム属性の検証に失でボリューム属性の検証に失敗敗敗敗 : ボリュームはパリティなしですボリュームはパリティなしですボリュームはパリティなしですボリュームはパリティなしです。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたディスクのボリューム属性またたモードが読み取れません。 また、ボ
リュームにパリティ情報がないため、再構築もできません。 

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。 

OVS-05450: strかかかからららら strへへへへののののMedia Net RPC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 :str
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。 

OVS-05451: コピーコピーコピーコピー先先先先 strを検索中を検索中を検索中を検索中ににににMedia Net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 : str 
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。 

OVS-05452: RPCstrのののの (strへへへへのののの )引数の整理に失敗しました引数の整理に失敗しました引数の整理に失敗しました引数の整理に失敗しました。。。。
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。 

OVS-05461: RPC: strの引数の整理に失敗しましたの引数の整理に失敗しましたの引数の整理に失敗しましたの引数の整理に失敗しました。。。。
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。 
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OVS-05462: ボリュームボリュームボリュームボリューム strの帯域幅容量のリンクを作成できませの帯域幅容量のリンクを作成できませの帯域幅容量のリンクを作成できませの帯域幅容量のリンクを作成できませんんんん :str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 :  帯域幅を共有するボリュームがマウントされていないため、指定されたボリュー
ムが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 :  固有の帯域幅リソースを持つボリュームをマウントするか、帯域幅を共有す
るボリュームを最初にマウントしてください。 

OVS-05463: ボリューボリューボリューボリュームムムム strの帯域幅容量が未指定ですの帯域幅容量が未指定ですの帯域幅容量が未指定ですの帯域幅容量が未指定です。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームをマウントするには、帯域幅容量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 :  ボリュームをマウントするときに、帯域幅容量を指定してください。 

OVS-05465: 入力で無効なアドレスが指定されまし入力で無効なアドレスが指定されまし入力で無効なアドレスが指定されまし入力で無効なアドレスが指定されましたたたた : str
原原原原因因因因 :  アドレスが負数になっているか、ファイルの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 :  正しい入力アドレスを指定して、プログラムを再実行してください。 

OVS-05466: 開始アドレ開始アドレ開始アドレ開始アドレスススス strが、終了アドレが、終了アドレが、終了アドレが、終了アドレスススス str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 :  開始アドレスは、終了アドレスよりも小さく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 :  正しい開始アドレスを指定して、プログラムを再実行してください。 

OVS-05467: voltab情報情報情報情報をををを strに格納できませに格納できませに格納できませに格納できませんんんん : voltabにそのディスクはありませんにそのディスクはありませんにそのディスクはありませんにそのディスクはありません。。。。
原原原原因因因因 :  入力 voltab は、再構築するディスクを含むボリュームに対応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 :  正しい voltab を指定してプログラムを再実行するか、ディスクを直接初期化
してください。 

OVS-05470: グローバル・コンテキスト・マネージャかグローバル・コンテキスト・マネージャかグローバル・コンテキスト・マネージャかグローバル・コンテキスト・マネージャからららら strを取得できませんを取得できませんを取得できませんを取得できません。。。。
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。 

OVS-05473: グローバル・コンテキスト・マネージャを初期化できませんグローバル・コンテキスト・マネージャを初期化できませんグローバル・コンテキスト・マネージャを初期化できませんグローバル・コンテキスト・マネージャを初期化できません。。。。
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。 

OVS-05474: グローバル・コンテキスト・マネージャグローバル・コンテキスト・マネージャグローバル・コンテキスト・マネージャグローバル・コンテキスト・マネージャにににに strを挿入できませんを挿入できませんを挿入できませんを挿入できません。。。。
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。 

OVS-05478: strへの書込みに失への書込みに失への書込みに失への書込みに失敗敗敗敗 : mdsAioWriteは位置合せしていない書込みはできませは位置合せしていない書込みはできませは位置合せしていない書込みはできませは位置合せしていない書込みはできませ
んんんん。。。。
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。 
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OVS-05486: ホスト・ファイホスト・ファイホスト・ファイホスト・ファイルルルル ’str’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 :  ファイルが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 :  ファイルが存在するかどうか、必要なタイプのアクセスができる許可がある
かどうかを確認してください。 

OVS-05487: ホスト・ファイルのシステム・コーホスト・ファイルのシステム・コーホスト・ファイルのシステム・コーホスト・ファイルのシステム・コールルルル str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 :  このホスト・ファイル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 :  ファイルが存在するかどうか、必要なタイプのアクセスができる許可がある
かどうかを確認してください。 

OVS-05488: サーバサーバサーバサーバーーーー : str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 :  上に示された理由で、サーバーを作成できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーにすでにMDSエントリがある場合には、システムを再起
動してください。もしそうでなければ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。 

OVS-05489: サーバーを登録できませサーバーを登録できませサーバーを登録できませサーバーを登録できませんんんん : str 
原原原原因因因因 :  上に示された理由で、サーバーが登録できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネーム・サーバーにすでにMDSエントリがある場合には、システムを再起
動してください。 もしそうでなければ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。 

OVS-05491: Media Data Storeロック・マネージャへの排他アクセスを待機中ですロック・マネージャへの排他アクセスを待機中ですロック・マネージャへの排他アクセスを待機中ですロック・マネージャへの排他アクセスを待機中です。。。。
原原原原因因因因 :  別の MDS サーバーまたはユーティリティが、グローバル・ロック・マネージャ
に対するロックを保持しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプロセスが停止している場合には、オラクル社カスタマー・サポートに
連絡してください。 

OVS-05496: ファイファイファイファイルルルル ’str’をオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでした。。。。 再構築に失敗しました再構築に失敗しました再構築に失敗しました再構築に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  再構築が必要な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 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05498: strのののの TOC変換に失変換に失変換に失変換に失敗敗敗敗 : ボリュームは読込み専用でマウントされていますボリュームは読込み専用でマウントされていますボリュームは読込み専用でマウントされていますボリュームは読込み専用でマウントされています。。。。
原原原原因因因因 :  このサーバーと互換性のあるバージョンに変換するには、ボリュームを読取り書
込みモードでマウン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 :  ボリュームを読込み書込みモードで再マウントしてください。 

OVS-05500: ファイファイファイファイルルルル strのののの EOFを超えて読込みまたは書込みしていますを超えて読込みまたは書込みしていますを超えて読込みまたは書込みしていますを超えて読込みまたは書込みしています。。。。
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。 
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OVS-05506: ホスト・ファイホスト・ファイホスト・ファイホスト・ファイルルルル str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 :  ホスト・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 :  ファイル名が正しく、ディレクトリのアクセス許可があるかどうかを確認し
てください。 

OVS-05507: ホスト・ファイホスト・ファイホスト・ファイホスト・ファイルルルル strをクローズできませんをクローズできませんをクローズできませんをクローズできません。。。。
原原原原因因因因 :  ホスト・ファイルが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 :  ファイルが存在するかどうかを確認してください。 

OVS-05508: ファイファイファイファイルルルル strの所有権を獲得するために待機中ですの所有権を獲得するために待機中ですの所有権を獲得するために待機中ですの所有権を獲得するために待機中です。。。。
原原原原因因因因 :  該当するファイルが別の MDS クライアントによって書き込まれています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このプロセスがファイルをクローズするまで待機してください。 

OVS-05509: 断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました。。。。 スレーブを起動できませんスレーブを起動できませんスレーブを起動できませんスレーブを起動できません。。。。
原原原原因因因因 :  断片化解消スレーブが起動しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  マニュアルに記述されているように、断片化解消が開始しているかどうかを
確認してください。 問題が繰り返す場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡し
てください。 

OVS-05510: 断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました。。。。 着信側をすべて検索できません着信側をすべて検索できません着信側をすべて検索できません着信側をすべて検索できません。。。。
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。 

OVS-05513: 断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました。。。。 ファイルは壊れていませんファイルは壊れていませんファイルは壊れていませんファイルは壊れていません。。。。
原原原原因因因因 :  前のエラーが原因です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05515: 断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました断片化解消に失敗しました。。。。 ファイファイファイファイルルルル str/str/strに破損の可能性がありますに破損の可能性がありますに破損の可能性がありますに破損の可能性があります。。。。
原原原原因因因因 :  前のエラーが原因です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 該当する
ファイルは、ディスク上のイメージが破損している可能性があるため、再ロードする必
要があります。 

OVS-05516: 断片化解消の着信断片化解消の着信断片化解消の着信断片化解消の着信側側側側 strの検索中に、の検索中に、の検索中に、の検索中に、Media Netエラーが発エラーが発エラーが発エラーが発生生生生しまししまししまししましたたたた :str
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。 

OVS-05517: RPCstrから着信から着信から着信から着信側側側側 : numに断片化解消を発行中に断片化解消を発行中に断片化解消を発行中に断片化解消を発行中ににににMedia Netエラーが発エラーが発エラーが発エラーが発生生生生 : 
str 
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。 
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OVS-05518: 断片化解消の着信断片化解消の着信断片化解消の着信断片化解消の着信側側側側 strへのステータス・コールに失敗しましへのステータス・コールに失敗しましへのステータス・コールに失敗しましへのステータス・コールに失敗しましたたたた : str 
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。 

OVS-05519: 断片化解消の着信断片化解消の着信断片化解消の着信断片化解消の着信側側側側 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 :  前のエラーが原因で該当するプロセスが終了しません。 

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。当面の処置は必要あ
りません。 

OVS-05525: コピーの着信コピーの着信コピーの着信コピーの着信側側側側 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 :  前のエラーが原因で該当するプロセスが終了しません。 

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。当面の処置は必要あ
りません。 

OVS-05557: ボリューボリューボリューボリュームムムム strはマウント不はマウント不はマウント不はマウント不能能能能 : 別別別別ののののMDSサーバーとサーバーとサーバーとサーバーとママママウントが衝突していまウントが衝突していまウントが衝突していまウントが衝突していま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  別のMDSサーバーのマウント状態により、このボリュームがマウントできませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  他のMDSサーバーと矛盾しないモードでボリュームを再マウントしてくだ
さい。 

OVS-05565: strの読込の読込の読込の読込みみみみ (オフセッオフセッオフセッオフセットトトト :str)に失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスクククク :str : str 
原原原原因因因因 :  指定された読取り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 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05566: strの書込の書込の書込の書込みみみみ (オフセッオフセッオフセッオフセットトトト :str)に失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスに失敗しました。ディスクククク :str : str 
原原原原因因因因 :  指定された書込み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 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05584: ディスディスディスディスクククク strを標準モードに設定中、エラーが発生しましを標準モードに設定中、エラーが発生しましを標準モードに設定中、エラーが発生しましを標準モードに設定中、エラーが発生しましたたたた : str 
原原原原因因因因 :  ディスクが通常モードに設定できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05585: ディスディスディスディスクククク strを再構築モードに設定中、エラーが発生しましを再構築モードに設定中、エラーが発生しましを再構築モードに設定中、エラーが発生しましを再構築モードに設定中、エラーが発生しましたたたた : str 
原原原原因因因因 :  ディスクが再構築モードに設定できません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスクまたはディスク・ドライバに障害がないかどうかを調べてくださ
い。 ハードウェアまたはオペレーティング・システムに問題がない場合には、オラクル
社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05587: 無効な開始アドレ無効な開始アドレ無効な開始アドレ無効な開始アドレスススス : str 
原原原原因因因因 :  アドレスが負数になっているか、ファイルの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 :  正しい入力アドレスを指定して、プログラムを再実行してください。 

OVS-05588: ファイファイファイファイルルルル ’str’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 :  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。 

OVS-05595: ボリューム容量が未指定ですボリューム容量が未指定ですボリューム容量が未指定ですボリューム容量が未指定です。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームをマウントするには、帯域幅容量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 :  ボリュームの帯域幅容量を指定してください。 

OVS-05596: ボリューボリューボリューボリュームムムム strのマウントは解除できませのマウントは解除できませのマウントは解除できませのマウントは解除できませんんんん : 現在読込現在読込現在読込現在読込みみみみ /書込みされています書込みされています書込みされています書込みされています。。。。
原原原原因因因因 :  MDS クライアントがボリュームのファイルを読み書きしているため、ボリュー
ムのマウントが解除できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべての MDS クライアントがボリュームのファイルをクローズしてから、
ボリュームのマウントを解除してください。 

OVS-05603: ボリューボリューボリューボリュームムムム strが再マウントされませが再マウントされませが再マウントされませが再マウントされませんんんん : 現在書込みされています現在書込みされています現在書込みされています現在書込みされています。。。。
原原原原因因因因 :  MDS クライアントがボリュームのファイルを書き込んでいるため、ボリューム
が再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 :  すべての MDS クライアントがボリュームに対する書込みを完了するまで、
待機してください。 

OVS-05604: NSPエントリエントリエントリエントリ 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。。。。
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。 

OVS-05605: ボリューボリューボリューボリュームムムム strのマウントが解除されませんのマウントが解除されませんのマウントが解除されませんのマウントが解除されません。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームのマウントが解除されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 

OVS-05609: ボリューボリューボリューボリュームムムム strが再マウントされませんが再マウントされませんが再マウントされませんが再マウントされません。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームが再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 :  ログを参照して、関連するエラー・メッセージを調べてください。 
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OVS-05610: ボリューボリューボリューボリュームムムム strを再マウントするための障害を復旧できませんを再マウントするための障害を復旧できませんを再マウントするための障害を復旧できませんを再マウントするための障害を復旧できません。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームの再マウント中に、致命的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 :  関連するエラー・メッセージをログで調べてください。オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。 

OVS-05611: ボリューボリューボリューボリュームムムム strが再マウントされませが再マウントされませが再マウントされませが再マウントされませんんんん : 使用可能帯域幅容量を縮小できませ使用可能帯域幅容量を縮小できませ使用可能帯域幅容量を縮小できませ使用可能帯域幅容量を縮小できませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  帯域幅容量が少ないため、ボリュームが再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 :  少なくとも同じ帯域幅容量を指定して、ボリュームを再マウントしてくださ
い。 

OVS-05612: ボリューボリューボリューボリュームムムム strがマウントされませがマウントされませがマウントされませがマウントされませんんんん : voltabが未指定ですが未指定ですが未指定ですが未指定です。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームをマウントするには、voltab 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 :  ボリュームを再マウントして、voltab を指定してください。 

OVS-05632: 着信側を並列で起動できません着信側を並列で起動できません着信側を並列で起動できません着信側を並列で起動できません。。。。
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。 

OVS-05633: 着信側を終了できません。着信側を終了できません。着信側を終了できません。着信側を終了できません。str: str: str 
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。 

OVS-05634: コピー先の位置の確認に失敗しましたコピー先の位置の確認に失敗しましたコピー先の位置の確認に失敗しましたコピー先の位置の確認に失敗しました。。。。
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。 

OVS-05635: コピー先が予期せぬ停止に陥りましたコピー先が予期せぬ停止に陥りましたコピー先が予期せぬ停止に陥りましたコピー先が予期せぬ停止に陥りました。。。。
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。 

OVS-05639: 削除されたファイ削除されたファイ削除されたファイ削除されたファイルルルル strには書込みできませんには書込みできませんには書込みできませんには書込みできません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルが削除されているため、修正できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  実際に削除されたファイルに書き込みたい場合には、ファイルの削除を解除
して、ファイルを回復してください。 

OVS-05642: サイズサイズサイズサイズがががが numストライプストライプストライプストライプのののの TOCはサポート不はサポート不はサポート不はサポート不可可可可 : ボリュームはボリュームはボリュームはボリュームは numストライストライストライストライ
プですプですプですプです。。。。
原原原原因因因因 :  目次がボリュームを超えています。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ボリュームが少なくなっていないかどうかを調べてください。 少なくなって
いない場合には、voltab に指定する値を小さくして、TOC のサイズを減らしてくださ
い。 

OVS-05643: ボリューボリューボリューボリュームムムム strのののの TOCの位置が、ファイルの位置が、ファイルの位置が、ファイルの位置が、ファイル strの位置と衝突していますの位置と衝突していますの位置と衝突していますの位置と衝突しています。。。。
原原原原因因因因 :  ボリュームの TOC のサイズが大きくなっている可能性があります。 新しい TOC 
が、このファイルの占めているディスク領域を占有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 :  ボリュームの TOC のサイズが大きくなっている場合には、元の TOC サイズ
に戻してください。TOC のサイズを大きくする場合には、矛盾するファイルを削除して
ください。 

OVS-05648: ソースと宛先は別のファイルでなければなりませソースと宛先は別のファイルでなければなりませソースと宛先は別のファイルでなければなりませソースと宛先は別のファイルでなければなりませんんんん :str 
原原原原因因因因 :  ユーザーがソース・ファイルと接続先ファイルに同じファイル名を指定しました
が、この 2つのファイルには別の名前を指定しなければなりません。例 : mdscp 、 
mdsconcat. 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ソースと宛先に異なる名前を使用してください。ワイルド・カードやリンク
を使用すると、ファイル名が異なっていても同じファイルを参照していることがありま
す。 

OVS-05649: リソーリソーリソーリソースススス strは、リソーは、リソーは、リソーは、リソースススス str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 :  互換性のないリソースが指定されました。プロセスに互換性のない引数が指定さ
れています。たとえば、mdssum に length_in_bytes と end_address 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 :  訂正方法については、マニュアルを参照してください。 

OVS-05651: リソーリソーリソーリソースススス :strは、相対するファイル名は、相対するファイル名は、相対するファイル名は、相対するファイル名 strを解釈するために設定が必要ですを解釈するために設定が必要ですを解釈するために設定が必要ですを解釈するために設定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  相対ファイル名が指定されましたが、リソース mds.cwd が設定されていません。
Mds は、ファイルの位置が認識できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  絶対パス名 (/mdsで始まる )を指定するか、mds.cwd リソース設定してく
ださい。(たとえば、setenv MDS_CWD /mds/int1) 

OVS-05654: 破損の可能性あ破損の可能性あ破損の可能性あ破損の可能性ありりりり : TOCに含まれるファイルに含まれるファイルに含まれるファイルに含まれるファイル数数数数 =num、最大許容ファイル、最大許容ファイル、最大許容ファイル、最大許容ファイル数数数数 = 
numですですですです。。。。 
原原原原因因因因 :  ボリュームの TOC が破損している可能性があります。ボリュームに mdsvolinit 
を実行して TOC の指定を変更したり、別の RAIDサイズまたはストライプ幅を指定し
て修正済みの voltabを使用すると、このような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 :  上記の原因であれば、正しい voltab 情報を指定して、 mdsvolinit を再実行し
てください。そうでない場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

OVS-05657: strを標準モードに再設定不を標準モードに再設定不を標準モードに再設定不を標準モードに再設定不可可可可 : そのボリュームはマウントされ、未再構築ですそのボリュームはマウントされ、未再構築ですそのボリュームはマウントされ、未再構築ですそのボリュームはマウントされ、未再構築です。。。。
原原原原因因因因 :  このボリュームは、現在別の MDS サーバーがマウントしているので、再構築で
きません。 したがって、ディスク・モードを通常に設定することができません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このディスクをできるだけ早く再構築してください。 

OVS-05659: ディスディスディスディスクククク strには、再構築または予備が必要ですには、再構築または予備が必要ですには、再構築または予備が必要ですには、再構築または予備が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  このディスクのボリューム属性が、ボリュームのもの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 :  voltab 情報を調べて、ボリュームが正しいかどうかを確認してください。
ディスクに再構築または予備が必要であれば、マニュアルの手順に従ってください。 

OVS-05660: ディスディスディスディスクククク strのボリューム情報を読込みできませんのボリューム情報を読込みできませんのボリューム情報を読込みできませんのボリューム情報を読込みできません。。。。
原原原原因因因因 :  このディスクのボリューム情報が読み取れませんでした。ボリュームにパリティ
がなく、同じ RAIDストライプ内の別のディスクにエラーがあるため、MDS は、この
ディスクがオンラインで読取り可能であると認識しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  voltab 情報を調べて、ボリュームが正しいかどうかを確認してください。
ディスクがオンラインで、正しく機能しているかどうか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。 

OVS-05662: ディスディスディスディスクククク strは、入力されは、入力されは、入力されは、入力されたたたた voltabのボリューム上のディスクではありませんのボリューム上のディスクではありませんのボリューム上のディスクではありませんのボリューム上のディスクではありません。。。。
原原原原因因因因 :  MDS は、このディスクにあるボリュームのすべてが入力 voltabsにリストされる
ことを予期しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このディスクにあるすべてのボリュームが、いずれかの入力 voltabにあり、
その入力 voltab が正しいかどうかを確認してください。 

OVS-05664: ボリュームボリュームボリュームボリューム strのディスク・ステータス情報にアクセスできませんのディスク・ステータス情報にアクセスできませんのディスク・ステータス情報にアクセスできませんのディスク・ステータス情報にアクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  このボリュームのディスク状態情報が読み取れません。あるいは見つかりませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  voltab 情報が正しいかどうかを確認してください。ボリュームのすべての
ディスクが正しいモードかどうかを確認してください。ボリュームのすべてのディスク
がオンラインで、正しく機能しているかどうかも調べてください。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。 

OVS-05666: 警警警警告告告告 : ディスディスディスディスクククク strは標準モードに再設定不は標準モードに再設定不は標準モードに再設定不は標準モードに再設定不可可可可 : MDSロックを取得できませんロックを取得できませんロックを取得できませんロックを取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  別の MDS プロセスが MDS ロックを排他的に制御しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数秒後に、mdsrebuild を再実行してください。 

OVS-05674: ディスディスディスディスクククク strは現行のプロセスでオープンされませんは現行のプロセスでオープンされませんは現行のプロセスでオープンされませんは現行のプロセスでオープンされません。。。。
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。 

OVS-05675: ディスディスディスディスクククク strはすでに予備として使用されていますはすでに予備として使用されていますはすでに予備として使用されていますはすでに予備として使用されています。。。。
原原原原因因因因 :  予備のディスクを使用している場合には、別のディスクを予備にすることはでき
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のディスクを予備にするか、予備ディスクを予備にしないでください。 
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OVS-05677: ディスディスディスディスクククク strは予備にできませは予備にできませは予備にできませは予備にできませんんんん : ボリューボリューボリューボリュームムムム strににににはははは RAID保護がありませ保護がありませ保護がありませ保護がありませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  欠落した情報を再構築するために、予備のディスクは、パリティ保護されます。 
パリティがない場合、ディスクを予備にできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パリティを使用してボリュームに完全な REDOを行わない限り、処置は必
要ありません。 

OVS-05681: 警警警警告告告告 : ディスディスディスディスクククク strは標準モードに再設定不は標準モードに再設定不は標準モードに再設定不は標準モードに再設定不可可可可 : 別別別別ののののMDSシステムでマウントシステムでマウントシステムでマウントシステムでマウント
済済済済。。。。
原原原原因因因因 :  ディスクが別のサーバーで使用されている可能性があります 。この場合、認識さ
れて使用されているディスク上のパーティションがすべて再構築されるまで、安全に
ディスクを正常なモードに戻すことはできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のサーバー内で mdsrebuild を実行して、新しいディスクの別のパーティ
ションを再構築してください。ディスクの再構築が完了したら、mdsdiskmode を実行
して、ディスクを正常なモードに戻してください。 

OVS-05685: 予備ディス予備ディス予備ディス予備ディスクククク strは、ボリュームは、ボリュームは、ボリュームは、ボリューム str内の予備ディスクでなければなりません内の予備ディスクでなければなりません内の予備ディスクでなければなりません内の予備ディスクでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されていない予備ディスクや最初に使用された予備と名前が一致しない予備
ディスクから、ボリュームが作成されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  voltab を修正して、元の予備ディスク名をリストにするか、"mdsvolinit -s" 
を実行して、別のディスクの予備ディスク名に変更してください。 

OVS-05686: ディスディスディスディスクククク strはボリューはボリューはボリューはボリュームムムム strの一部で、予備として使用できませんの一部で、予備として使用できませんの一部で、予備として使用できませんの一部で、予備として使用できません。。。。
原原原原因因因因 :  操作中のディスクの予備を別の操作中にディスクに作成することはできません。 
正常に操作しているディスクしか、指定された予備に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 :  このボリュームに指定された予備の 1つに、正常なディスクの予備を作成し
ているかどうかを調べてください。 

OVS-05687: このプラットフォームの最小ディスク・サイズこのプラットフォームの最小ディスク・サイズこのプラットフォームの最小ディスク・サイズこのプラットフォームの最小ディスク・サイズはははは strバイバイバイバイトトトト : strはははは strバイトでバイトでバイトでバイトで
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  ディスク (または、ファイルなどのシミュレートされたディスク ) が小さすぎま
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より大きなディスクを獲得してください。 

OVS-05689: 不正なセグメン不正なセグメン不正なセグメン不正なセグメントトトト : セグメント長セグメント長セグメント長セグメント長 =str、オフセッ、オフセッ、オフセッ、オフセットトトト =str 
原原原原因因因因 :  セグメントの長さとオフセットが無効です。内部エラーか、tarが、無効なセグ
メント情報を持つファイル名を見つけました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セグメント化されたファイル名が正しく構成されているかどうかを調べてく
ださい。正しい場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05690: 不正なヘッダ不正なヘッダ不正なヘッダ不正なヘッダーーーー : ASCII文字文字文字文字列列列列 strを相当すを相当すを相当すを相当するるるる 8進数に変換できません進数に変換できません進数に変換できません進数に変換できません。。。。
原原原原因因因因 :  TAR ヘッダーが破損してい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 :  TAR アーカイブに新しいコピーを取得してください。 

OVS-05691: アーカイアーカイアーカイアーカイブブブブ strのオープンに失敗しましのオープンに失敗しましのオープンに失敗しましのオープンに失敗しましたたたた : str
原原原原因因因因 :  mdstar がアーカイブ (通常は、物理的なデバイス )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 :  デバイスまたはアーカイブ名が正しく、正しい許可があるかどうかを確認し
てください。ハードウェアの接続性についても調べてください。 

OVS-05692: アーカイブのクローズに失敗しましアーカイブのクローズに失敗しましアーカイブのクローズに失敗しましアーカイブのクローズに失敗しましたたたた : str 
原原原原因因因因 :  mdstar がアーカイブ (通常は、物理的なデバイス ) をクローズできません。処理
中にシャットダウンされたか、アーカイブ・デバイスが消失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 :  なし。ただし、TAR アーカイブが不完全な場合があります。 

OVS-05695: ブロックの一部読込ブロックの一部読込ブロックの一部読込ブロックの一部読込みみみみ :numバイバイバイバイトトトト (numのののの内内内内 )読込みました読込みました読込みました読込みました。。。。
原原原原因因因因 :  TAR アーカイブが破損している可能性があります。読取りブロックは、512バイ
トの倍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 :  TAR アーカイブに新しいコピーを取得してください。 

OVS-05696: 予期せ予期せ予期せ予期せぬぬぬぬ EOFですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  TAR アーカイブが破損している可能性があります。読取りブロックは、512バイ
トの倍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 :  TAR アーカイブに新しいコピーを取得してください。 

OVS-05697: 不正なヘッダ不正なヘッダ不正なヘッダ不正なヘッダーーーー : チェックサムが一致せず、チェックサムが一致せず、チェックサムが一致せず、チェックサムが一致せず、EOA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 :  TAR アーカイブが破損している可能性があります。mdstarは、TARアーカイ
ブ・ヘッダーを予想しましたが、ヘッダー内に不正なチェックサムが見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TARアーカイブに新しいコピーを取得してください。 

OVS-05698: 不正なセグメン不正なセグメン不正なセグメン不正なセグメントトトト : セグメント・サイセグメント・サイセグメント・サイセグメント・サイズズズズ :strがががが、、、、 strを上回っていますを上回っていますを上回っていますを上回っています。。。。
原原原原因因因因 :  セグメントの長さとオフセットが無効です。内部エラーか、tarが、無効なセグ
メント情報を持つファイル名を見つけました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セグメント化されたファイル名が正しく構成されているかどうかを調べてく
ださい。正しい場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-05699: 不正なセグメン不正なセグメン不正なセグメン不正なセグメントトトト : 次のセグメントが必要ですが、次のセグメントが必要ですが、次のセグメントが必要ですが、次のセグメントが必要ですが、EOA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 :  セグメントがありません。内部エラーか、tarが、無効なセグメント情報を持つ
ファイル名を見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セグメント化されたファイル名が正しく構成され、完全かどうかを調べてく
ださい。正しい場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

OVS-05700: 不正なセグメン不正なセグメン不正なセグメン不正なセグメントトトト : 次のセグメントが必要ですが、セグメント次のセグメントが必要ですが、セグメント次のセグメントが必要ですが、セグメント次のセグメントが必要ですが、セグメント名名名名 (’str’)がががが未解未解未解未解
析析析析。。。。
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原原原原因因因因 :  次のセグメント名が解析できませんでした。内部エラーか、tarが、無効なセグ
メント情報を持つファイル名を見つけました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セグメント化されたファイル名が正しく構成されているかどうかを調べてく
ださい。正しい場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

OVS-05701: ファイファイファイファイルルルル strを抽出中に書込みエラーが発生を抽出中に書込みエラーが発生を抽出中に書込みエラーが発生を抽出中に書込みエラーが発生。。。。 numバイバイバイバイトトトト (numのののの内内内内 )書込みま書込みま書込みま書込みま
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  読込み専用ボリュームで、予期しない書込みエラーが発生したか、ロックされた
ファイルと同じ名前がMdsに存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Mds を読取り /書込みモードで起動するか、ロックされたファイルを削除し
てください。 

OVS-05702: strを作成中の読込みエラーを作成中の読込みエラーを作成中の読込みエラーを作成中の読込みエラー。。。。 numバイバイバイバイトトトト (numの内、オフセッの内、オフセッの内、オフセッの内、オフセットトトト : str)読込み読込み読込み読込み
済み済み済み済み。。。。
原原原原因因因因 :  予期せぬ読込みエラーです。 ディスクが使用でき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 :  なし。 デフォルトでは、断続的なエラーが発生したときに、 mdstar が何回か
読取り /書込みを試行します。物理的な問題がないか、他のディスクの処理が干渉して
いないかどうかを調べてください。 

OVS-05704: リソーリソーリソーリソースススス strの設定を解析できませんの設定を解析できませんの設定を解析できませんの設定を解析できません。。。。
原原原原因因因因 :  必要なリソースが設定されていないか、正しく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 :  リソースが正しいかどうかを、コマンド行から確認してください。 

OVS-05707: 動作モードを最動作モードを最動作モードを最動作モードを最低低低低 1つ指定しなければなりませんつ指定しなければなりませんつ指定しなければなりませんつ指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  mdstar は、アーカイブを抽出、作成、またはリス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 :  コマンド行から処置を指定してください。 

OVS-05709: 次のアーカイブに名前を入力するか、継続してください次のアーカイブに名前を入力するか、継続してください次のアーカイブに名前を入力するか、継続してください次のアーカイブに名前を入力するか、継続してください。。。。 
原原原原因因因因 :  mdstar がアーカイブの終わりを見つけました。マルチボリューム・アーカイブ
から読み取ったり、物理テープより大きいアーカイブを作成すると、mdstar は、アー
カイブが複数のテープにわたって存在しているとみなします。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次のテープを挿入して、returnキーを押してください。 

OVS-05717: 警警警警告告告告 : ディスディスディスディスクククク strはマウント済みのボリュームにはなく、再構築できませんはマウント済みのボリュームにはなく、再構築できませんはマウント済みのボリュームにはなく、再構築できませんはマウント済みのボリュームにはなく、再構築できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたディスクが、MDS サーバーで現在マウントされているボリュームの
一部ではありません。ディスクがマウントされているボリューム以外は、再構築できま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディスク名が正しいかどうかを調べてください。正しい場合には、関連する
ボリュームをマウントして、MDSサーバーを起動してください。 

OVS-05718: サーバー・モード・オプションサーバー・モード・オプションサーバー・モード・オプションサーバー・モード・オプションはははは 1つだけ使用できますつだけ使用できますつだけ使用できますつだけ使用できます。。。。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :   -I, -R, -W のいずれかのオプションを指定してください。 
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OVS-05719: ボリューボリューボリューボリュームムムム strは、複数ボリュームのマウント・オプションの後ろですは、複数ボリュームのマウント・オプションの後ろですは、複数ボリュームのマウント・オプションの後ろですは、複数ボリュームのマウント・オプションの後ろです。。。。
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  -i, -r, -w のいずれかのオプションを持つボリュームを指定してください。  

Authorization Service メッセージ
OVS-06000: エラーまたはトレース・ロギング・エラーでエラーまたはトレース・ロギング・エラーでエラーまたはトレース・ロギング・エラーでエラーまたはトレース・ロギング・エラーですすすす : str

原原原原因因因因 :  エラーのログの書込み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 :  ロギングが実行されているかどうかを調べてください。その場合には、オラ
クル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-06001: 無効なオブジェクト参無効なオブジェクト参無効なオブジェクト参無効なオブジェクト参照照照照 : str 
原原原原因因因因 :  メソッド実現に無効なオブジェクト参照が渡されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアント・アプリケーションが有効なオブジェクト参照を渡しているか
どうかを調べてください。その場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡して
ください。 

OVS-06002: 永続格納データ・エラーで永続格納データ・エラーで永続格納データ・エラーで永続格納データ・エラーですすすす : str 
原原原原因因因因 :  永続格納データにアクセス中にエラーが発生しました。これは、データベース・
エラーが発生しています。詳細は、明示的な ORA-XXXX データベース・エラーを調べ
てください。 

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。 

OVS-06003: 予期せぬデータベース・エラーで予期せぬデータベース・エラーで予期せぬデータベース・エラーで予期せぬデータベース・エラーですすすす : str 
原原原原因因因因 :  永続格納データにアクセス中にデータベース・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。 

OVS-06004: インプリメントされていないメソッドへのコールでインプリメントされていないメソッドへのコールでインプリメントされていないメソッドへのコールでインプリメントされていないメソッドへのコールですすすす :str 
原原原原因因因因 :  クライアント・アプリケーションが起動しようとしたメソッドは、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 :  実現されているメソッドだけを起動してください。 

OVS-06005: RPCコールに失敗しましコールに失敗しましコールに失敗しましコールに失敗しましたたたた : str 
原原原原因因因因 :  メソッドの起動中に、通信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。 

OVS-06006: メモリーを割当てできませんでしメモリーを割当てできませんでしメモリーを割当てできませんでしメモリーを割当てできませんでしたたたた : str 
原原原原因因因因 :  メソッドの実現でメモリーの割当てに失敗しました。 

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。 

OVS-06007: 価格を検索できませんでし価格を検索できませんでし価格を検索できませんでし価格を検索できませんでしたたたた : str 
原原原原因因因因 :  選択された製品または製品項目に価格が関連付けられていません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  選択された製品または製品項目に、ユーザーのアクティブな価格リストが関
連付けられているかどうかを調べてください。 

OVS-06008: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : str 
原原原原因因因因 :  メソッドの実現で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。 

OVS-06009: 値が範囲外で値が範囲外で値が範囲外で値が範囲外ですすすす : str 
原原原原因因因因 :  メソッドに渡されたパラメータの値が範囲外です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メソッドの入力パラメータの値を調べてください。 

OVS-06010: トランザクションの開始に失敗しましトランザクションの開始に失敗しましトランザクションの開始に失敗しましトランザクションの開始に失敗しましたたたた : str
原原原原因因因因 :  トランザクションの開始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。 

OVS-06011: トランザクションのロールバックに失敗しましトランザクションのロールバックに失敗しましトランザクションのロールバックに失敗しましトランザクションのロールバックに失敗しましたたたた : str
原原原原因因因因 :  トランザクションのロールバック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 :  正しい T_BEGIN マクロを使用してトランザクションが開始しているかどう
かを調べてください。その場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。 

OVS-06012: トランザクションのコミットに失敗しましトランザクションのコミットに失敗しましトランザクションのコミットに失敗しましトランザクションのコミットに失敗しましたたたた : str
原原原原因因因因 :  トランザクションのコミット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 :  正しい T_BEGIN マクロを使用してトランザクションが開始しているかどう
かを調べてください。 その場合には、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。 

OVS-06013: 無効なネットワーク・アドレスで無効なネットワーク・アドレスで無効なネットワーク・アドレスで無効なネットワーク・アドレスですすすす :str
原原原原因因因因 :  メソッドの起動中に、通信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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-06014: 不正なパラメータで不正なパラメータで不正なパラメータで不正なパラメータですすすす : str 
原原原原因因因因 :  メソッド・コールに無効な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 :  入力パラメータを調べてください。問題がなければ、オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。 

OVS-06015: 一意キー違反で一意キー違反で一意キー違反で一意キー違反ですすすす :str
原原原原因因因因 :  存在するキーを持つオブジェクト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 :  使用されていないキーを、可能であれば、シーケンスから選択してくださ
い。 
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OVS-06016: 不正なサービス・エージェン不正なサービス・エージェン不正なサービス・エージェン不正なサービス・エージェントトトト ORでででですすすす : str 
原原原原因因因因 :  無効なサービス・エージェント・オブジェクトに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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-06017: 不正なアカウン不正なアカウン不正なアカウン不正なアカウントトトト ORでででですすすす : str 
原原原原因因因因 :  メソッドに無効なアカウント・オブジェクト参照が渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なアカウント・オブジェクト参照を使用してください。 

OVS-06018: 実現制実現制実現制実現制限限限限 : str 
原原原原因因因因 :  メソッドに必要なアクションが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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OVS-06019: ステータスの順序が無効でステータスの順序が無効でステータスの順序が無効でステータスの順序が無効ですすすす :str
原原原原因因因因 :  ステータスの順序が無効です。 

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。 

OVS-06020: サービスが制限されていますサービスが制限されていますサービスが制限されていますサービスが制限されています。。。。
原原原原因因因因 :  選択されたサービスにはユーザー制限があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制限のないサービスを選択してください。 

OVS-06021: 製品が制限されています製品が制限されています製品が制限されています製品が制限されています。。。。
原原原原因因因因 :  選択された製品にはユーザーの制限があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制限のない製品を選択してください。 

OVS-06022: 記述子が制限されています記述子が制限されています記述子が制限されています記述子が制限されています。。。。
原原原原因因因因 :  選択された記述子の値にはユーザーの制限があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制限のない記述子の値を選択してください。 

OVS-06023: 予算制限に達しました予算制限に達しました予算制限に達しました予算制限に達しました。。。。
原原原原因因因因 :  購入がユーザーの予算を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  予算を増やすか、購入を少なくしてください。 

OVS-06024: 支払いが未承認です支払いが未承認です支払いが未承認です支払いが未承認です。。。。
原原原原因因因因 :  セッションおよびアカウント支払いデバイスが同一か、あるいは残高がクレジッ
ト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 :  セッション・アカウントとアカウント支払いのデバイスアカウントを別々に
するか、クレジット制限を増やしてください。 

OVS-06025: 制限を作成する権限がありません制限を作成する権限がありません制限を作成する権限がありません制限を作成する権限がありません。。。。
原原原原因因因因 :  基本ユーザー以外が制約を作成しようとしました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  基本ユーザーが制約を作成してください。 

OVS-06026: アドレス・タイプが有効ではありませんアドレス・タイプが有効ではありませんアドレス・タイプが有効ではありませんアドレス・タイプが有効ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なアドレス・タイプがメソッドに渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なアドレス・タイプを使用してください。 

OVS-06027: アドレスの所有者タイプが有効ではありませんアドレスの所有者タイプが有効ではありませんアドレスの所有者タイプが有効ではありませんアドレスの所有者タイプが有効ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なアドレス所有者タイプがメソッドに渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なアドレスの所有者タイプを使用してください。 

OVS-06028: そのアドレスの所有者タイプはすでに使用されていますそのアドレスの所有者タイプはすでに使用されていますそのアドレスの所有者タイプはすでに使用されていますそのアドレスの所有者タイプはすでに使用されています。。。。
原原原原因因因因 :  選択された所有者タイプには、アドレスが関連付けられています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用されていないアドレス所有者タイプを選択してください。 

OVS-06029: 主要アドレスのフラグ値が有効ではありません主要アドレスのフラグ値が有効ではありません主要アドレスのフラグ値が有効ではありません主要アドレスのフラグ値が有効ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  無効な主要フラグの値がメソッドに渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な主要フラグ値を使用してください。 

OVS-06030: アドレス所有者には、既存の主要アドレスがすでに存在しますアドレス所有者には、既存の主要アドレスがすでに存在しますアドレス所有者には、既存の主要アドレスがすでに存在しますアドレス所有者には、既存の主要アドレスがすでに存在します。。。。
原原原原因因因因 :  アドレス所有者に複数の主要アドレスが設定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すでに所有されているアドレスを主要以外に設定してから、再度コールして
ください。 

OVS-06031: アドレス所有者オブジェクトが有効ではありませんアドレス所有者オブジェクトが有効ではありませんアドレス所有者オブジェクトが有効ではありませんアドレス所有者オブジェクトが有効ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  無効なアドレス所有者オブジェクトメソッドに渡されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なアドレスの所有者オブジェクトを使用してください。 

OVS-06032: オブジェクトのステータス値が有効ではありませんオブジェクトのステータス値が有効ではありませんオブジェクトのステータス値が有効ではありませんオブジェクトのステータス値が有効ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  購入がユーザーの予算を超えています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なオブジェクトの状態値を使用してください。 

OVS-06999: 不明なエラーが発生しました。不明なエラーが発生しました。不明なエラーが発生しました。不明なエラーが発生しました。: str
原原原原因因因因 :  メソッドの実現で特殊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。 

OVS-07002: MDS ファイル・システムをオープンできませんファイル・システムをオープンできませんファイル・システムをオープンできませんファイル・システムをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーティリティが Media Data Store (MDS)サーバーと交信できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Media Data Store (MDS) 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。 

OVS-07004: エラーのために継続できません。詳細はログを参照してくださいエラーのために継続できません。詳細はログを参照してくださいエラーのために継続できません。詳細はログを参照してくださいエラーのために継続できません。詳細はログを参照してください。。。。
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原原原原因因因因 :  致命的なエラーのため、ユーティリティが終了しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、ログを調べてください。 

OVS-07006: ファイル作成エラファイル作成エラファイル作成エラファイル作成エラーーーー : str 
原原原原因因因因 :  ユーティリティはファイル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 :  このファイルに使用されている MDS ボリュームが、読取り /書込みでマウ
ントされているかどうかを確認してください。 

OVS-07007: ファイファイファイファイルルルル :str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 :  ユーティリティは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 :  ファイルが存在しているかどうかを確認してください。存在する場合には、
ボリュームが書込み可能か調べてください。 

OVS-07008: ファイファイファイファイルルルル : strの読込み中にエラーが発生しましたの読込み中にエラーが発生しましたの読込み中にエラーが発生しましたの読込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  この書込み中に起きた MDS エラーの詳細は、ログを参照してください。

OVS-07009: ファイファイファイファイルルルル : str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 :  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 :  この書込み中に起きた MDS エラーの詳細は、ログを参照してください。

OVS-07010: strで整列エラーが起きました。行で整列エラーが起きました。行で整列エラーが起きました。行で整列エラーが起きました。行 num 
原原原原因因因因 :  ユーティリティ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 :  ノード内にユーティリティに十分なメモリーがあるかどうかを確認してくだ
さい。 

OVS-07011: str で内部エラーが起きました。行で内部エラーが起きました。行で内部エラーが起きました。行で内部エラーが起きました。行 num 
原原原原因因因因 :  入力 BLOBスクリプトの解析中に、エラーが発生しました。メモリー不足の可能
があります。  

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ツールに十分なメモリーがあるかどうかを確認してください。問題が残る場
合は、オラクルに連絡してください。 

OVS-07012: コマンド・ラインの引数が無効なため、終了しますコマンド・ラインの引数が無効なため、終了しますコマンド・ラインの引数が無効なため、終了しますコマンド・ラインの引数が無効なため、終了します。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行引数にエラーがあるため、BLOB ライブラリアンが機能できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ライブラリ名、タグファイル名、および入力スクリプト名が指定されている
かどうかを確認してください。 

OVS-07013: タグ・ファイタグ・ファイタグ・ファイタグ・ファイルルルル :strのヘッダーを読込み中にエラーが発生しましたのヘッダーを読込み中にエラーが発生しましたのヘッダーを読込み中にエラーが発生しましたのヘッダーを読込み中にエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  指定されたタグファイルの読取り中に、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 :  タグファイルが、正しいバージョンの有効なタグファイルかどうかを確認し
てください。ログを参照して、他のエラーも調べてください。 
                                                                    Oracle Video Serverメッセージ 8-53



Authorization Service メッセージ
OVS-07106: ファイファイファイファイルルルル I/O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 :  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 :  ログで MDS エラーを調べて、問題を解決してください。 

OVS-07107: タグ・ファイルを印刷しようとしたときにエラーが発生しましたタグ・ファイルを印刷しようとしたときにエラーが発生しましたタグ・ファイルを印刷しようとしたときにエラーが発生しましたタグ・ファイルを印刷しようとしたときにエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  タグ・ファイルの印刷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 :  ログで mkct エラーを調べて、問題を解決してください。 

OVS-07201: 子子子子 (num)の開始時にエラーになりましたの開始時にエラーになりましたの開始時にエラーになりましたの開始時にエラーになりました。。。。 
原原原原因因因因 :  タグ・マスターのスレーブ・ネットワークが起動できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい環境変数が設定されているかどうかを確認してください。 

OVS-07203: wildCardコンテキストを作成できませんコンテキストを作成できませんコンテキストを作成できませんコンテキストを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  タグ付け機能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 :  ノード内にタグ付け機能に十分なメモリーがあるかどうかを確認してくださ
い。 

OVS-07209: 圧縮ファイ圧縮ファイ圧縮ファイ圧縮ファイルルルル :str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 :  ユーティリティは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 :  ファイルが存在しているかどうかを確認してください。存在する場合には、
ボリュームが書込み可能か調べてください。 

OVS-07210: ファイファイファイファイルルルル :strに追加できません。オープンできませんに追加できません。オープンできませんに追加できません。オープンできませんに追加できません。オープンできません でしたでしたでしたでした。。。。 
原原原原因因因因 :  ユーティリティは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 :  ファイルが存在しているかどうかを確認してください。存在する場合には、
ボリュームが書込み可能か調べてください。 

OVS-07211: strのタグ・ファイル・ヘッダーを読込み中にエラーが発生しましたのタグ・ファイル・ヘッダーを読込み中にエラーが発生しましたのタグ・ファイル・ヘッダーを読込み中にエラーが発生しましたのタグ・ファイル・ヘッダーを読込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  タグ・ファイル・ヘッダーが読み込めません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログで mds エラーを調べて、ファイルのバージョンが最新かどうかを確認
してください。 

OVS-07215: 一時ファイルの作成エラ一時ファイルの作成エラ一時ファイルの作成エラ一時ファイルの作成エラーーーー : str 
原原原原因因因因 :  ユーティリティはファイル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 :  このファイルに使用されている MDS ボリュームが、読取り /書込みでマウ
ントされているかどうかを確認してください。 

OVS-07217: 読込みまたは書込み中にエラーが発生しました読込みまたは書込み中にエラーが発生しました読込みまたは書込み中にエラーが発生しました読込みまたは書込み中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  ログで MDS エラーを調べて、問題を解決してください。 
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OVS-07218: エラエラエラエラーーーー : TagModeだけが、ネットワーク操作としてインプリメントされていまだけが、ネットワーク操作としてインプリメントされていまだけが、ネットワーク操作としてインプリメントされていまだけが、ネットワーク操作としてインプリメントされていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーはパラレル編集または解析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 :  これはユーザーのエラーです。 

OVS-07219: ヘッダーをキューにプッシュ中にエラーが発生しましたヘッダーをキューにプッシュ中にエラーが発生しましたヘッダーをキューにプッシュ中にエラーが発生しましたヘッダーをキューにプッシュ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  タグ付け機能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 :  ノード内にタグ付け機能に十分なメモリーがあるかどうかを確認してくださ
い。 

OVS-07220: タグ・キューの同期エラーです。タグ・キューの同期エラーです。タグ・キューの同期エラーです。タグ・キューの同期エラーです。queueGetHeadType ==num 
原原原原因因因因 :  タグ付け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。 

OVS-07221: タグ付けモード・エラータグ付けモード・エラータグ付けモード・エラータグ付けモード・エラー
原原原原因因因因 :  タグ付け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。 

OVS-07222: RPCサーバーを設定できませんサーバーを設定できませんサーバーを設定できませんサーバーを設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  タグ付け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。 

OVS-07223: オプションの取得中にエラーが発生しましたオプションの取得中にエラーが発生しましたオプションの取得中にエラーが発生しましたオプションの取得中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  タグ付け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。 

OVS-07224: エラエラエラエラーーーー : str に対する一致が見つかりませんに対する一致が見つかりませんに対する一致が見つかりませんに対する一致が見つかりません
原原原原因因因因 :  ユーザーが指定したワイルドカードに一致するファイルがありません。 

OVS-07225: エラエラエラエラーーーー : フラグの指定が必要ですフラグの指定が必要ですフラグの指定が必要ですフラグの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  プログラムにフラグが指定されていません。 (通常は command-line -f) 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  フラグを指定し、プログラムを再実行してください。 

OVS-07231: スレーブがオープンできません。スレーブがオープンできません。スレーブがオープンできません。スレーブがオープンできません。: str、システム・エラー、システム・エラー、システム・エラー、システム・エラー str 
原原原原因因因因 :  タグ・マスターのスレーブ・ネットワークが起動できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい環境変数が設定されているかどうかを確認してください。 

OVS-07296: RPCエラエラエラエラーーーー : サーバーをオープンできませんサーバーをオープンできませんサーバーをオープンできませんサーバーをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  タグ付けスレーブが RPC サーバーとして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 :  ログでメディア・ネット・メッセージを調べて、問題を解決してください。 
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OVS-07298: タグ付けファイル同期エラータグ付けファイル同期エラータグ付けファイル同期エラータグ付けファイル同期エラー
原原原原因因因因 :  タグ付け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。 

OVS-07299: mtuc num: タグの配列時にエラーが発生しましタグの配列時にエラーが発生しましタグの配列時にエラーが発生しましタグの配列時にエラーが発生しましたたたた :str num 
原原原原因因因因 :  タグ付け機能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 :  ノード内にタグ付け機能に十分なメモリーがあるかどうかを確認してくださ
い。 

OVS-07400: mdsOpen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 = num 
原原原原因因因因 :  mtuwrap が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 :  ファイルが存在しているかどうかを確認してください。存在する場合には、
ボリュームが書込み可能か調べてください。 

OVS-07401: mdsCreate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 =num
原原原原因因因因 :  ユーティリティはファイル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 :  ファイルが存在し、MDS ボリュームが書込み可能かどうかを確認してくだ
さい。 

OVS-07402: protocolmsgののののmalloc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 :  mtuwrap でメモリーが不足しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ノード内に mtuwrap に十分なメモリーがあるかどうかを調べてください。 

OVS-07403: formatpacketののののmalloc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 :  mtuwrap でメモリーが不足しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ノード内に mtuwrap に十分なメモリーがあるかどうかを調べてください。 

OVS-07406: mdsWrite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 :rc = num 
原原原原因因因因 :  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 :  この書込み中に起きた MDS エラーの詳細は、ログを参照してください。

OVS-07410: str ファイルが作成できませファイルが作成できませファイルが作成できませファイルが作成できませんんんん :str 
原原原原因因因因 :  ユーティリティはファイル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 :  ファイルが存在し、MDS ボリュームが書込み可能かどうかを確認してくだ
さい。 

OVS-07411: ヘッダー作成エラーヘッダー作成エラーヘッダー作成エラーヘッダー作成エラー
原原原原因因因因 :  mtuwrap でメモリーが不足しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ノード内に mtuwrap に十分なメモリーがあるかどうかを調べてください。 

OVS-07412: str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。。。。 
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原原原原因因因因 :  mtuwrap が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 :  ファイルが存在しているかどうかを確認してください。存在する場合には、
ボリュームが書込み可能か調べてください。 

OVS-07413: strをクローズできませんをクローズできませんをクローズできませんをクローズできません。。。。 
原原原原因因因因 :  mtuwrap が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 :  ログで MDS メッセージを調べて、問題を解決してください。 

OVS-07417: 警警警警告告告告 : 大半のクライアント・デバイスで、大半のクライアント・デバイスで、大半のクライアント・デバイスで、大半のクライアント・デバイスで、BLOB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は過大は過大は過大は過大
ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  BLOBブロック・サイズは、クライアント・デバイスが 1つの MediaNet パケッ
トをバッファに入れるサイズ以下でなければなりません。サイズが大きいと、BLOB は
常に障害が起きます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クライアント・デバイスのバッファを指定したサイズのMediaNetパケット
が入るサイズにするか、パケット・サイズを小さくしてください。 mtutc 

OVS-07600: MDSワイルドカード検索の初期化中にエラーが発生しましワイルドカード検索の初期化中にエラーが発生しましワイルドカード検索の初期化中にエラーが発生しましワイルドカード検索の初期化中にエラーが発生しましたたたた : num 
原原原原因因因因 :  mfsi がワイルド・カードの検索を開始したときに、mds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 :  ファイルの指定が有効かどうかを確認してください。オラクル技術サポート
に報告してください。 

OVS-07601: RPCサーバーを作成できませんサーバーを作成できませんサーバーを作成できませんサーバーを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラー 

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。 

OVS-07602: メモリー・エラーが発生しましたメモリー・エラーが発生しましたメモリー・エラーが発生しましたメモリー・エラーが発生しました -str:num 
原原原原因因因因 :  内部エラー 

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。 

OVS-07603: strででででmnrReturnCall をコール中にエラーが発生しましたをコール中にエラーが発生しましたをコール中にエラーが発生しましたをコール中にエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  内部エラー 

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。 

OVS-07604: Media Netは、コールしたクライアンは、コールしたクライアンは、コールしたクライアンは、コールしたクライアントトトト :strを停止させましたを停止させましたを停止させましたを停止させました。。。。 
原原原原因因因因 :  Media Net はクライアントが停止しているとみなしたため、状態をクリーン・
アップしなければなりません。

OVS-07605: サーバーを検索できませんサーバーを検索できませんサーバーを検索できませんサーバーを検索できません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーが実行されていないか、Media Net 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 :  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。 

OVS-07650: 一意一意一意一意のののの IDは、は、は、は、1かかかからららら 255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。numは無効ですは無効ですは無効ですは無効です。。。。 
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原原原原因因因因 :  BLOB ライブラリアンが、入力スクリプトで無効な id番号を見つけました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  BLOBに 1 から 255 までの idを指定してください。 

OVS-07651: メンバメンバメンバメンバーーーー :numを検索できませんを検索できませんを検索できませんを検索できません。。。。 
原原原原因因因因 :  BLOB ライブラリアンが、不明な id番号の BLOBを抽出するように要求されま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  mtutagprint を使用して、ライブラリで BLOBに有効な id番号を検索してく
ださい。 

OVS-07653: 重複す重複す重複す重複するるるる BLOB idが検出されましが検出されましが検出されましが検出されましたたたた : num 
原原原原因因因因 :  BLOB ライブラリアンが、入力ファイルに同じ id番号を持つ 2つの BLOBを見
つけました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これらの番号は一意でなければなりません。 各 BLOBに一意の id番号を付け
てください。 

OVS-07700: 一意一意一意一意のののの IDは、は、は、は、1かかかからららら 255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。num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 :  BLOB ライブラリアンが、入力スクリプトで無効な id番号を見つけました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  BLOBに 1 から 255 までの idを指定してください。 

OVS-07701: メンバメンバメンバメンバーーーー :numを検索できませんを検索できませんを検索できませんを検索できません。。。。 
原原原原因因因因 :  BLOB ライブラリアンが、不明な id番号の BLOBを抽出するように要求されま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  mtutagprint を使用して、ライブラリで BLOBに有効な id番号を検索してく
ださい。 

OVS-07703: 重複す重複す重複す重複するるるる BLOB idが検出されましが検出されましが検出されましが検出されましたたたた : num 
原原原原因因因因 :  BLOB ライブラリアンが、入力ファイルに同じ id番号を持つ 2つの BLOBを見
つけました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これらの番号は一意でなければなりません。各 BLOBに一意の id番号を付
けてください。
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情報メッセージ : VAC-01000 ～ VAC-07000
VAC-01000: 「名前」フィールドに有効「名前」フィールドに有効「名前」フィールドに有効「名前」フィールドに有効ななななOracle識別子を入力してください識別子を入力してください識別子を入力してください識別子を入力してください。。。。

原原原原因因因因 :  「名前」フィールドに入力したテキストが、有効な Oracleユーザー名ではあり
ません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力したテキストが、『Oracle7 Server SQLリファレンス』第 2章の Oracle
ユーザー名ガイドラインに一致することを確認してください。

VAC-01001: 「パスワード」フィールドに有効なパスワード文字列を入れてください「パスワード」フィールドに有効なパスワード文字列を入れてください「パスワード」フィールドに有効なパスワード文字列を入れてください「パスワード」フィールドに有効なパスワード文字列を入れてください。。。。
原原原原因因因因 :  パスワード・ラジオ・ボタンを選択しましたが、パス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 :  別のパスワード・オプションを選択するか、またはユーザーのパスワードを
指定してください。

VAC-01002:  1つ以上の割当て制限サイズの指定が、無効つ以上の割当て制限サイズの指定が、無効つ以上の割当て制限サイズの指定が、無効つ以上の割当て制限サイズの指定が、無効でででですすすす。。。。
原原原原因因因因 :  非数値文字もしくは負数が、割当て制限サイズ・フィールドに入力されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な割当て制限サイズを入力してください。

VAC-01005: 割当て制限リストの初期化中に、エラーが発生しました割当て制限リストの初期化中に、エラーが発生しました割当て制限リストの初期化中に、エラーが発生しました割当て制限リストの初期化中に、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。

VAC-01006:  新規のパスワードが正しく認証されませんでした新規のパスワードが正しく認証されませんでした新規のパスワードが正しく認証されませんでした新規のパスワードが正しく認証されませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  パスワード編集および認証パスワード編集で指定されたパスワードが、一致しま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  認証パスワードが、新規パスワードと一致することを確認してください。

VAC-01007: ユーザーが作成されましたが、権限付与中にエラーが発生しましたユーザーが作成されましたが、権限付与中にエラーが発生しましたユーザーが作成されましたが、権限付与中にエラーが発生しましたユーザーが作成されましたが、権限付与中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが作成されましたが、権限付与の 1つに失敗しました。
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情報メッセージ : VAC-01000 ～ VAC-07000
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleエラーを参照し、権限付与に失敗した理由を判断してください。

VAB-01008: デフォルト表領域を選択してくださいデフォルト表領域を選択してくださいデフォルト表領域を選択してくださいデフォルト表領域を選択してください。。。。
原原原原因因因因 :  デフォルト表領域のエントリが未指定です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用可能な表領域リストから、デフォルト表領域を選択してください。

VAC-01009: テンポラリ表領域を選択してくださいテンポラリ表領域を選択してくださいテンポラリ表領域を選択してくださいテンポラリ表領域を選択してください。。。。
原原原原因因因因 :  テンポラリ表領域のエントリが未指定です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用可能な表領域リストから、テンポラリ表領域を選択してください。

VAC-01010: 一般名フィールドに有効な文字列を入力してください一般名フィールドに有効な文字列を入力してください一般名フィールドに有効な文字列を入力してください一般名フィールドに有効な文字列を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  グローバルなパスワード・オプションを選択しましたが、一般名フィールドの文
字列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 :  別のパスワード・オプションを選択するか、またはユーザーに一般名を指定
してください。

VAC-01011: グローバルなパスワード・フィールドが、不明な識別子文字グローバルなパスワード・フィールドが、不明な識別子文字グローバルなパスワード・フィールドが、不明な識別子文字グローバルなパスワード・フィールドが、不明な識別子文字列列列列 stringを含んでを含んでを含んでを含んで
いますいますいますいます。。。。
原原原原因因因因 :  グローバルなユーザー・パスワードが、不正な x.509識別子を使って、別のアプ
リケーションによって生成されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新規のグローバルなパスワード識別子を入力し、変更を 'Apply'してくださ
い。

VAC-01012: 'country'フィールドが、無効な文字列フィールドが、無効な文字列フィールドが、無効な文字列フィールドが、無効な文字列 stringを含んでいまを含んでいまを含んでいまを含んでいますすすす。。。。
原原原原因因因因 :  グローバルなユーザー識別子が、不正な x.509識別子を使用して、違うアプリ
ケーションによって生成されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  カントリをカントリ・コンボ・ボックスから選択し、変更を 'Apply'してく
ださい。

VAC-01013: 文文文文字字字字 characterはグローバルなパスワード識別子フィールドでは許可されていまはグローバルなパスワード識別子フィールドでは許可されていまはグローバルなパスワード識別子フィールドでは許可されていまはグローバルなパスワード識別子フィールドでは許可されていま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーがグローバルなパスワード識別子フィールドに、無効な文字を入力しま
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効な文字を削除してください。

VAC-02001: 「パスワード」フィールドに有効なパスワード文字列を入れてください「パスワード」フィールドに有効なパスワード文字列を入れてください「パスワード」フィールドに有効なパスワード文字列を入れてください「パスワード」フィールドに有効なパスワード文字列を入れてください。。。。
原原原原因因因因 :  パスワード・ラジオ・ボタンを選択しましたが、パス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 :  別のパスワード・オプションを選択するか、またはロールにパスワードを指
定してください。 

VAC-03000: 「プロファイル」フィールドに有効「プロファイル」フィールドに有効「プロファイル」フィールドに有効「プロファイル」フィールドに有効ななななOracle識別子を入力してください識別子を入力してください識別子を入力してください識別子を入力してください。。。。
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原原原原因因因因 :  「ロール」フィールドに入力したテキストが、有効な Oracleユーザー名ではあ
りません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力した値が、『Oracle7 Server SQL リファレンス』の Oracleユーザー名ガ
イドラインに一致することを確認してください。

VAC-03001: 1つ以上のプロファイル値の指定が、無効ですつ以上のプロファイル値の指定が、無効ですつ以上のプロファイル値の指定が、無効ですつ以上のプロファイル値の指定が、無効です。。。。
原原原原因因因因 :  1つ以上のプロファイル値フィールドで入力された値が、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 :  無関係なアルファベットまたは句読点文字が、フィールドにないことを確認
してください。 入力された値が、有効な値の範囲内であることを確認してください。
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情報メッセージ : VAC-01000 ～ VAC-07000
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メッセージおよびコード

MDSQLエラー・メッセージ : MDSQL-00001 ～ MDSQL-00003
MDSQL-00001: パーティションがオフラインですパーティションがオフラインですパーティションがオフラインですパーティションがオフラインです。。。。

原原原原因因因因 :  MDSQL操作が、オフラインのパーティション上で試行されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パーティションを復元し、操作を再試行してください。 

MDSQL-00002: PKが範囲外ですが範囲外ですが範囲外ですが範囲外です。。。。
原原原原因因因因 :  挿入されているレコードのパーティション・キーは、別のパーティションに属し
ています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  レコードを正しいパーティションに挿入してください。 正しいパーティショ
ンは、GET_PARTITION_NAME()ファンクションを使用して、識別できます。

MDSQL-00003: PKを移動する更新はサポートされていませんを移動する更新はサポートされていませんを移動する更新はサポートされていませんを移動する更新はサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  パーティション・キーを更新すると、レコードは別のパーティションに属しま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MD_DML.MOVE_RECORD()プロシージャを使用して、パーティション・
キーを更新し、レコードを正しいパーティションに移動してください。

SDO エラー・メッセージ : SDO-00000 ～ SDO-07511
SDO-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。

SDO-00002 ’%s’ではエラーではエラーではエラーではエラーがががが多すぎます多すぎます多すぎます多すぎます 。。。。 強制終了中です強制終了中です強制終了中です強制終了中です。。。。
原原原原因因因因 :  許可される最大のエラー数に到達しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラーを修正するか、または許可される最大のエラー数を増加してくださ
い。
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SDO エラー・メッセージ : SDO-00000 ～ SDO-07511
SDO-00200 内部ヒープ・マネージャの初期化用にメモリーを割当てできませんでした内部ヒープ・マネージャの初期化用にメモリーを割当てできませんでした内部ヒープ・マネージャの初期化用にメモリーを割当てできませんでした内部ヒープ・マネージャの初期化用にメモリーを割当てできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  必須メモリーを割当てできませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用可能なメモリー量を増加するか、または使用可能なメモリーが増えるま
で待機してください。

SDO-00201 メッセージ・ハンドラを初期化できませんメッセージ・ハンドラを初期化できませんメッセージ・ハンドラを初期化できませんメッセージ・ハンドラを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  必須メモリーを割当てでき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 :  使用可能なメモリー量を増加するか、または使用可能なメモリーが増えるま
で待機してください。

SDO-00202 必須メモリーの割当て実行中にメモリー不足になりました必須メモリーの割当て実行中にメモリー不足になりました必須メモリーの割当て実行中にメモリー不足になりました必須メモリーの割当て実行中にメモリー不足になりました。。。。
原原原原因因因因 :  必須メモリーを割当てできませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用可能なメモリー量を増加するか、または使用可能なメモリーが増えるま
で待機してください。

SDO-00203 バインド配列サイズの最大長が無効ですバインド配列サイズの最大長が無効ですバインド配列サイズの最大長が無効ですバインド配列サイズの最大長が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  必要な処理を行うために割り当てられた空間が、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 :  バインド・サイズ値を増加してください。

SDO-00250 処理用処理用処理用処理用にににに ’%s’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 :  名前で指定された処理用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 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00251 ’%s’をクローズできをクローズできをクローズできをクローズできまままませんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定された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 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00252 ’%s’を読み込めませを読み込めませを読み込めませを読み込めませんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定された処理用ファイルを読み込めませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00253 ’%s’に書き込めませに書き込めませに書き込めませに書き込めませんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  指定された名前のファイルにデータ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 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00254 ’%s’でシークできまでシークできまでシークできまでシークできませせせせんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定された処理用ファイルをシークできませんでした。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00255 ログ・ファイルに書き込めませんログ・ファイルに書き込めませんログ・ファイルに書き込めませんログ・ファイルに書き込めません。。。。
原原原原因因因因 :  ログ・ファイルに書き込めません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00256 ’%s’を削除できを削除できを削除できを削除できまままませんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定されたファイル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 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00257 ’%s’を改名できを改名できを改名できを改名できまままませんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  名前付きファイルを改名できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00258 処理用に一時ファイルをオープンできません処理用に一時ファイルをオープンできません処理用に一時ファイルをオープンできません処理用に一時ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定された処理用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 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00259 一時ファイルをクローズできません一時ファイルをクローズできません一時ファイルをクローズできません一時ファイルをクローズできません。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定された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 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00260 一時ファイルから読み込めません一時ファイルから読み込めません一時ファイルから読み込めません一時ファイルから読み込めません。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定された処理用ファイルを読み込めませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00261 一時ファイルに書き込めません一時ファイルに書き込めません一時ファイルに書き込めません一時ファイルに書き込めません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された名前のファイルにデータ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 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00262 一時ファイルでシークできません一時ファイルでシークできません一時ファイルでシークできません一時ファイルでシークできません。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定された処理用ファイルをシークできませんでした。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00263 他と重複しない一時ファイル名を作成できません他と重複しない一時ファイル名を作成できません他と重複しない一時ファイル名を作成できません他と重複しない一時ファイル名を作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  一意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 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00264 一時ファイルを削除できません一時ファイルを削除できません一時ファイルを削除できません一時ファイルを削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  一時ファイル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 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00265 一時ファイルを改名できません一時ファイルを改名できません一時ファイルを改名できません一時ファイルを改名できません。。。。
原原原原因因因因 :  一時ファイルを改名できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージに続く、オペレーティング・システム・メッセージを確認し
てください。

SDO-00267 パスで環境変数を変換できませんパスで環境変数を変換できませんパスで環境変数を変換できませんパスで環境変数を変換できません。。。。
原原原原因因因因 :  環境変数が無効か、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 :  環境変数が正しいことを検証してください。

SDO-01000 キーワードまたは引数番キーワードまたは引数番キーワードまたは引数番キーワードまたは引数番号号号号 : %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 :  キーワードの綴りが不正か、キーワードが有効でないか、または引数の値の型が
不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文および綴りを確認し再実行してください。

SDO-01001 必須のキーワードが欠落しています必須のキーワードが欠落しています必須のキーワードが欠落しています必須のキーワードが欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  キーワードがコマンド行で省かれました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必須のキーワードをコマンド行に設定してください。

SDO-01002 キーワーキーワーキーワーキーワードドドド ’%s’の引数が無効ですの引数が無効ですの引数が無効ですの引数が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  引数が欠落しているか、または範囲外です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  引数が、指定されたキーワードに正しいことを検証してください。

SDO-01003 ’%s’が有効なキーワが有効なキーワが有効なキーワが有効なキーワーーーードでないか、またはキーワードの値が欠落していますドでないか、またはキーワードの値が欠落していますドでないか、またはキーワードの値が欠落していますドでないか、またはキーワードの値が欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  キーワードの綴りが不正か、キーワードが有効でないか、またはキーワードの値
が欠落しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドの構文および綴りを確認し再実行してください。

SDO-01004 コマンド行の組合わせが無効ですコマンド行の組合わせが無効ですコマンド行の組合わせが無効ですコマンド行の組合わせが無効です。。。。
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原原原原因因因因 :  使用されたキーワードが、コマンド行の前のキーワードと組合わせられません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド行の構文を確認してください。

SDO-01005 コマンド行にエラーが検出されましたコマンド行にエラーが検出されましたコマンド行にエラーが検出されましたコマンド行にエラーが検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  コマンド行パラメータが不正に定義されています。

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がすべて正しく指定されていることを検証してくださ
い。

SDO-01006 コマンド行にユーザコマンド行にユーザコマンド行にユーザコマンド行にユーザーーーー 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 :  コマンド行にユーザー ID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 :  ユーザー IDをコマンド行に指定してください。 (たとえば : USERID=sims/
sims)

SDO-01007 接続文字列を解析できません接続文字列を解析できません接続文字列を解析できません接続文字列を解析できません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された接続文字列を正しく解析できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続文字列が有効であることを検証してください。有効ならば、メッセージ
を書き留めてからオラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

SDO-01008 NULLのユーザのユーザのユーザのユーザーーーー ID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 :  ユーザーが NULLのユーザー IDを指定しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー IDを入力してください。

SDO-01009 NULLのパスワードが指定されましたのパスワードが指定されましたのパスワードが指定されましたのパスワードが指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが NULLのパス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 :  パスワードを入力してください。

SDO-01200 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :[%s]
原原原原因因因因 :  内部の合致操作中に、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 :  メッセージを書き留めてからオラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。

SDO-01201 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :[%s]
原原原原因因因因 :  内部のサブストリング操作中に、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 :  メッセージを書き留めてからオラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。

SDO-01202 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :[%s]
原原原原因因因因 :  内部の増分値操作中に、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 :  メッセージを書き留めてから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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SDO-01203 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :[%s]
原原原原因因因因 :  内部の ID設定操作中に、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 :  メッセージを書き留めてからオラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。

SDO-01204 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :[%s]
原原原原因因因因 :  内部の ID取得操作中に、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 :  メッセージを書き留めてからオラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。

SDO-01500 ユーザーユーザーユーザーユーザー名名名名 /パスワードが無効で、ログオンできませんパスワードが無効で、ログオンできませんパスワードが無効で、ログオンできませんパスワードが無効で、ログオンできません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleにログオンする際に、無効なユーザー名またはパスワードが入力されまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なユーザー名 /パスワードの組合わせを、正しい形式で入力してくださ
い。

SDO-01501 Oracleにログオンできませんにログオンできませんにログオンできませんにログオンできません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracleへのログオンに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle接続文字列が有効であることを検証してください。

SDO-01502 MDSYSとして接続できませんとして接続できませんとして接続できませんとして接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle MDSYSアカウントへの接続に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このアカウントが存在し、正しく設定されたことを検証してください。

SDO-01503 パーティションはロックされていますパーティションはロックされていますパーティションはロックされていますパーティションはロックされています。。。。
原原原原因因因因 :  パーティションは現在使用されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パーティションが空くまで、待機してください。

SDO-01507 パーティションは不明な状態でロックされていますパーティションは不明な状態でロックされていますパーティションは不明な状態でロックされていますパーティションは不明な状態でロックされています。。。。
原原原原因因因因 :  パーティションの状態が不明です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリが正しいことを検証してくださ
い。

SDO-01508 他で実行された後に、パーティション・レコードを挿入しました他で実行された後に、パーティション・レコードを挿入しました他で実行された後に、パーティション・レコードを挿入しました他で実行された後に、パーティション・レコードを挿入しました。。。。
原原原原因因因因 :  複数のロードが同時に同じパーティションを作成しました (1つのみ有効 )。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロード・プロセスを再実行してください。 

SDO-01600 表を作成できません表を作成できません表を作成できません表を作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  表を作成できることを検証してください。
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SDO-01601 一時表を作成できません一時表を作成できません一時表を作成できません一時表を作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  表を作成できることを検証してください。

SDO-01602 表を削除できません表を削除できません表を削除できません表を削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  表を削除できることを検証してください。

SDO-01603 一時表を削除できません一時表を削除できません一時表を削除できません一時表を削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  表を削除できることを検証してください。 

SDO-01604 表を切り捨てられません表を切り捨てられません表を切り捨てられません表を切り捨てられません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  表を切捨てられることを検証してください。

SDO-01605 一時表を切り捨てられません一時表を切り捨てられません一時表を切り捨てられません一時表を切り捨てられません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  表を切捨てられることを検証してください。

SDO-01606 実際の表が存在しません実際の表が存在しません実際の表が存在しません実際の表が存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  アーカイブ・ファイルでアーカイブしようとしましたが、切捨てられた表が存在
しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージを書き留めてからオラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。

SDO-01607 HHCODE列にはディメンション情報がありません列にはディメンション情報がありません列にはディメンション情報がありません列にはディメンション情報がありません。。。。
原原原原因因因因 :  HHCODE列のディメンション情報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 :  ディメンション情報が正しいことを検証してください。

SDO-01608 HHCODE列には列には列には列には ’%s’のディメンション情報が欠落していますのディメンション情報が欠落していますのディメンション情報が欠落していますのディメンション情報が欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  ディメンション情報は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 :  ディメンション情報が正しいことを検証してください。

SDO-01609 指定された所有者に対する空間表名が存在しません指定された所有者に対する空間表名が存在しません指定された所有者に対する空間表名が存在しません指定された所有者に対する空間表名が存在しません。。。。
原原原原因因因因 :  空間表名の綴りに誤りがあるか、存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表が存在することを検証し、綴りを確認してください。

SDO-01610 非非非非 NULLフィールフィールフィールフィールドドドド : ’%s’ににににNULLが渡されましたが渡されましたが渡されましたが渡されました。。。。
原原原原因因因因 :  非 NULLフィールドとして設定された列に、NULLフラグが設定されました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  非 NULL設定にフラグを設定してください。

SDO-01611 ’%s’のディメンション値が範囲外ですのディメンション値が範囲外ですのディメンション値が範囲外ですのディメンション値が範囲外です。。。。
原原原原因因因因 :  ディメンション値が、ディメンションの上限および下限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 :  データが正しく、ディメンションの下限および上限が正しいかどうかを検証
してください。

SDO-01612 列列列列 : ’%s’にはサポートされないデータ型がありますにはサポートされないデータ型がありますにはサポートされないデータ型がありますにはサポートされないデータ型があります。。。。
原原原原因因因因 :  列が、サポートされていないデータ型で定義されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この列に別のデータ型を使用してください。

SDO-01613 ’%s’は、パーティシは、パーティシは、パーティシは、パーティショョョョンで区切られていない空間表として検索できませんでしンで区切られていない空間表として検索できませんでしンで区切られていない空間表として検索できませんでしンで区切られていない空間表として検索できませんでし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  指定された表は存在しないか、またはパーティションで区切られていない空間表
ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された表が存在し、パーティションで区切られていない空間表であるこ
とを検証してください。

SDO-01614 一時表からディメンション情報を検索できません一時表からディメンション情報を検索できません一時表からディメンション情報を検索できません一時表からディメンション情報を検索できません。。。。
原原原原因因因因 :  表が存在し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 :  表が存在し、正しく作動していることを検証してください。

SDO-01615 一時列表か一時列表か一時列表か一時列表からららら HHCODE列情報を検索できません列情報を検索できません列情報を検索できません列情報を検索できません。。。。 
原原原原因因因因 :  一時表が不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表が存在し、正しく作動していることを検証してください。

SDO-01616 空間表に空間表に空間表に空間表にはははは HHCODE列が含まれていません列が含まれていません列が含まれていません列が含まれていません。。。。
原原原原因因因因 :  HHCODE列が指定された空間表に存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  HHCODE列が指定された空間表に存在することを検証してください。

SDO-01617 指定された表にパーティション・キー列がありません指定された表にパーティション・キー列がありません指定された表にパーティション・キー列がありません指定された表にパーティション・キー列がありません。。。。
原原原原因因因因 :  パーティション・キーとして指定された HHCODE列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 :  空間表を変更して、パーティション・キーを持たせてください。

SDO-01618 HHCODE列のディメンション情報が見つかりませんでした列のディメンション情報が見つかりませんでした列のディメンション情報が見つかりませんでした列のディメンション情報が見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  ディメンション情報は HHCODE列に存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  対応する空間表の、空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証して
ください。

SDO-01619 細目の最大レベルを超えました細目の最大レベルを超えました細目の最大レベルを超えました細目の最大レベルを超えました。。。。
原原原原因因因因 :  パーティション上の最大細目点で、高水位標を超過しています。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間表をより高い水位標で変更してください。

SDO-01620 指定されたロールバック・セグメントにトランザクションを割り当てられませ指定されたロールバック・セグメントにトランザクションを割り当てられませ指定されたロールバック・セグメントにトランザクションを割り当てられませ指定されたロールバック・セグメントにトランザクションを割り当てられませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたロールバック・セグメントは無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ロールバック・セグメントが正しいことを検証してください。

SDO-01621 一時ビューを作成できません一時ビューを作成できません一時ビューを作成できません一時ビューを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  ビューを削除できることを検証してください。

SDO-01622 一時ビューを削除できません一時ビューを削除できません一時ビューを削除できません一時ビューを削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  ビューを削除できることを検証してください。

SDO-01700 パーティションで基本トリガーを作成できませんパーティションで基本トリガーを作成できませんパーティションで基本トリガーを作成できませんパーティションで基本トリガーを作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  トリガーを作成できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージを確認してください。

SDO-01701 パーティションで基本トリガーを使用可能にできませんパーティションで基本トリガーを使用可能にできませんパーティションで基本トリガーを使用可能にできませんパーティションで基本トリガーを使用可能にできません。。。。
原原原原因因因因 :  トリガー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 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージを確認してください。

SDO-01702 表から選択できません表から選択できません表から選択できません表から選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  表から選択できることを検証してください。

SDO-01703 一時表から選択できません一時表から選択できません一時表から選択できません一時表から選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  表から選択できることを検証してください。

SDO-01704 user_usersビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  このビューから選択できることを検証してください。 

SDO-01705 一時列表から選択できません一時列表から選択できません一時列表から選択できません一時列表から選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  表が存在し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 :  表が存在し、正しく作動していることを検証してください。

SDO-01706 一時表から選択できません一時表から選択できません一時表から選択できません一時表から選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  表が存在し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 :  表が存在し、正しく作動していることを検証してください。
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SDO-01707 一時表に挿入できません一時表に挿入できません一時表に挿入できません一時表に挿入できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  表に挿入できることを検証してください。 

SDO-01708 all_tablesビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、また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 :  ビューへのアクセス権があり、正しく作動していることを検証してくださ
い。

SDO-01800 sys.col$から選択できませんから選択できませんから選択できませんから選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  MDSYSが sys.col$から選択できることを検証してください。

SDO-01801 sys.obj$から選択できませんから選択できませんから選択できませんから選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  MDSYSが sys.obj$から選択できることを検証してください。

SDO-01802 sys.ts$から選択できませんから選択できませんから選択できませんから選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  MDSYSが sys.ts$から選択できることを検証してください。

SDO-01803 sys.tab$から選択できませから選択できませから選択できませから選択できませんんんん。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  MDSYSが sys.tab$から選択できることを検証してください。

SDO-01804 sys.dba_tablesから選択できませんから選択できませんから選択できませんから選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  MDSYSが sys.dba_tablesから選択できることを検証してください。

SDO-01805 sys.dba_usersから選択できませんから選択できませんから選択できませんから選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  このメッセージに続いて表示される Oracleメッセージ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 :  MDSYSが sys.dba_usersから選択できることを検証してください。

SDO-01850 ’%s’ののののHHCODE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 :  指定された空間表の HHCODE列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 :  HHCODE列が指定された空間表に存在することを検証してください。
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SDO-01851 all_md_columnsビューでは列情報が見つかりませんでしたビューでは列情報が見つかりませんでしたビューでは列情報が見つかりませんでしたビューでは列情報が見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  指定の空間表では非 HHCODE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 :  ビュー ALL_MD_COLUMNSが正しいことを検証してください。 

SDO-01852 all_md_tablesビューではクラス情報が見つかりませんでしたビューではクラス情報が見つかりませんでしたビューではクラス情報が見つかりませんでしたビューではクラス情報が見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  空間表のクラス情報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 :  ビュー ALL_MD_TABLESが正しいことを検証してください。 

SDO-01853 all_md_tablesビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。 

SDO-01854 空間表空間表空間表空間表のののの HHCODE列列列列名名名名 ’%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 :  指定された空間表の HHCODE列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 :  HHCODE列が指定された空間表に存在することを検証してください。

SDO-01855 指定され指定され指定され指定されたたたた HHCODE列のディメンション列のディメンション列のディメンション列のディメンション名名名名 : ’%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 :  指定された空間表にディメンション名が存在しないか、または名前の綴りが不正
です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力されたディメンション名が有効であり、または指定された HHCODE列
のディメンション名が指定された空間表に存在することを検証してください。

SDO-01856 指定された空間表の列指定された空間表の列指定された空間表の列指定された空間表の列名名名名 : ’%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 :  指定された空間表に列名が存在しないか、または名前の綴りが不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力された列名が正しく、指定された空間表に存在することを検証してくだ
さい。

SDO-01857 パーティション・キー列のディメンションパーティション・キー列のディメンションパーティション・キー列のディメンションパーティション・キー列のディメンション名名名名 : ’%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 :  指定された空間表にディメンション名が存在しないか、または名前の綴りが不正
です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力されたディメンション名が有効であり、または指定されたパーティショ
ン・キー列のディメンション名が指定された空間表に存在することを検証してくださ
い。

SDO-01858 ’%s’のののの非非非非NULLフィールドに値が渡されていませんフィールドに値が渡されていませんフィールドに値が渡されていませんフィールドに値が渡されていません。。。。
原原原原因因因因 :  非 NULLフィールドとして設定された列に値が渡されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NULL以外の値で、この列を渡してください。
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SDO-01859 ’%s’のデータ型が無のデータ型が無のデータ型が無のデータ型が無効効効効ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  COL構造体データ型の説明は、空間表を説明するデータ型に一致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データを説明するデータ型が正しく、空間表の列が正しいデータ型を持って
いることを検証してください。

SDO-01860 パーティション名の順序がオーバーフローしましたパーティション名の順序がオーバーフローしましたパーティション名の順序がオーバーフローしましたパーティション名の順序がオーバーフローしました。。。。
原原原原因因因因 :  順序の可能な値をすべて通過しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージを書き留めてからオラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。

SDO-01900 md$col表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  表が存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01901 md$dim表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  表が存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01902 md$ptab表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  表が存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01903 mdv$tabビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01904 mdv$colビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01905 mdv$dimビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01906 all_md_dimensionsビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。 

SDO-01907 all_md_columnsビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01908 all_tab_columnsビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、また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 :  ビューへのアクセス権があり、正しく作動していることを検証してくださ
い。

SDO-01909 all_md_dimensionsビューからディメンション情報を検索できませんビューからディメンション情報を検索できませんビューからディメンション情報を検索できませんビューからディメンション情報を検索できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在し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 :  ビューが存在し、正しく作動していることを検証してください。

SDO-01910 all_md_columnsビューから列情報を検索できませんビューから列情報を検索できませんビューから列情報を検索できませんビューから列情報を検索できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在し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 :  ビューが存在し、正しく作動していることを検証してください。

SDO-01911 md$ler表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01912 md$pts表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01913 md$tab表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません表から情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01914 md$exc表から情報を挿入できません表から情報を挿入できません表から情報を挿入できません表から情報を挿入できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01915 md$ler表から情報を挿入できません表から情報を挿入できません表から情報を挿入できません表から情報を挿入できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01916 md$ptab表から情報を挿入できません表から情報を挿入できません表から情報を挿入できません表から情報を挿入できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01917 md$exc表から情報を削除できません表から情報を削除できません表から情報を削除できません表から情報を削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01918 md$ler表から情報を削除できません表から情報を削除できません表から情報を削除できません表から情報を削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01919 md$ptab表から情報を削除できません表から情報を削除できません表から情報を削除できません表から情報を削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01920 md$ptab表で情報を更新できません表で情報を更新できません表で情報を更新できません表で情報を更新できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01921 md$ler表から情報を更新できません表から情報を更新できません表から情報を更新できません表から情報を更新できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01922 md$pts表から情報を更新できません表から情報を更新できません表から情報を更新できません表から情報を更新できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01923 md$tab表から情報を更新できません表から情報を更新できません表から情報を更新できません表から情報を更新できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01924 dba_md_columnsビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-01925 dba_md_dimensionsビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できませんビューから情報を選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューが存在しないか、または矛盾しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空間カートリッジ・データ・ディクショナリを検証してください。

SDO-05000 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルが、パーティションで区切られた空間表、またはパーティションで
区切られていない空間表に構築されています。 SLFファイルが誤ったクラスにロードさ
れています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。
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SDO-05001 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列の合計が、空間表の合計と一致しません。 SLFファ
イルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが誤った空間表
にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05002 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルのそれぞれの HHCODE列のディメンションの合計が、空間表の合
計と一致しません。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または
SLFファイルが誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05003 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの非 HHCODE列の合計が、空間表の合計と一致しません。 SLF
ファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが誤った空
間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05004 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列名が、空間表の名前と一致しません。 SLFファイル
が作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが誤った空間表に
ロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05005 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列のディメンション数が、空間表の数と一致しませ
ん。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが
誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05006 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列のディメンションの最大レベルが、空間表の最大レ
ベルと一致しません。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、また
は SLFファイルが誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。
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SDO-05007 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列のサイズが、空間表のサイズと一致しません。 SLF
ファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが誤った空
間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05008 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列の NULLフィールドが、空間表の NULLフィール
ドと一致しません。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または
SLFファイルが誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05009 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列のディメンション名が、空間表の名前と一致しませ
ん。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが
誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05010 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列のディメンション数が、空間表の数と一致しませ
ん。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが
誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05011 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列のディメンション・レベルが、空間表のレベルと一
致しません。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLF
ファイルが誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05012 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列のディメンションの下限が、空間表の下限と一致し
ません。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイ
ルが誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。
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SDO-05013 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの HHCODE列のディメンションの上限が、空間表の上限と一致し
ません。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイ
ルが誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05014 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの列名が、空間表の名前と一致しません。 SLFファイルが作成され
た後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが誤った空間表にロードされて
います。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05015 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの列の NULLフィールドが、空間表の NULLフィールドと一致し
ません。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイ
ルが誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05016 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの列型が、空間表の型と一致しません。 SLFファイルが作成された
後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが誤った空間表にロードされてい
ます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05017 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの列の精度フィールドが、空間表の精度フィールドと一致しませ
ん。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが
誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05018 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの列のスケール・フィールドが、空間表のスケール・フィールドと
一致しません。 SLFファイルが作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLF
ファイルが誤った空間表にロードされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。
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SDO-05019 SLFヘッダヘッダヘッダヘッダーーーー : %sは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナは空間データ・ディクショナリリリリ : %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 :  SLFファイルの列のサイズが、空間表のサイズと一致しません。 SLFファイルが
作成された後で空間表定義が変更されたか、または SLFファイルが誤った空間表にロー
ドされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SLFファイルが正しい空間表にロードされていることを確認するか、または
SLFファイルを再生成してください。

SDO-05020 SLFファイルではデータが見つかりませファイルではデータが見つかりませファイルではデータが見つかりませファイルではデータが見つかりませんんんん (ヘッダー情報のヘッダー情報のヘッダー情報のヘッダー情報のみみみみ )。。。。
原原原原因因因因 :  変換処理中に、SLFレコードの書込み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 :  SLFファイルを再作成して、SLFデータが書込まれていることを検証してく
ださい。

SDO-05200 ’%s’の行は複雑すぎの行は複雑すぎの行は複雑すぎの行は複雑すぎてててて解析できません解析できません解析できません解析できません。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルのデータが、最大のフィールド制限を超過しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メッセージを書き留めてからオラクル社カスタマー・サポートに連絡してく
ださい。

SDO-05201 ’%s’のフィールド数のフィールド数のフィールド数のフィールド数がががが不十分です不十分です不十分です不十分です。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルのフィールドが 3つより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 :  制御ファイルの正確さを確認してください。 

SDO-05202 ’%s’で必要な行またで必要な行またで必要な行またで必要な行またははははキーワードが見つかりませんキーワードが見つかりませんキーワードが見つかりませんキーワードが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  必要なキーワードまたは行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 :  指定されたキーワードの順序が正しいことを検証してください。

SDO-05203 無効なパーティション・キー列数無効なパーティション・キー列数無効なパーティション・キー列数無効なパーティション・キー列数がががが ’%s’に指定されましたに指定されましたに指定されましたに指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  複数のパーティション・キーが、名前で指定された制御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 :  名前で指定された制御ファイルに、HHCODEが 1つだけパーティション・
キーとして指定されていることを検証してください。

SDO-05204 HHCODE列に列に列に列にはははは ’%s’のディメンション順序が欠落していますのディメンション順序が欠落していますのディメンション順序が欠落していますのディメンション順序が欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  ディメンション情報を名前で指定された制御ファイルに入力している時、ディメ
ンション順序が省かれました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ディメンションの順序値が正しいことを検証してください。

SDO-05205 ’%s’でファイル型キでファイル型キでファイル型キでファイル型キーーーーワードが見つかりませんワードが見つかりませんワードが見つかりませんワードが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたファイルに、必要なファイル型が欠落しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルに正確な情報があることを検証してください。

SDO-05206 ’%s’で予期せぬキーで予期せぬキーで予期せぬキーで予期せぬキーワワワワードまたは値が見つかりましたードまたは値が見つかりましたードまたは値が見つかりましたードまたは値が見つかりました。。。。
10-18 Oracle8 エラー・メッセージ                              



SDO エラー・メッセージ : SDO-00000 ～ SDO-07511
原原原原因因因因 :  制御ファイルにフィールドが複数ありました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルの正確さを確認してください。 

SDO-05207 制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定されたたたた ’%s’は無効なファイル型ですは無効なファイル型ですは無効なファイル型ですは無効なファイル型です。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル型の綴りが不正です。 有効なファイル型は BINARYと ASCIIのみです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルに指定されたファイル型が正しいことを検証してください。

SDO-05208 ’%s’で書式キーで書式キーで書式キーで書式キーワワワワードが見つかりませんードが見つかりませんードが見つかりませんードが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定されたファイルで、要求された書式キーワー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 :  制御ファイルに正確な情報があることを検証してください。

SDO-05209 ’%s’で予期せぬで予期せぬで予期せぬで予期せぬキキキキーワードまたは値が見つかりましたーワードまたは値が見つかりましたーワードまたは値が見つかりましたーワードまたは値が見つかりました。。。。
原原原原因因因因 :  制御ファイルで、3つ以上フィール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 :  制御ファイルの正確さを確認してください。

SDO-05210 制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定されたたたた ’%s’は無効なキーワードですは無効なキーワードですは無効なキーワードですは無効なキーワードです。。。。
原原原原因因因因 :  キーワード FIXEDが制御ファイル内に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 :  制御ファイルに指定されたキーワードが正しいことを検証してください。

SDO-05211 データ・ファイルに指定されデータ・ファイルに指定されデータ・ファイルに指定されデータ・ファイルに指定されたたたた ’%s’は無効なレコード長ですは無効なレコード長ですは無効なレコード長ですは無効なレコード長です。。。。
原原原原因因因因 :  与えられたデータ・ファイルに指定されたレコード長が、無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されたレコード長が正しいことを検証してください。

SDO-05212 制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定されたたたた ’%s’は無効なキーワードですは無効なキーワードですは無効なキーワードですは無効なキーワードです。。。。
原原原原因因因因 :  有効なキーワードは DIMENSIONと COLUMNのみです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  制御ファイルに指定されたファイル型が正しいことを検証してください。

SDO-05213 制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定されたたたた ’%s’は無効なキーワードですは無効なキーワードですは無効なキーワードですは無効なキーワードです。。。。
原原原原因因因因 :  欠落しているキーワード POSITIONが、制御ファイル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 :  制御ファイルに指定されたキーワードが正しいことを検証してください。

SDO-05214 ’%s’に無効なポに無効なポに無効なポに無効なポジジジジション値が指定されましたション値が指定されましたション値が指定されましたション値が指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  フィールド位置が不正に指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されたフィールド位置が正しいことを検証してください。

SDO-05215 制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定されたたたた ’%s’は無効なデータ型ですは無効なデータ型ですは無効なデータ型ですは無効なデータ型です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたデータ型の綴りが不正でした。有効なデータ型は INTEGERおよび
SMALLINT、FLOAT、DOUBLE、BYTEINT、DATE、 RAW、CHARのみです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されたデータ型が正しいことを検証してください。
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SDO-05216 指定された位置の長さ指定された位置の長さ指定された位置の長さ指定された位置の長さがががが ’%s’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 :  フィールド位置値が不正に指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定されたフィールド位置が正しいことを検証してください。

SDO-05217 制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定され制御ファイルに指定されたたたた ’%s’は無効なキーワードですは無効なキーワードですは無効なキーワードですは無効なキーワードです。。。。
原原原原因因因因 :  欠落しているキーワード NULLIFが、制御ファイル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 :  制御ファイルに指定されたキーワードが正しいことを検証してください。

SDO-05218 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイルのののの ’%s’は無効は無効は無効は無効なななな NULL標識です標識です標識です標識です。。。。
原原原原因因因因 :  NULL標識が不正に指定されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NULL標識が正しいことを検証してください。

SDO-05219 ’%s’では空間情報がでは空間情報がでは空間情報がでは空間情報が見見見見つかりませんでしたつかりませんでしたつかりませんでしたつかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定されたファイルで、空間情報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 :  ディメンション情報を名前で指定されたファイルに入力してください。

SDO-05220 ’%s’ではディメンシではディメンシではディメンシではディメンショョョョン情報または列情報が見つかりませんでしたン情報または列情報が見つかりませんでしたン情報または列情報が見つかりませんでしたン情報または列情報が見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  名前で指定されたファイルで、情報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 :  列情報およびディメンション情報を名前で指定されたファイルに入力してく
ださい。

SDO-05221 データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルのののの ’%s’は予期せぬ値ですは予期せぬ値ですは予期せぬ値ですは予期せぬ値です。。。。
原原原原因因因因 :  必要な値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 :  指定されたファイルが正しいことを検証してください。

SDO-05222 列列列列 : ’%s’を使用してデータを変換できませんを使用してデータを変換できませんを使用してデータを変換できませんを使用してデータを変換できません。。。。
原原原原因因因因 :  不正なデータが渡されたか、または不正な形式文字列が使用されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データおよび形式文字列が正しいことを検証してください。 

SDO-05500 ユーザーによユーザーによユーザーによユーザーによりりりり SD*Loaderが強制終了されましたが強制終了されましたが強制終了されましたが強制終了されました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーによりプログラムが強制終了されました。 

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。

SDO-05501 SQL*Loaderで全レコードをパーティションにロードできませんで全レコードをパーティションにロードできませんで全レコードをパーティションにロードできませんで全レコードをパーティションにロードできません。。。。
原原原原因因因因 :  レコードのいくつかが不正か、または拒否されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ログ・ファイルを調べ、確認できるすべてのエラーを訂正してください。

SDO-05502 SQL*Loader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 :  SQL*Loader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 :  ログ・ファイルを調べ、確認できるすべてのエラーを訂正してください。
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SDO-07510 ブール値が不正ですブール値が不正ですブール値が不正ですブール値が不正です。。。。
原原原原因因因因 :  不正なブール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 :  値が TRUEまたは FALSEであることを検証してください。

SDO-07511 端末からユーザー入力を読み込めません端末からユーザー入力を読み込めません端末からユーザー入力を読み込めません端末からユーザー入力を読み込めません。。。。
原原原原因因因因 :  端末からのユーザー入力のプロンプトを試行中に、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 :  内部エラーです。 メッセージを書き留めてからオラクル社カスタマー・サ
ポートに連絡してください。

NR エラー・メッセージ : TNS-00001 ～ 00099 
TNS-00001 INTCTL: 端末からコマンド行を獲得するときにエラーが発生しました端末からコマンド行を獲得するときにエラーが発生しました端末からコマンド行を獲得するときにエラーが発生しました端末からコマンド行を獲得するときにエラーが発生しました。。。。

原原原原因因因因 :  端末からの標準入力接続が不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常ユーザーには表示されません。 INTCTL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。 

TNS-00002:INTCTL: Interchangeを起動中にエラーが発生しましたを起動中にエラーが発生しましたを起動中にエラーが発生しましたを起動中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Interchangeが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 :  Interchange構成ファイル (INTCHG.ORA、TNSNET.ORAおよび
TNSNAV.ORA)を参照しエラーに対して、別のプログラムが指定された ADDRESS(es)
を使用していないことを確認してください。 エラーが続く場合は、Interchangeコンポー
ネントでトレースをオンにし、トレース・ファイルを調べて問題の原因を判断してくだ
さい。 問題が訂正されたら、確実にトレースをオフにしてください。 

TNS-00003: INTCTL: Interchangeに要求を送信中にエラーが発生しましたに要求を送信中にエラーが発生しましたに要求を送信中にエラーが発生しましたに要求を送信中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Interchangeに不正なコマンドが送信されたか、または Interchangeが応答してい
ません。 通常ユーザーには表示されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Interchangeに送信されたコマンドが有効であることを検証してください。 
INTCTL STATUSコマンドを使用して、Interchangeが実行していることも確認してく
ださい。 必要ならば、INTCTL STARTコマンドを使用して Interchangeを起動してくだ
さい。 

TNS-00004: INTCTL: Navigatorを起動中にエラーが発生しましたを起動中にエラーが発生しましたを起動中にエラーが発生しましたを起動中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Navigator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 :  Navigator (navgatr)の実行ファイルが、プラットフォームの ORACLE実行
可能ディレクトリに存在することを調べてください。 構成ファイル TNSNET.ORAおよ
び TNSNAV.ORAを調べて、エラーを見つけてください。 エラーが続く場合は、
Interchangeコンポーネントでトレースをオンにし、トレース・ファイルを調べて問題
の原因を判断してください。 問題が訂正されたら、確実にトレースをオフにしてくださ
い。 
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TNS-00005: INTCTL: Navigatorに要求を送信中にエラーが発生しましたに要求を送信中にエラーが発生しましたに要求を送信中にエラーが発生しましたに要求を送信中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Navigatorが応答していません。 Navigatorが実行していないか、または別のプロ
セスが応答しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Interchange Control Utilityの STATUSコマンドを使用して、Navigatorが実
行していることを確認してください。 正しいアドレスが TNSNAMES.ORA、
TNSNET.ORA、および TNSNAV.ORA構成ファイルにリストされていることを検証し
てください。 

TNS-00006: INTCTL: HOST変数が定義されていません変数が定義されていません変数が定義されていません変数が定義されていません。。。。
原原原原因因因因 :  HOST変数が設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 :  HOST変数を正しく設定し、INTCTLプログラムを再起動してください。 

TNS-00007: INTCTL: ホストが不明ですホストが不明ですホストが不明ですホストが不明です。。。。
原原原原因因因因 :  ポインタ HOSTが不明なホスト名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 :  ポインタ HOSTを正しく設定し、INTCTLプログラムを再起動してくださ
い。 

TNS-00008: INTCTL: 接続接続接続接続先先先先 Navigator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 :  接続が Navigatorに正しく確立できませんでした。 指定された Navigatorが実行
していないか、または Navigatorアドレスが不正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 :  Interchange Control Utilityの STATUSコマンドを使用して、Navigatorが実
行していることを確認してください。必要ならば、Interchange Control Utilityの
STARTコマンドを使用して、Navigatorを起動してください。 実行しているのにエラー
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。 

TNS-00009: INTCTL: 接続マネージャに接続できません接続マネージャに接続できません接続マネージャに接続できません接続マネージャに接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  接続が接続マネージャに正しく確立できませんでした。 指定された接続マネー
ジャ (Interchange)が実行していないか、または接続マネージャのアドレスが不正であ
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 :  Interchange Control Utilityの STATUSコマンドを使用して、接続マネー
ジャが実行していることを確認してください。必要ならば、 Interchange Control Utility
の STARTコマンドを使用して、 接続マネージャを起動してください。 実行しているのに
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。 

TNS-00010: NS文脈をフラッシュ中にエラーが発生しました文脈をフラッシュ中にエラーが発生しました文脈をフラッシュ中にエラーが発生しました文脈をフラッシュ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  NSの内部エラー ; 接続が失わ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 :  接続が正しく確立されていること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。 

TNS-00011: INTCTL: 接続マネージャを起動中にエラーが発生しました接続マネージャを起動中にエラーが発生しました接続マネージャを起動中にエラーが発生しました接続マネージャを起動中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャ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 :  実行ファイルが標準 Oracle実行可能空間に存在することを確認してくださ
い。 構成ファイル INTCHG.ORAを参照してエラーを見つけ、TNSNET.ORAで指定さ
れたように、その他のプロセスがこの接続マネージャの ADDRESS(es)を使用していな
いことを確認してください。 接続マネージャでトレースをオンにすると、決定されたエ
ラーの理由についての詳細情報が表示されます。 トレースをオンにする方法についは、
『MultiProtocol Interchange Administrator's Guide』およびこのマニュアルの第 2章を参
照してください。 

TNS-00012: INTCTL: 接続マネージャの要求を処理中にエラーが発生しました接続マネージャの要求を処理中にエラーが発生しました接続マネージャの要求を処理中にエラーが発生しました接続マネージャの要求を処理中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  不正なコマンドが接続マネージャに送信されたか、または接続マネージャが応答
していません。 通常ユーザーには表示されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいアドレスが TNSNAMES.ORAおよび TNSNET.ORA、 TNSNAV.ORA
構成ファイルにリストされていることを検証してください。 Interchange Control Utility
の STATUSコマンドを使用して 、接続マネージャが実行していることを確認してくだ
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。 

TNS-00013: INTCTL: NS切断コマンドを実行中にエラーが発生しました切断コマンドを実行中にエラーが発生しました切断コマンドを実行中にエラーが発生しました切断コマンドを実行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  NSの内部エラーです。 接続のクローズ中に、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 :  使用されているネットワーク・プロトコルが、マシンに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。 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。 

TNS-00014: INTCTL: 端末入力チャネルをオープン中にエラーが発生しました端末入力チャネルをオープン中にエラーが発生しました端末入力チャネルをオープン中にエラーが発生しました端末入力チャネ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 :  標準端末入力をオープンできませんでした。 内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常ユーザーには表示されません。 INTCTL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。 

TNS-00015: INTCTL: 端末入力チャネルをクローズ中にエラーが発生しました端末入力チャネルをクローズ中にエラーが発生しました端末入力チャネルをクローズ中にエラーが発生しました端末入力チャネルをクローズ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  端末入力チャネルをクローズできませんでした。 内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常ユーザーには表示されません。 INTCTL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。 

TNS-00016: INTCTL: NS送信コマンドを実行中にエラーが発生しました送信コマンドを実行中にエラーが発生しました送信コマンドを実行中にエラーが発生しました送信コマンドを実行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  NSの内部エラーです。 接続が失わ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。 

TNS-00017: INTCTL: NS受信コマンドを実行中にエラーが発生しました受信コマンドを実行中にエラーが発生しました受信コマンドを実行中にエラーが発生しました受信コマンドを実行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  NSの内部エラーです。 接続が失われた可能性があります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  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。 

TNS-00018: INTCTL: TNS_ADMINが定義されていませんが定義されていませんが定義されていませんが定義されていません。。。。
原原原原因因因因 :  TNS_ADMINポインタが不正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 :  処置は必要ありません。違うネットワーク環境を使用する場合のみ、
TNS_ADMINを設定してください。 

TNS-00019: INTCTL: 各国語インタフェースの初期化中にエラーが発生しました各国語インタフェースの初期化中にエラーが発生しました各国語インタフェースの初期化中にエラーが発生しました各国語インタフェースの初期化中に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 :  Oracle環境が設定されており、メッセージ・ファイルが正しい位置にあるこ
とを確認してください。 

TNS-00020: INTCTL: TNSNAV.ORAににににNAVIGATOR_DATA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 :  TNSNAV.ORAには NAVIGATOR_DATAコンポーネントがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Navigatorに ADDRESS(es)を定義し、INTCTLプログラムを再起動してく
ださい。 

TNS-00021: INTCTL: INTCHG.ORAにににに INTERCHANGE_DATA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 :  INTCHG.ORAには INTERCHANGE_DATAコンポーネントがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続マネージャに正しいデータを定義し、INTCTLプログラムを再起動して
ください。 

TNS-00022: INTCTL: INTCHG.ORAにににに CMANAGER_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 :  INTCHG.ORAには CMANAGER_NAMEコンポーネントがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CMANAGER_NAMEに名前を定義し、 INTCTLプログラムを再起動してく
ださい。 Oracle Network Managerを使用すると、このエラーは解決されます。 

TNS-00023: INTCTL: configファイルファイルファイルファイルにににに ADDRESS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 :  構成ファイルには ADDRESS/ADDRESS_LISTコンポーネントがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNSNET.ORAファイルに接続マネージャ ADDRESSを定義し、
TNSNAV.ORAファイルの Navigator ADDRESSを確認して、INTCTLプログラムを再
起動してください。 

TNS-00024: INTCTL: 接続マネージャのアドレスを取得す接続マネージャのアドレスを取得す接続マネージャのアドレスを取得す接続マネージャのアドレスを取得するるるる Navigator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 :  Navigatorが実行していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Navigatorで状態要求を実施して Navigatorが実行していることを検証して
ください (Interchange Control Utilityのコマンド STATUSを使用してください )。 必要な
らば、Interchange Control Utilityを使用して Navigatorを起動してください。ネット
ワークが正しく構成されていることを検証してください。可能ならば、 Oracle Network 
Managerを使用して構成ファイルを生成してください。 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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TNS-00025: INTCTL: ORACLE環境が正しく設定されていません環境が正しく設定されていません環境が正しく設定されていません環境が正しく設定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ORACLE環境が正しく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 :  Oracle環境の設定方法に関する情報については、プラットフォームの Oracle
オペレーティング・システム固有ドキュメントを参照してください。 修正して、
INTCTLを再実行してください。 Oracle環境が、正しいディレクトリを含むことを確認
してください。 

TNS-00026: INTCTL: TNS_ADMINディレクトリを設定し、それを使用中ですディレクトリを設定し、それを使用中ですディレクトリを設定し、それを使用中ですディレクトリを設定し、それを使用中です。。。。
原原原原因因因因 :  TNS_ADMIN環境変数が正しく設定されています。 INTCTLは TNS_ADMIN
ディレクトリを使用します。 これは、情報メッセージにすぎません。 TNS_ADMINディ
レクトリではなくデフォルト・ディレクトリを使用する場合、TNS_ADMINを再設定
し再実行してください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00027: INTCTL: Navigator名名名名 /アドレスを決定できませんでしたアドレスを決定できませんでしたアドレスを決定できませんでしたアドレスを決定できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  定義をアドレスする Navigatorの名前が欠落しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNSNAMES.ORAファイルを調べて、それが指定された名前の定義を含む
ことを確認してください。 

TNS-00028: INTCTL: 接続マネージャ接続マネージャ接続マネージャ接続マネージャ名名名名 /アドレスを決定できませんでしたアドレスを決定できませんでしたアドレスを決定できませんでしたアドレスを決定できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャの名前には Navigatorが認識する定義がないか、または
TNSNAMES.ORAファイルで使用可能な名前 /アドレスではありません。 
INTCHG.ORAファイルで名前が不正な可能性もあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続マネージャの名前が、Navigatorに読み込まれる TNSNET.ORAファイ
ルにあるか、または TNSNAMES.ORAファイルにあることを検証してください。 
INTCHG.ORAが正しいことを確認してください。 

TNS-00031: INTCTL: NTの内部エラーですの内部エラーですの内部エラーですの内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  インストールされたプロトコル・アダプタにインタフェース中に、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 :  通常ユーザーには表示されません。 INTCTLの再起動を試行してください。 
エラーが繰り返される場合は、製品のインストレーションを確認してください。 製品の
インストレーションが正しい場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。 

TNS-00032: INTCTL: NSの内部エラーですの内部エラーですの内部エラーですの内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  TNSとのインタフェース中に、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 :  通常ユーザーには表示されません。 INTCTLの再起動を試行してください。
エラーが繰り返される場合は、製品のインストレーションを確認してください。 製品の
インストレーションが正しい場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。 
                                                                    メッセージおよびコード 10-25



NR エラー・メッセージ : TNS-00001 ～ 00099
TNS-00033: INTCTL: NLの内部エラーですの内部エラーですの内部エラーですの内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  内部 TNSモジュール NLの問題です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常ユーザーには表示されません。 INTCTLの再起動を試行してください。 
エラーが繰り返される場合は、製品のインストレーションを確認してください。 製品の
インストレーションが正しい場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。 

TNS-00034: INTCTL: NRの内部エラーの内部エラーの内部エラーの内部エラーでででですすすす。。。。
原原原原因因因因 :  内部 Interchangeルーチンの問題です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常ユーザーには表示されません。 INTCTLの再起動を試行してください。 
エラーが繰り返される場合は、製品のインストレーションを確認してください。 製品の
インストレーションが正しい場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくだ
さい。 

TNS-00035: INTCTL: フル・ファイル名を作成中に、エラーが発生しましたフル・ファイル名を作成中に、エラーが発生しましたフル・ファイル名を作成中に、エラーが発生しましたフル・ファイル名を作成中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルまたは環境変数へのパス名が不正なため、フル・パスをファイル名に作
成中に問題が発生しました。 ルックアップされたファイルは、TNSNAMES.ORA、
TNSNAV.ORA、INTCHG.ORAおよび Navigatorと接続マネージャのエラー・ファイル
を含みます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  環境変数がすべて正しく定義され、構成ファイルがすべて正しい場所に存在
することを確認してください。 

TNS-00036: INTCTL: Navigatorまたは接続マネージャのエラー・ファイル読込みエラーまたは接続マネージャのエラー・ファイル読込みエラーまたは接続マネージャのエラー・ファイル読込みエラーまたは接続マネージャのエラー・ファイル読込みエラー。。。。
原原原原因因因因 :  起動に失敗した時、 Navigatorまたは接続マネージャに生成されたエラー・ファ
イルを Navigatorまたは接続マネージャから読み込むときに、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 :  標準ネットワーク・エラー・ディレクトリが存在し、ディレクトリの権限が
すべて適切であることを確認してください。 

TNS-00037: INTCTL: Navigator/接続マネージャのエラー・ファイルのオープン・エラー接続マネージャのエラー・ファイルのオープン・エラー接続マネージャのエラー・ファイルのオープン・エラー接続マネージャのエラー・ファイルのオープン・エラー。。。。
原原原原因因因因 :  起動に失敗した時、Navigatorまたは接続マネージャのエラー・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 :  ネットワーク・エラー・ディレクトリが存在し、ディレクトリの権限がすべ
て適切であることを確認してください。 

TNS-00038: INTCTL: アドレスまたはコマンド文字列の形式が不完全ですアドレスまたはコマンド文字列の形式が不完全ですアドレスまたはコマンド文字列の形式が不完全ですアドレスまたはコマンド文字列の形式が不完全です。。。。
原原原原因因因因 :  Navigatorまたは接続マネージャのどちらかにメッセージの送信を試行中、受け
入れられない文字列が検出されました。Navigatorまたは接続マネージャのどちらかに
指定されたアドレスが、不正に作成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 :  構成ファイル (TNSNAMES.ORA、TNSNAV.ORAまたは TNSNET.ORA)の
アドレス文字列をすべて調べ、形式が正しいことを確認してください。 可能ならば、
Oracle Network Managerを使用してファイルを再生成してください。 すべてに問題がな
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。 
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TNS-00039: INTCTL: プロセスを生成中にエラーが発生しましたプロセスを生成中にエラーが発生しましたプロセスを生成中にエラーが発生しましたプロセスを生成中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部オペレーティング・システム依存の問題のため、プロセスを生成中にエラー
が検出されました。 マシン・リソースが制限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 :  コマンドを再試行してください。 Interchange実行可能の許可および検索パス
の現行の設定を確認してください。 必要ならば、その他のアプリケーションを終了して
マシン・リソースを解放してください。 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。 

TNS-00040: INTCTL: トレース・コンテキストの初期化に失敗しましたが、続行中ですトレース・コンテキストの初期化に失敗しましたが、続行中ですトレース・コンテキストの初期化に失敗しましたが、続行中ですトレース・コンテキストの初期化に失敗しましたが、続行中です。。。。
原原原原因因因因 :  INTCHG.ORAのエラーのため、またはユーザーの権限が不正か、ファイルが存
在しないために、指定されたトレース・ファイルのオープン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 :  構成ファイルの権限を確認し、確実にすべてが正しい場所に存在するように
してください。 

TNS-00041: INTCTL: Navigator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。。。。 起動操作は取り消されました起動操作は取り消されました起動操作は取り消されました起動操作は取り消されました。。。。
原原原原因因因因 :  Navigatorがすでに実行しており、同じアドレスでリスニングしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ありません。Navigatorがすでに実行しています。

TNS-00042: INTCTL: CMANAGER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。。。。 起動操作は取り消されまし起動操作は取り消されまし起動操作は取り消されまし起動操作は取り消されまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャがすでに実行しており、同じアドレスにリスニングしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ありません。接続マネージャがすでに実行しています。

TNS-00043: CMANAGERは接続されたままですが、それでも停止しますは接続されたままですが、それでも停止しますは接続されたままですが、それでも停止しますは接続されたままですが、それでも停止しますかかかか (y/n)?
原原原原因因因因 :  停止しようとしている CMANAGERは接続されたままです。 これは確認メッセー
ジです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  「y」または「n」を押して、応答してください。「y」を押すと、アクティブ
なデータベース接続は削除されます。これは一般に回避したほうがいいでしょう。

TNS-00044: INTCTL: 接続マネージャとコンタクトするに接続マネージャとコンタクトするに接続マネージャとコンタクトするに接続マネージャとコンタクトするにはははは INTCHG.ORAファイルが必要ファイルが必要ファイルが必要ファイルが必要
ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  正しいディレクトリに INTCHG.ORAが存在しないのに、デフォルトの
Connection Manager (Interchange)とコンタク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 :  Oracle Network Managerを使用して、INTCHG.ORAファイルを作成して
ください。 INTCHG.ORAファイルが正しいディレクトリにあり、コンタクトする接続
マネージャの正しい名前を含んでいることを確認してください。 

TNS-00045: INTCTL: そのアドレスでそのアドレスでそのアドレスでそのアドレスではははは Navigatorとコンタクトできませんとコンタクトできませんとコンタクトできませんとコンタクトできません。。。。
原原原原因因因因 :  応答しない特定のアドレスで、Navigatorとコンタク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 :  TNSNAV.ORAファイルでそのアドレスを確認してください。 Navigatorが、
実際にそのアドレスでリスニングしていることを確認してください。 
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TNS-00046: INTCTL: そのアドレスでそのアドレスでそのアドレスでそのアドレスではははは CMANAGERとコンタクトできませんとコンタクトできませんとコンタクトできませんとコンタクトできません。。。。
原原原原因因因因 :  応答しない特定のアドレスで、CMANAGERとコンタク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 :  TNSNET.ORAファイルが、そのアドレスを含んでいることを検証してくだ
さい。 INTCTL STATUSコマンドを使用して、CMANAGERが実際にそのアドレスでリ
スニングしていることも確認してください。 必要ならば、INTCTL STARTコマンドを使
用して接続マネージャを起動してください。 

TNS-00060: INTCTL: 不正なコマン不正なコマン不正なコマン不正なコマンドドドド : リモーリモーリモーリモートトトト Interchangeで使えるので使えるので使えるので使えるのはははは STATUSのみでのみでのみでのみで
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが存在しないコマンドを入力したか、または STATUS以外の要求をリ
モート Interchangeに行おうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なコマンドのリストについては、『MultiProtocol Interchange 
Administrator’s Guide』を調べるか、HELP とタイプしてください。 

TNS-00061: INTCTL: 不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラーーーー : トレース・レベルの指定が必要でトレース・レベルの指定が必要でトレース・レベルの指定が必要でトレース・レベルの指定が必要で
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーはトレース・レベル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 :  トレース・レベルを指定して、コマンドを再試行してください。 

TNS-00062: INTCTL: 不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラーーーー : ヘルプ表示ヘルプ表示ヘルプ表示ヘルプ表示はははは help/h/?を入力しまを入力しまを入力しまを入力しま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが無効なコマンドを入力しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なコマンドのリストについては、『MultiProtocol Interchange 
Administrator’s Guide』を調べるか、HELP とタイプしてください。 

TNS-00063: INTCTL: バッファ用のメモリー割当てに失敗しましたバッファ用のメモリー割当てに失敗しましたバッファ用のメモリー割当てに失敗しましたバッファ用のメモリー割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  INTCTL が内部バッファ用のメモリー割当てに失敗しました。 

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。 

TNS-00064: INTCTL: INTCHG.ORAにににに CMANAGER_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 :  INLTLは INTCHG.ORAに CMANAGER_NAMEパラメータを見つけることが
できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTCHG.ORAファイルが正しい構造になっているかを確認してください。 

TNS-00065: INTCTL: コマンドはリモートで実行できませんコマンドはリモートで実行できませんコマンドはリモートで実行できませんコマンドはリモートで実行できません。。。。
原原原原因因因因 :  状態およびバージョン以外のコマンドがリモートから実行されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  状態およびバージョン以外のコマンドを実行する必要がある場合には、
Interchangeマシンで intctl を実行してください。 
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TNS-00100: 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 :  マシン上のメモリー不足です。 

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。 

TNS-00101: ファイル操作エラーファイル操作エラーファイル操作エラーファイル操作エラー 
原原原原因因因因 :  特定のファイルに読込みまたは書込みアクセス中に、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 :  ログおよびトレース・ファイルの位置に対して、オペレーティング・システ
ム・アクセスがあるかどうか調べてください。 

TNS-00102: キーワード値のバインディング操作エラーですキーワード値のバインディング操作エラーですキーワード値のバインディング操作エラーですキーワード値のバインディング操作エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  通常ユーザーには表示されません。 メモリー不足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 :  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。 

TNS-00103: パラメータ・ファイルのロード・エラーですパラメータ・ファイルのロード・エラーですパラメータ・ファイルのロード・エラーですパラメータ・ファイルのロード・エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータ・ファイル・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 :  Interchange に必要なパラメータ・ファイル (TNSNAV.ORA、TNSNET.ORA 
および INTCHG.ORA)がすべて存在するかどうかを確認してください。 これらのファイ
ルが存在し、正しく構成されている場合には、トレースをオンにして、操作を繰り返し
てください。 トレースが完了したら、トレースをオフにしてください。 トレース・ファ
イルでパラメータ・ロード・プロセスでのエラーを調べてください。 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。 

TNS-00104: データ・ストリームデータ・ストリームデータ・ストリームデータ・ストリーム open/access にエラーがありますにエラーがありますにエラーがありますにエラーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  Interchange のログまたはトレース・ファイルのデータ・ストリームがオープン
また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 :  Oracleファイルおよびディレクトリに対する読取り /書込み許可を確認して
ください。 

TNS-00105: トレースを初期化できませんでしたトレースを初期化できませんでしたトレースを初期化できませんでしたトレースを初期化できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  INTCHG.ORA ファイルが正しく構成されていません。 指定されたトレース・パ
ラメータを調べてください。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  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。 

TNS-00106: ログ・ファイルのオープンに失敗しましたログ・ファイルのオープンに失敗しましたログ・ファイルのオープンに失敗しましたログ・ファイルのオープンに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アクセスまたは書込み許可が取得できないため、ログ・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 :  ログ・ファイルのディレクトリが存在するかどうか、アクセス可能かどうか
を調べてください。 
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TNS-00107: TNSグローバル・データを初期化できませんグローバル・データを初期化できませんグローバル・データを初期化できませんグローバル・データを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  通常ユーザーには表示されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  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。 

TNS-00108: TNS_ADMINが定義されていませんが定義されていませんが定義されていませんが定義されていません。。。。
原原原原因因因因 :  TNS_ADMIN ポインタ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 :  TNS_ADMIN ポインタを設定してからアプリケーションを実行してくださ
い。 

TNS-00109: メッセージを印刷できません。メモリー不足ですメッセージを印刷できません。メモリー不足ですメッセージを印刷できません。メモリー不足ですメッセージを印刷できません。メモリー不足です。。。。
原原原原因因因因 :  メモリー不足なためメッセージの印刷に失敗しました。 通常ユーザーには表示さ
れません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  マシンのリソースを増やしてください。 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。 

TNS-00110: TNSNET.ORAファイルからネットワークを初期化できませんファイルからネットワークを初期化できませんファイルからネットワークを初期化できませんファイルからネットワークを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  ネットワーク・ファイルのネットワーク情報が不十分です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  少なくとも 1つの Interchangeが TNSNET.ORAに定義されるように、ネッ
トワーク構成データを修正してください。 

TNS-00111: ファイルから構成データの取得に失敗しましたファイルから構成データの取得に失敗しましたファイルから構成データの取得に失敗しましたファイルから構成データの取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ネットワーク・ファイル TNSNET.ORA または TNSNAV.ORA の構成情報が不十
分です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNSNET.ORA および TNSNAV.ORA が正しいかどうか調べてください。 

TNS-00112: 構成ファイル名が見つかりません構成ファイル名が見つかりません構成ファイル名が見つかりません構成ファイル名が見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  指定された構成ファイル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 :  構成ファイルが存在するかどうか確認してください。 

TNS-00113: エラー・ログファイルのオープンに失敗しましたエラー・ログファイルのオープンに失敗しましたエラー・ログファイルのオープンに失敗しましたエラー・ログファイルのオープンに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ナビゲータまたは接続マネージャの起動時に、ログ・ファイルがオープンできま
せんでした。読取りまたは書込み許可に問題があるか、ディレクトリが存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  標準エラー・ディレクトリを作成するか、ディレクトリが存在する場合に
は、Interchange 実行プロセスが書き込めるように設定してください。 

TNS-00114: 内部エラー内部エラー内部エラー内部エラー - アドレスの割当てが実施されませんでしたアドレスの割当てが実施されませんでしたアドレスの割当てが実施されませんでしたアドレスの割当てが実施されませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。 このエラーは通常は発生しません。 

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。 

TNS-00115: ポンプのグローバル・バッファを割り振れませんポンプのグローバル・バッファを割り振れませんポンプのグローバル・バッファを割り振れませんポンプのグローバル・バッファを割り振れません。。。。
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原原原原因因因因 :  メモリー不足のため、ポンプ・バッファが割り当てられません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  INTCHG.ORAの PUMP_BUFFERSの数を少なくしてください。 

TNS-00116: ポンプの初期配分に失敗しましたポンプの初期配分に失敗しましたポンプの初期配分に失敗しましたポンプの初期配分に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  新しいポンプに接続を割り当てているときに、エラーが発生しました。 このエ
ラーは、マシン・リソース不足が原因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 :  接続を再試行してください。このような障害が発生した場合、ポンプは回復
しなければなりません。 マシン・リソースに問題がある場合には、リソースを追加する
か、アクティブなアプリケーションをいくつかシャットダウンしてください。 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 。 

TNS-00117: 内部エラー内部エラー内部エラー内部エラー - ポンプにデータが渡されませんでしたポンプにデータが渡されませんでしたポンプにデータが渡されませんでしたポンプにデータが渡されませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。 予想されたデータ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 :  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。 

TNS-00119: INTCHG.ORAにににに PUMP_CONNECTIONS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 :  INTCHG.ORA に PUMP_CONNECTIONSパラメータ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 :  PUMP_CONNECTIONSパラメータを INTCHG.ORAに追加してください。 
このファイルが Oracle Network Managerによって生成されている場合には、 このエ
ラーは発生しません。 

TNS-00120: INTCHG.ORAにににに PUMPS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 :  PUMPSパラメータ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 :  適切な数の PUMPS を INTCHG.ORA に追加してください。 Oracle Network 
Managerを使用して構成ファイルを生成してください。 

TNS-00121: INTCHG.ORAにににに CMANAGER_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 :  CMANAGER_NAMEパラメータ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 :  INTCHG.ORAに CMANAGER_NAMEパラメータを定義してください。そ
の Interchangeで TNSNET.ORAに使用された CMANAGER_NAMEパラメータと一致
する必要があります。 Oracle Network Managerが使用されている場合は、以上のことが
自動的に行われます。 

TNS-00122: TNSNET.ORAファイルファイルファイルファイルにににに ADDRESS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 :  ADDRESSまたは ADDRESS_LISTパラメータが TNSNET.ORAで指定されてい
ません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNSNET.ORAファイルで接続マネージャに有効な ADDRESS のセットを定
義してください。 

TNS-00123: 構成され構成され構成され構成されたたたた ADDRESSではリスニングをではリスニングをではリスニングをではリスニングを実実実実施できません施できません施できません施できません。。。。
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原原原原因因因因 :  別のプロセスがすでにこのアドレスでリスニングしているか、または ADDRESS
が不正に定義されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNSNET.ORAで (接続マネージャに )定義された ADDRESS(es)を調べて、
エラーを見つけてください。 別のプログラムがそのアドレスを使用していないことを検
証してください。 

TNS-00124: 内部エラー内部エラー内部エラー内部エラー - 空のアドレスは作成できません空のアドレスは作成できません空のアドレスは作成できません空のアドレスは作成できません。。。。
原原原原因因因因 :   内部エラーです。 このエラーは通常は発生しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  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。 

TNS-00125: TNSNET.ORAのののの Interchange番号の取得に失敗しました番号の取得に失敗しました番号の取得に失敗しました番号の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  TNSNET.ORAファイル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 :  TNSNET.ORAの内容と出力されたエラーを確認してください。 Oracle 
Network Managerを使用してファイルを再生成してください。 

TNS-00126: TNSNET.ORAに接続マネージャ名およびアドレスがありませんに接続マネージャ名およびアドレスがありませんに接続マネージャ名およびアドレスがありませんに接続マネージャ名およびアドレスがありません。。。。
原原原原因因因因 :  INTCHG.ORAで指定されている交換する名前が TNSNET.ORAファイルに定義
されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続マネージャ名 1つおよびアドレス・セットを、ネットワーク内の各
Interchangeに定義してください。 Oracle Network Managerを使用してファイルを再生
成してください。 

TNS-00127: TNSNET.ORAに接続マネージャ名がありませんに接続マネージャ名がありませんに接続マネージャ名がありませんに接続マネージャ名がありません。。。。
原原原原因因因因 :  1つまたは複数の接続マネージャ名がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  各の接続マネージャ名を TNSNET.ORAに定義してください。 Oracle 
Network Managerを使用して TNSNET.ORAを再生成してください。 

TNS-00128: TNSNET.ORAにににに COMMUNITY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 :  1つまたは複数の ADDRESSに、COMMUNITYが割り当てられていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのアドレスが TNSNET.ORAで定義された COMMUNITYを持つこと
を確実にしてください。 

TNS-00129: 内部エラー内部エラー内部エラー内部エラー - コミュニティの新規作成に失敗しましたコミュニティの新規作成に失敗しましたコミュニティの新規作成に失敗しましたコミュニティの新規作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。 このエラーは通常は発生しません。 マシンにリソース制限の問
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 :  Interchangeを停止して、再起動してください。 可能ならば 、マシンに使用
可能なメモリーを増やしてください。 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 。 

TNS-00130: Interchangeの内部アドレスの作成に失敗しましたの内部アドレスの作成に失敗しましたの内部アドレスの作成に失敗しましたの内部アドレスの作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  TNSNET.ORAのリストされたアドレスの 1つにエラーがあります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Interchanges定義中のエラーについては、ファイルを調べてください。 

TNS-00131: TNSNET.ORAのののの COMMUNITY_COST_LISTにににに COMMUNITYがありませがありませがありませがありませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  TNSNET.ORAの COMMUNITY_COST_LIST内に、COMMUNITYのキーワード
-値の組み合わせがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  COMMUNITY名および対応する COMMUNITY_COST_LISTの COSTでコ
ミュニティを定義してください。 

TNS-00132: COST値にはゼロより値にはゼロより値にはゼロより値にはゼロより大大大大きい整数が必要ですきい整数が必要ですきい整数が必要ですきい整数が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  コミュニティがゼロ COSTで TNSNET.ORAに定義されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ゼロより大きい代替値を割り当ててください。

TNS-00133: TNSNAV.ORAにににに LOCAL_COMMUNITIESフィールドがありませんフィールドがありませんフィールドがありませんフィールドがありません。。。。
原原原原因因因因 :  TNSNAV.ORAファイルが正しく構成されていません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LOCAL_COMMUNITIESフィールドを正しく TNSNAV.ORAに定義してく
ださい。 

TNS-00134: TNSNAV.ORAで、で、で、で、Navigatorのアドレスのアドレスのアドレスのアドレスにににに COMMUNITYコンポーネントがコンポーネントがコンポーネントがコンポーネントが
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 :  Navigatorの指定されたアドレスに COMMUNITY名がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NAVIGATOR_ADDRESSESフィールドのアドレスすべてが、TNSNAV.ORA
ファイルの COMMUNITYエントリを持っていることを確実にしてください。 

TNS-00135: TNSエラー・メッセージ・ファイルがありませんエラー・メッセージ・ファイルがありませんエラー・メッセージ・ファイルがありませんエラー・メッセージ・ファイルがありません。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージ・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 :  ORACLE環境がプラットフォームに正しく設定されており、正しいエラー・
メッセージ・ファイルを含むメッセージ・ディレクトリがあることを確実にしてくださ
い。 

TNS-00136: TNSエラー・メッセージの製エラー・メッセージの製エラー・メッセージの製エラー・メッセージの製品品品品 /機能が登録されませんでした機能が登録されませんでした機能が登録されませんでした機能が登録されませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・メッセージ・ファイル・エラー 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORACLE環境がプラットフォームに正しく設定されており、正しいエラー・
メッセージ・ファイルを含むメッセージ・ディレクトリがあることを確実にしてくださ
い。 

TNS-00137: TNSエラー・メッセージ・ファイルの登録に失敗しましたエラー・メッセージ・ファイルの登録に失敗しましたエラー・メッセージ・ファイルの登録に失敗しましたエラー・メッセージ・ファイルの登録に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  TNSエラー・メッセージ・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 :  ORACLE環境がプラットフォームに正しく設定されており、正しいエラー・
メッセージ・ファイルを含むメッセージ・ディレクトリがあることを確実にしてくださ
い。 
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TNS-00138: ORACLE実行ディレクトリの検索に失敗しました実行ディレクトリの検索に失敗しました実行ディレクトリの検索に失敗しました実行ディレクトリの検索に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ORACLE環境が正しく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 :  ORACLE環境が正しく設定され、エラー・メッセージが正しい位置にある
かを確認してください。 

TNS-00139: 内部内部内部内部 - Interchangeリスナから渡されたデータは不完全な形式ですリスナから渡されたデータは不完全な形式ですリスナから渡されたデータは不完全な形式ですリスナから渡されたデータは不完全な形式です。。。。
原原原原因因因因 :  Interchangeにおいて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 :  INTCTL VERSIONコマンドを使用して、Interchange製品の互換性のあるコ
ンポーネントを使用していることを確認してください。 問題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。 

TNS-00140: 指定され指定され指定され指定されたたたた Interchangeは、ネットワーク表で見つかりませんは、ネットワーク表で見つかりませんは、ネットワーク表で見つかりませんは、ネットワーク表で見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  制御の要求に指定された Interchange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 :  指定された Interchangeが TNSNET.ORAにあることを確認してください。 

TNS-00141: ファイル・ストリーム情報の取得に失敗しましたファイル・ストリーム情報の取得に失敗しましたファイル・ストリーム情報の取得に失敗しましたファイル・ストリーム情報の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル・ストリーム・パッケージ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 :  なし。 

TNS-00142: TNSNAV.ORAのコミュニティが不適当ですのコミュニティが不適当ですのコミュニティが不適当ですのコミュニティが不適当です。。。。
原原原原因因因因 :  TNSNAV.ORAの LOCAL_COMMUNITIES登録のコミュニティが、
NAVIGATOR_ADDRESSES登録のコミュニティすべてと一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  NAVIGATOR_ADDRESSESのすべてのコミュニティが、
LOCAL_COMMUNITIESコンポーネントのコミュニティと一致することを確認してく
ださい。 

TNS-00143: TNSNAV.ORAにあにあにあにあるるるる PREFERRED_CMANAGERS登録が不適当です登録が不適当です登録が不適当です登録が不適当です。。。。
原原原原因因因因 :  TNSNAV.ORAにある PREFERRED_CMANAGERS登録が、Connection 
Managerに使用されています。 Interchangeの TNSNAV.ORAには、 
PREFERRED_NAVIGATORS登録のみがあるはずです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNSNAV.ORAから PREFERRED_CMANAGERS登録を削除して、
PREFERRED_NAVIGATORS登録が存在しないか、またはそれが正しいことを確認して
ください。 

TNS-00144: INTCHG.ORAで指定されていで指定されていで指定されていで指定されているるるる PUMP_CONNECTIONS値が大きすぎ値が大きすぎ値が大きすぎ値が大きすぎまままますすすす。。。。 
原原原原因因因因 :  INTCHG.ORAで指定されている PUMP_CONNECTIONSの数が大きすぎて、こ
のプラットフォームではサポートできません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PUMP_CONNECTIONS数の最大値については、Oracleオペレーティング・
システムそれぞれのマニュアルを参照してください。 

TNS-00145: INTCHG.ORAで指定されていで指定されていで指定されていで指定されているるるる PUMPS値が大きすぎます値が大きすぎます値が大きすぎます値が大きすぎます。。。。
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原原原原因因因因 :  INTCHG.ORAで指定されている PUMPSの数が大きすぎて、このプラット
フォームではサポートできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PUMPS数の最大値については、Oracleオペレーティング・システムそれぞ
れのマニュアルを参照してください。 

TNS-00146: 内内内内部部部部 -- ポンプの範囲内でデータ要求を再試行してくださいポンプの範囲内でデータ要求を再試行してくださいポンプの範囲内でデータ要求を再試行してくださいポンプの範囲内でデータ要求を再試行してください。。。。
原原原原因因因因 :  ポンプからデータを受け取るために用意されたデータ空白が小さすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  大きなバッファで操作を再試行してください。 

TNS-00147: あらかじめ生成されているポンプの開始に失敗しましたあらかじめ生成されているポンプの開始に失敗しましたあらかじめ生成されているポンプの開始に失敗しましたあらかじめ生成されているポンプの開始に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャが、起動時にポンプを開始できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構成パラメータをすべて調べて、正しいことを確認してください。 トレース
をオンにして、失敗が発生した空間を判別してください。 

TNS-00200: コンテキストコンテキストコンテキストコンテキストでででで nsanswerを実行できません。結を実行できません。結を実行できません。結を実行できません。結果果果果 =str 
原原原原因因因因 :  サービスのリクエスタが異常終了したか、またはオプションの折衝に失敗した可
能性があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再度接続を試みてください。 問題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。 

TNS-00201: 応答接続データを読込みできません応答接続データを読込みできません応答接続データを読込みできません応答接続データを読込みできません :str:
原原原原因因因因 :  形式が不正な接続データが Interchange listenerに送信されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題が繰り返される場合は、Interchangeを使用してアプリケーションを調
べてください (アプリケーションがクローズまたはクラッシュしている可能性がありま
す )。 問題が見つけられない場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

TNS-00202: コールのリダイレクトに失敗しましたコールのリダイレクトに失敗しましたコールのリダイレクトに失敗しましたコールのリダイレクトに失敗しました。。。。 strにリダイレクトするつもりが、にリダイレクトするつもりが、にリダイレクトするつもりが、にリダイレクトするつもりが、strにににに
リダイレクトしましたリダイレクトしましたリダイレクトしましたリダイレクトしました。。。。 
原原原原因因因因 :  内部エラーにより、ポンプまたはその他 Interchange listenerにコールをリダイレ
クトできませんでしした。 原因としては、不十分なネットワークまたはマシン・リソー
スが考えられます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リソースを追加するか、実行しているアプリケーションをいくつかクローズ
して、リソースを空けてください。 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。 

TNS-00203: intlsnrでトレースを開始できませんでトレースを開始できませんでトレースを開始できませんでトレースを開始できません。。。。
原原原原因因因因 :  Interchange listenerにトレースを設定中に、失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Network トレース・ディレクトリのファイル許可を調べ、トレース・ファイ
ル名およびディレクトリが INTCHG.ORAに指定されている場合は、それらが正しいこ
とを確認してください。 
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TNS-00224: 接続が有効でなくなりました接続が有効でなくなりました接続が有効でなくなりました接続が有効でなくなりました。。。。
原原原原因因因因 :  INTCHG.ORAで構成された以上の接続が Interchangeに行われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Interchangeがビジーでなくなるまで待機するか、または INTCHG.ORAに
許可される接続数を変えて Interchangeを再起動してください。 

TNS-00225: 接続をポンプに配分できません接続をポンプに配分できません接続をポンプに配分できません接続をポンプに配分できません。。。。
原原原原因因因因 :  実行可能ポンプが見つからないか、または特定マシンで現在実行しているプロセ
スが多すぎるために、ポンプを開始できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  マシンのプロセス数を削減するか、またはマシンのリソースを増加してくだ
さい。 

TNS-00226: ポンポンポンポンププププ numとコンタクトしてブロードキャスト・メッセーとコンタクトしてブロードキャスト・メッセーとコンタクトしてブロードキャスト・メッセーとコンタクトしてブロードキャスト・メッセージジジジ strを送信できまを送信できまを送信できまを送信できま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  特定のポンプをコールできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。ただし、問題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。 

TNS-00227: ポンプとコンタクト不能。接続マネージャでポンプ休止が宣言されましたポンプとコンタクト不能。接続マネージャでポンプ休止が宣言されましたポンプとコンタクト不能。接続マネージャでポンプ休止が宣言されましたポンプとコンタクト不能。接続マネージャでポンプ休止が宣言されました。。。。
原原原原因因因因 :  ポンプが親なしプロセスになりました。 プロトコル・アダプタが正しく作動して
いないか、マシンのネットワーク・リソースが使用され過ぎています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは致命的ではありません。親なしポンプが作動し続ける可能性が
あります。 Interchangeを再起動してください。 問題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。 

TNS-00228: ポンプ・データの検索中に障害が発生しましたポンプ・データの検索中に障害が発生しましたポンプ・データの検索中に障害が発生しましたポンプ・データの検索中に障害が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ポンプから渡されたデータの内部問題です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00229: コール中にエラーが発生しました。メッセージコール中にエラーが発生しました。メッセージコール中にエラーが発生しました。メッセージコール中にエラーが発生しました。メッセージ strを送信できませんでした。を送信できませんでした。を送信できませんでした。を送信できませんでした。: 
strstrstr 
原原原原因因因因 :  コールの宛先が使用不可です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00230: 新しいポンプ・プロセスを開始できません。新しいポンプ・プロセスを開始できません。新しいポンプ・プロセスを開始できません。新しいポンプ・プロセスを開始できません。:strstrプロトコル・アダプタ・エプロトコル・アダプタ・エプロトコル・アダプタ・エプロトコル・アダプタ・エ
ラーです。ラーです。ラーです。ラーです。: num 
原原原原因因因因 :  新しいプロセスを作成できません。マシンにプロセス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 :  Interchangeマシンでその他のアプリケーションを終了して、 マシンのリソー
スを空けてください。 問題が繰り返される場合は、マシンにメモリーがさらに必要であ
る可能性があります。 マシンにリソースが十分にあることが確実にもかかわらず、問題
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。 
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TNS-00231: ポンプが稼動していますポンプが稼動していますポンプが稼動していますポンプが稼動しています。。。。
原原原原因因因因 :  ポンプのログ・メッセージが Interchange listenerに送信されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00232: 接続を設定できません接続を設定できません接続を設定できません接続を設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  エラー・ログ・メッセージがポンプから送信され、コール文字列のエラーによる
接続の初期化中の失敗を示しています。ネットワークの問題か、またはリソースの制限
です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00233: Interchangeが宛先とコンタクトしようとしましたがが宛先とコンタクトしようとしましたがが宛先とコンタクトしようとしましたがが宛先とコンタクトしようとしましたが、、、、 エラエラエラエラーーーー :strstrstrで失敗しで失敗しで失敗しで失敗し
ましたましたましたました。。。。
原原原原因因因因 :  ポンプの宛先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 :  宛先を確認してください。 

TNS-00234: 失敗したコールの接続データです失敗したコールの接続データです失敗したコールの接続データです失敗したコールの接続データです。。。。 :CALL DATA =str RECEIVE DATA = :str: 
原原原原因因因因 :  接続データがエラー 00233に供給されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00235: 接続の異常終接続の異常終接続の異常終接続の異常終了了了了 :プロトコル・アダプタ・エラプロトコル・アダプタ・エラプロトコル・アダプタ・エラプロトコル・アダプタ・エラーーーー :str ; num, num, ; num, num
原原原原因因因因 :  接続の稼動が長すぎたか、または接続のその他のネットワーク・エラーのため、
ポンプが接続を異常終了しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00236: トレースの初期化に失敗しましたトレースの初期化に失敗しましたトレースの初期化に失敗しましたトレースの初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ポンプがトレース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 :  INTCHG.ORAが正しく構成されていることを確認してください。 

TNS-00237: 接続の拒否に失敗しました接続の拒否に失敗しました接続の拒否に失敗しました接続の拒否に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ポンプでエラーが発生する前に、接続が異常終了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 :  なし。 

TNS-00246: 接続マネージ接続マネージ接続マネージ接続マネージャャャャ : トレースの開始に失敗しましたトレースの開始に失敗しましたトレースの開始に失敗しましたトレースの開始に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Interchangeから制御プログラムにメッセージが戻されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00247: TNSNET.ORAファイルからの構成データをメモリーに割当てできませんファイルからの構成データをメモリーに割当てできませんファイルからの構成データをメモリーに割当てできませんファイルからの構成データをメモリーに割当てできません。。。。
原原原原因因因因 :  ナビゲータは、TNSNET.ORA構成ファイルのための十分なメモリー割当てに失
敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Interchangeの実行に使用可能なマシン・リソースを増加するか、またはマ
シンからその他の実行しているアプリケーションを削除してください。 
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TNS-00248: ファイファイファイファイルルルル :strから情報を取得できませんから情報を取得できませんから情報を取得できませんから情報を取得できません。。。。 :NRエラエラエラエラーーーー :numで終了していますで終了していますで終了していますで終了しています。。。。 
原原原原因因因因 :  TNSNAV.ORAの構成が不正か、または指定されたアドレスが別のアプリケー
ション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 :  TNSNAV.ORAファイルの構文を調べてください。必要であれば、新しいア
ドレスを割り当ててください。

TNS-00249: ファイファイファイファイルルルル :strからネットワーク構成データを読込みできません。エラからネットワーク構成データを読込みできません。エラからネットワーク構成データを読込みできません。エラからネットワーク構成データを読込みできません。エラーーーー :str 
原原原原因因因因 :  ネットワーク構成ファイル TNSNET.ORAがないか、またはその構成が不正で
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNSNET.ORAが正しく構成されているかを確認してください。 

TNS-00251: nstest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。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーのため、NSテスト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 :  問題が繰り返される場合は、ネットワークの問題か、またはマシンのリソー
ス制限がある可能性があります。 これらが問題の原因ではない時は、オラクル社カスタ
マー・サポートに連絡してください。 

TNS-00252: ルート要ルート要ルート要ルート要求求求求 :strをハンドルできませんをハンドルできませんをハンドルできませんをハンドルできません。。。。 
原原原原因因因因 :  要求されたコマンドが存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00253: ファイファイファイファイルルルル :strからのネットワーク構成データ読込みでエラーになりました。エからのネットワーク構成データ読込みでエラーになりました。エからのネットワーク構成データ読込みでエラーになりました。エからのネットワーク構成データ読込みでエラーになりました。エ
ララララーーーー :str 
原原原原因因因因 :  TNSNET.ORAの構成が不正か、または存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNSNET.ORAが正しく構成されているかを確認してください。 

TNS-00263: Navigator: 要求に失敗しました要求に失敗しました要求に失敗しました要求に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  特定の要求に失敗したとき、Navigatorから応答します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00264: Navigator: 構成データの再ロードに失敗しました構成データの再ロードに失敗しました構成データの再ロードに失敗しました構成データの再ロードに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ネットワーク構成の再ロードに失敗した時に、メッセージは Interchange制御に
送信されました。 TNSNET.ORAの構成が不正か、またはありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00265: Navigator: ネットワーク構成データが再ロードされましたネットワーク構成データが再ロードされましたネットワーク構成データが再ロードされましたネットワーク構成データが再ロードされました。。。。
原原原原因因因因 :  ネットワークの再ロードに成功した時に、メッセージが Interchange制御に送信
されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00266: Navigator: 不明な要求です不明な要求です不明な要求です不明な要求です。。。。
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Interchangeエラー・メッセージ : TNS-00100 ～ 00499
原原原原因因因因 :  要求が Navigatorに行われましたが、Navigatorは要求を認識しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00267: Navigator: 内部エラーです内部エラーです内部エラーです内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  このエラーは、要求が Navigatorに行われましたが、Navigatorは要求を認識し
ない時に、生成されます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00277: Navigator: 要求に失敗しました要求に失敗しました要求に失敗しました要求に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Navigatorから制御プログラムにメッセージが戻されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00278: Navigator: ログ・ファイルのオープンに失敗しましたログ・ファイルのオープンに失敗しましたログ・ファイルのオープンに失敗しましたログ・ファイルのオープンに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Navigatorから制御プログラムにメッセージが戻されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00279: Navigator: トレースの開始に失敗しましたトレースの開始に失敗しましたトレースの開始に失敗しましたトレースの開始に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Navigatorから制御プログラムにメッセージが戻されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00282: 接続マネージ接続マネージ接続マネージ接続マネージャャャャ : ログの強制に失敗しました。ロギングログの強制に失敗しました。ロギングログの強制に失敗しました。ロギングログの強制に失敗しました。ロギングはははは OFFですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャから制御プログラムにメッセージが戻されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00294: 接続マネージ接続マネージ接続マネージ接続マネージャャャャ : セキュリティは使用可能です。セキュリティは使用可能です。セキュリティは使用可能です。セキュリティは使用可能です。Interchangeを停止できませを停止できませを停止できませを停止できませ
んんんん。。。。
原原原原因因因因 :  安全性の高い接続マネージャが示す制御プログラムにメッセージが戻されまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00302: 接続マネージ接続マネージ接続マネージ接続マネージャャャャ : 不明な要求です不明な要求です不明な要求です不明な要求です。。。。
原原原原因因因因 :  Interchange制御プログラムに送信された要求が不明です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00305: Navigatorは無効は無効は無効は無効なななな /不明なトレース・レベルに直面しました不明なトレース・レベルに直面しました不明なトレース・レベルに直面しました不明なトレース・レベルに直面しました。。。。
原原原原因因因因 :  Navigatorに送り返されたメッセージが、無効なトレース・レベルを示していま
す。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいトレース・レベルで要求を再試行してください。 

TNS-00306: 接続マネージャは無効接続マネージャは無効接続マネージャは無効接続マネージャは無効なななな /不明なトレース・レベルに直面しました不明なトレース・レベルに直面しました不明なトレース・レベルに直面しました不明なトレース・レベルに直面しました。。。。
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Interchangeエラー・メッセージ : TNS-00100 ～ 00499
原原原原因因因因 :  接続マネージャに送り返されたメッセージが、無効なトレース・レベルを示して
います。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいトレース・レベルで要求を再試行してください。 

TNS-00308: Navigator: パラメータ・データを再読込み中、ログのオープンに失敗しましたパラメータ・データを再読込み中、ログのオープンに失敗しましたパラメータ・データを再読込み中、ログのオープンに失敗しましたパラメータ・データを再読込み中、ログのオープンに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Navigatorが制御プログラムに送信した要求は、パラメータ・データの再読込み
後ログ・ファイルをオープンできなかっ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 :  なし。 

TNS-00309: 接続マネージ接続マネージ接続マネージ接続マネージャャャャ : パラメータ・データを再読込み中、ログのオープンに失敗しまパラメータ・データを再読込み中、ログのオープンに失敗しまパラメータ・データを再読込み中、ログのオープンに失敗しまパラメータ・データを再読込み中、ログのオープンに失敗しま
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャが制御プログラムに送信した要求は、パラメータ・データの再読
込み後ログ・ファイルをオープンできなかっ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 :  なし。 

TNS-00310: Navigator: パラメータ・データを再読込み後、トレースの開始に失敗しましたパラメータ・データを再読込み後、トレースの開始に失敗しましたパラメータ・データを再読込み後、トレースの開始に失敗しましたパラメータ・データを再読込み後、トレースの開始に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Navigatorから制御プログラムにメッセージが戻されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00311: 接続マネージ接続マネージ接続マネージ接続マネージャャャャ : パラメータ・データを再読パラメータ・データを再読パラメータ・データを再読パラメータ・データを再読込込込込み後、トレースの開始に失敗しまみ後、トレースの開始に失敗しまみ後、トレースの開始に失敗しまみ後、トレースの開始に失敗しま
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャから制御プログラムにメッセージが戻されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00312: 接続マネージ接続マネージ接続マネージ接続マネージャャャャ : バージョン情報の取得に失敗しましたバージョン情報の取得に失敗しましたバージョン情報の取得に失敗しましたバージョン情報の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャから制御プログラムにメッセージが戻されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00313: Navigator: バージョン情報の取得に失敗しましたバージョン情報の取得に失敗しましたバージョン情報の取得に失敗しましたバージョン情報の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャから制御プログラムにメッセージが戻されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00314: プロトコル・アダプタ・エラプロトコル・アダプタ・エラプロトコル・アダプタ・エラプロトコル・アダプタ・エラーーーー :  num, num 
原原原原因因因因 :  プロトコル・アダプタ・エラーにメッセージ 233が付きます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 

TNS-00315: ポンプ・データ取得用の広範な接続データ空間の割当てに失敗しましポンプ・データ取得用の広範な接続データ空間の割当てに失敗しましポンプ・データ取得用の広範な接続データ空間の割当てに失敗しましポンプ・データ取得用の広範な接続データ空間の割当てに失敗しましたたたた : num 
原原原原因因因因 :  ポンプの統計表示取得に十分な大きさの空間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 :  なし。 

TNS-00316: ポンプのデータ・バッファを使い果たしましたポンプのデータ・バッファを使い果たしましたポンプのデータ・バッファを使い果たしましたポンプのデータ・バッファを使い果たしました。。。。
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NT エラー・メッセージ : TNS-00501 ～ 00999
原原原原因因因因 :  ポンプにデータ・バッファが少なすぎるため、Interchange はリソース制限です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題が繰り返される場合 (つまり、ログ・メッセージが多数ある場合 )は、
INTCHG.ORAのパラメータ PUMP_BUFFERSの値を増加して、ポンプ・バッファの数
をふやしてください。 それから停止して Interchangeを再起動し、変更を有効にしてく
ださい。 

TNS-00317: 接続マネージャとのコンタクトに失敗しました接続マネージャとのコンタクトに失敗しました接続マネージャとのコンタクトに失敗しました接続マネージャとのコンタクトに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャ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 :  接続マネージャを起動して、再試行してください。 

NT エラー・メッセージ : TNS-00501 ～ 00999
TNS-00501: メモリーを割当てできませんメモリーを割当てできませんメモリーを割当てできませんメモリーを割当てできません。。。。

原原原原因因因因 :  要求されたアクティビティを稼動する十分なメモリーを割り当てることができま
せんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNS用のリソースを解放するか、マシン上にメモリーを追加してください。 
詳細は、トレースをオンにして、操作をやり直してください。 

TNS-00502: 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 :  内部機能が無効パラメータを受信しました。 

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、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。 

TNS-00503: 不適当不適当不適当不適当なななな ADDRESSパラメータですパラメータですパラメータですパラメータです。。。。
原原原原因因因因 :  プロトコル・アダプタのパラメータの無効な集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 :  TNSNAMES.ORAの ADDRESSセクション内のパラメータを確認してくだ
さい。 トレースをオンにして、トレース・ファイルに指定されたアドレスを調べ、綴り
またはエラーを確認してください。 トレースが完了しましたら、確実にトレースをオフ
にしてください。 

TNS-00504: サポートされていない操作ですサポートされていない操作ですサポートされていない操作ですサポートされていない操作です。。。。
原原原原因因因因 :  内部機能が、(このマシン上で )サポートされていない操作の実行要求を受信し
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、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。 

TNS-00505: 操作はタイム・アウトしました操作はタイム・アウトしました操作はタイム・アウトしました操作はタイム・アウトしました。。。。
原原原原因因因因 :  要求された操作はタイムアウト周期内に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 :  詳細は、トレースをオンにして、操作をやり直してください。 
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TNS-00506: この操作を行うと現行プロセスがブロックされますこの操作を行うと現行プロセスがブロックされますこの操作を行うと現行プロセスがブロックされますこの操作を行うと現行プロセスがブロックされます。。。。
原原原原因因因因 :  内部操作が現行のプロセスをブロックしているときに、ユーザーが操作の非ブ
ロック化を要求したため、操作は開始しませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要ありません。これは情報メッセージです。 

TNS-00507: 接続をクローズしました接続をクローズしました接続をクローズしました接続をクローズしました。。。。
原原原原因因因因 :  標準の "end of file"条件に達したため、パートナが切断されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要ありません。これは情報メッセージです。 

TNS-00508: そのようなプロトコル・アダプタはありませんそのようなプロトコル・アダプタはありませんそのようなプロトコル・アダプタはありませんそのようなプロトコル・アダプタはありません。。。。
原原原原因因因因 :  この接続に要求されたプロトコル・アダプタは存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロトコル・アダプタをインストールするか、使用可能なプロトコル・アダ
プタを使用してください。 正しいプロトコルが構成ファイルにリストされていることを
確認してください。 

TNS-00509: バッファがオーバーフローしましたバッファがオーバーフローしましたバッファがオーバーフローしましたバッファがオーバーフローしました。。。。
原原原原因因因因 :  バッファにデータが多すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より大きな受信バッファまたはより小さな送信バッファで、再実行してくだ
さい。 

TNS-00510: 内部制限を超えています内部制限を超えています内部制限を超えています内部制限を超えています。。。。
原原原原因因因因 :  多数のファイルまたはソケットが同時にオープンしています (または、その他の
リソースが使い果たされました )。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  詳細は、操作をトレースしてプロトコル詳細を参照してください。 

TNS-00511: リスナーがありませんリスナーがありませんリスナーがありませんリスナーがありません。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが指定されたアドレスでリスニングしていないか、またはアプ
リケーションが適時に接続要求をサービスできないので、接続要求を完了できませんで
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された接続先アドレスが、リスナーの使用するアドレスの 1つと一致し
ているかどうかを確認してください。TNSNAMES.ORA 項目と該当する
LISTENER.ORA ファイル (あるいは接続が Interchange を介している場合には
TNSNAV.ORA)を比較してください。 リモート・マシン上のリスナーを開始してくださ
い。 

TNS-00512: アドレスがすでに使用中ですアドレスがすでに使用中ですアドレスがすでに使用中ですアドレスがすでに使用中です。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたリスナー・アドレスが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 :  未使用のアドレスでリスナーを起動してください。 

TNS-00513: 接続先ホストに到達できません接続先ホストに到達できません接続先ホストに到達できません接続先ホストに到達できません。。。。
原原原原因因因因 :  リモート・パーティとは接続できません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ネットワーク・ドライバが機能していて、ネットワークが稼動しているかど
うかを確認してください。 

TNS-00514: コンテキストの待コンテキストの待コンテキストの待コンテキストの待機機機機 /テスト関数が異なりますテスト関数が異なりますテスト関数が異なりますテスト関数が異なります。。。。
原原原原因因因因 :  2つのプロトコル・アダプタに、矛盾する待機 /テスト関数があります。 

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、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。 

TNS-00515: 接続に失敗しました。ターゲット・ホストまたはオブジェクトがありません接続に失敗しました。ターゲット・ホストまたはオブジェクトがありません接続に失敗しました。ターゲット・ホストまたはオブジェクトがありません接続に失敗しました。ターゲット・ホストまたはオブジェクトがありません。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたアドレスが有効でないか、接続先のプログラムが存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ADDRESS パラメータが正しく入力されていることを確認してください。
ノード名のパラメータが正しくない可能性があります。 サーバーの実行可能プログラム
が存在しているかどうかを確認してください。 "oracle" が欠落している可能性がありま
す。 

TNS-00516: 許可されません許可されません許可されません許可されません。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが要求した操作を実行するには、権限が不足しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な権限を取得して、再試行してください。 

TNS-00517: コンタクトがなくなりましたコンタクトがなくなりましたコンタクトがなくなりましたコンタクトがなくなりました。。。。
原原原原因因因因 :  パートナが不意に失われました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  異常終了したパートナ・アプリケーションを調べてください。 

TNS-00518: 読込みまたは書込みが不完全です読込みまたは書込みが不完全です読込みまたは書込みが不完全です読込みまたは書込みが不完全です。。。。
原原原原因因因因 :  データの受信あるいは送信に失敗しました。 

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、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。 

TNS-00519: オペレーティング・システムのリソース割当て制限を超えましたオペレーティング・システムのリソース割当て制限を超えましたオペレーティング・システムのリソース割当て制限を超えましたオペレーティング・システムのリソース割当て制限を超えました。。。。
原原原原因因因因 :  現ユーザーが、オペレーティング・システム内に割り当てられたリソースを超過
しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  より多くのオペレーティング・システムのリソースを獲得するか、異なる機
能を実行してください。 

TNS-00520: 構文エラーです構文エラーです構文エラーです構文エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  指定された接続記述子に不正な構文があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい構文のために接続記述子の構文を確認してください。 

TNS-00521: 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 :  指定された接続記述子に 1つ以上の TNS キーワードがありません。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構文を確認して、必須キーワードがすべて指定されているかどうかを確認し
てください。 

TNS-00522: 操作が中断されました操作が中断されました操作が中断されました操作が中断されました。。。。
原原原原因因因因 :  内部操作が割り込まれ、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 :  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、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。 

TNS-00523: 前の操作はビジーでした前の操作はビジーでした前の操作はビジーでした前の操作はビジーでした。。。。
原原原原因因因因 :  要求されたリソースがビジーなため、試行された操作がうまく完了できませんで
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  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。 

TNS-00524: 現在操作が進行中です現在操作が進行中です現在操作が進行中です現在操作が進行中です。。。。
原原原原因因因因 :  内部操作が進行中ですが、まもなく終了します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。操作が終了するのをお待ちください。 

TNS-00525: 操作するには権限が不十分です操作するには権限が不十分です操作するには権限が不十分です操作するには権限が不十分です。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーに十分な権限がなかったため、オペレーティング・ システムが操作の完
了に失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プラットフォーム特定の権限を確認してください。 

TNS-00526: 発呼者がいませ発呼者がいませ発呼者がいませ発呼者がいませんんんん (偽の非同期イベントで偽の非同期イベントで偽の非同期イベントで偽の非同期イベントですすすす )。。。。
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 :  詳細は、トレースをオンにして、操作をやり直してください。 

TNS-00527: プロトコル・アダプタがロード不能ですプロトコル・アダプタがロード不能ですプロトコル・アダプタがロード不能ですプロトコル・アダプタがロード不能です。。。。
原原原原因因因因 :  プラットフォーム (例 :OS/2)上のプロトコル・アダプタがランタイムにロードさ
れています。 プロトコル・アダプタの共有ライブラリ (あるいは DLL)が欠落している
か、サポートしているライブラリが欠落している場合に、このエラーは戻されます。 

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、操作をやり直してください。 トレース・
ファイルに、ロードされなかった共有ライブラリ (あるいは DLL)の名前が含まれてな
ければなりません。 

TNS-00528: プロトコル・アダプタがロードされませんでしたプロトコル・アダプタがロードされませんでしたプロトコル・アダプタがロードされませんでしたプロトコル・アダプタがロードされませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  プラットフォーム (例 :OS/2)上のプロトコル・アダプタがランタイムにロードさ
れています。 プロトコル・アダプタの共有ライブラリ (あるいは DLL)がロードされて
いない場合、このエラーは戻されます。 
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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、操作をやり直してください。 トレース・
ファイルには、 ロードされていない共有ライブラリ (あるいは DLL)の名前が記述され
ています。 

TNS-00530: プロトコル・アダプタ・エラーですプロトコル・アダプタ・エラーですプロトコル・アダプタ・エラーですプロトコル・アダプタ・エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  一般的なプロトコル・アダプタ・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、操作をやり直してください。 

TNS-00532: 以前から待機中の非同期操作はありません以前から待機中の非同期操作はありません以前から待機中の非同期操作はありません以前から待機中の非同期操作はありません。。。。
原原原原因因因因 :  内部プロトコル・アダプタ・エラーです。 

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、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。 

TNS-00533: 接続が解除済みか、またはまだ接続されていません接続が解除済みか、またはまだ接続されていません接続が解除済みか、またはまだ接続されていません接続が解除済みか、またはまだ接続されていません。。。。
原原原原因因因因 :  内部プロトコル・アダプタ・エラーです。 

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、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。 

TNS-00534: 接続所有権の子への権限付与に失敗しました接続所有権の子への権限付与に失敗しました接続所有権の子への権限付与に失敗しました接続所有権の子への権限付与に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部プロトコル・アダプタ・エラーです。 

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、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。 

TNS-00535: 切断メッセージの送信または受信に失敗しました切断メッセージの送信または受信に失敗しました切断メッセージの送信または受信に失敗しました切断メッセージの送信または受信に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部プロトコル・アダプタ・エラーです。 

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、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。 

TNS-00536: 不適切な状態で接続が登録されました不適切な状態で接続が登録されました不適切な状態で接続が登録されました不適切な状態で接続が登録されました。。。。
原原原原因因因因 :  内部プロトコル・アダプタ・エラーです。 

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、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。 

TNS-00537: プロトコル・アダプタ表の索引は有効範囲を逸脱していますプロトコル・アダプタ表の索引は有効範囲を逸脱していますプロトコル・アダプタ表の索引は有効範囲を逸脱していますプロトコル・アダプタ表の索引は有効範囲を逸脱しています。。。。
原原原原因因因因 :  内部プロトコル・アダプタ・エラーです。 

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、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。 

TNS-00539: ネットワークまたはプロトコル・サービスはダウンしていますネットワークまたはプロトコル・サービスはダウンしていますネットワークまたはプロトコル・サービスはダウンしていますネットワークまたはプロトコル・サービスはダウンしています。。。。
原原原原因因因因 :  ノードのネットワーク・サービスまたはノードからのネットワーク・サービスが
実行していないか、または実行を停止しました。 
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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で、ネットワークまたはプロトコル・サービスを再起
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。 

リスナー・エラー・メッセージ : TNS-01000 ～ 02500
TNS-01064: リスナー構成の変更は永続的ではありませんリスナー構成の変更は永続的ではありませんリスナー構成の変更は永続的ではありませんリスナー構成の変更は永続的ではありません。。。。

原原原原因因因因 :  チェック・ポイントが LISTERNER.ORAでオフされた状態でリスナーが再起動
すると、リスナーへの構成変更は表示されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LISTENER.ORAを編集し、USE_CKPFILE_LISTENER=trueを設定してくだ
さい。 

TNS-01100: リスナーの起動を試行中に、リスナーの起動を試行中に、リスナーの起動を試行中に、リスナーの起動を試行中に、TNSがエラがエラがエラがエラーーーー numをををを 戻しました戻しました戻しました戻しました。。。。
原原原原因因因因 :  LSNRCTLがリスナーの起動に使用する配分 (BEQ)メカニズムに 、失敗しまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  BEQドライバがインストールされていることを確認してください。インス
トールされていない場合は、戻された nserrorコードは 12538 (NSENODRIVER)です。 
これを修正するには、 SQL*Net V2を再インストールし、インストールされている時に
BEQドライバが選択されていることを確認してください。 これが問題でない場合は、実
行可能 TNSLSNRがプラットフォームの ORACLE環境で必要な場所に見つからないこ
とが原因です。 LSNRCTLに表示された実行可能 TNSLSNRのフル・パス名が、正しい
ことを検証してください。 

TNS-01101: サービスサービスサービスサービス名名名名 :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。。。。 
原原原原因因因因 :  サービス名が名前ルックアップで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 :  LSNRCTLに指定されたリスナー名またはサービス名が、LISTENER.ORA
または TNSNAMES.ORAで定義された正しい名前およびアドレスを持っていることを
検証してください。 

TNS-01102: コンタクトしコンタクトしコンタクトしコンタクトしたたたた TNSアプリケーションは、リスナーではありませんアプリケーションは、リスナーではありませんアプリケーションは、リスナーではありませんアプリケーションは、リスナーではありません。。。。
原原原原因因因因 :  Interchangeなどの、別の TNSアプリケーションがコンタクトされたアドレスで
リスニングしています。 コンタクトされたアドレスで TNSアプリケーションがリスニン
グしており、戻されたデータ形式が適切で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 :  LSNRCTLに指定されたリスナー名またはサービス名が、LISTENER.ORA
または TNSNAMES.ORAで定義された正しい名前およびアドレスを持っていることを
検証してください。 

TNS-01103: プロトコル固有のコンポーネント・アドレスが正しく指定されていませんプロトコル固有のコンポーネント・アドレスが正しく指定されていませんプロトコル固有のコンポーネント・アドレスが正しく指定されていませんプロトコル固有のコンポーネント・アドレスが正しく指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  リスナーとのコンタクトに使用された ADDRESSが、正しく指定されていませ
ん。 このエラーが発生するのは、アドレスがリスナーの宛先の指定に失敗するからです。 
アドレスの形式は正しいのですが (たとえば、カッコが欠落していない )、プロトコル
固有のコンポーネントがありません。 たとえば、これは、HOSTコンポーネントが
TCP/IPアドレス文字列から欠落している時に発生するエラーです。
10-46 Oracle8 エラー・メッセージ                              



リスナー・エラー・メッセージ : TNS-01000 ～ 02500
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LISTENER.ORAの ADDRESSを編集して、要求されたプロトコル固有の
キーワードを含めてください。 違うプロトコル・アダプタに要求されたキーワードに関
する情報については、プラットフォームの Oracleオペレーティング・システム特定ド
キュメントを参照してください。 

TNS-01106: リスナーリスナーリスナーリスナー名名名名 :strを使用するリスナーは、すでに起動されていますを使用するリスナーは、すでに起動されていますを使用するリスナーは、すでに起動されていますを使用するリスナーは、すでに起動されています。。。。
原原原原因因因因 :  別のリスナーが、指定された ADDRESSesの 1つですでにリスニングしていま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このリスナーを起動する前に、そのリスナー名で指定された前のリスナーを
停止してください。 

TNS-01107: 有効なトレース・レベルが指定されませんでした有効なトレース・レベルが指定されませんでした有効なトレース・レベルが指定されませんでした有効なトレース・レベルが指定されませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  LSNRCTLトレース・コマンドへの有効なトレース・レベルの指定に失敗しまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OFF、USER、または ADMINのうち 1つを指定してください。 詳細情報に
ついては、"LSNRCTL help trace "をタイプするか、トレースの概念の概要については、
このマニュアルの第 2章を参照してください。 

TNS-01108: リスナー・パスワードの指示に失敗しましたリスナー・パスワードの指示に失敗しましたリスナー・パスワードの指示に失敗しましたリスナー・パスワードの指示に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  パスワードが ttyを介して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 :  リスナー・パスワードを ttyデバイスに入力してください。 

TNS-01109: リスナー・パスワードの暗号化に失敗しましたリスナー・パスワードの暗号化に失敗しましたリスナー・パスワードの暗号化に失敗しましたリスナー・パスワードの暗号化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  不明瞭なパスワードが入力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 :  有効な ASCII文字を使用して、リスナー・パスワードを再入力してくださ
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 。 

TNS-01110: 一致しません。パスワードは変更されていません一致しません。パスワードは変更されていません一致しません。パスワードは変更されていません一致しません。パスワードは変更されていません。。。。
原原原原因因因因 :  新規パスワードと再入力されたパスワードが異なります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リスナー・パスワードを再入力して、新規パスワードと再入力された新規パ
スワードが同じであることを確認してください。 

TNS-01111: ログ状態は、ログ状態は、ログ状態は、ログ状態は、ONまたまたまたまたはははは OFFのどちらかですのどちらかですのどちらかですのどちらかです。。。。
原原原原因因因因 :  LSNRCTL log_statusコマンドへのログ状態値の指定に、失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ONまたは OFFのどちらかを指定してください。 詳細情報については、
"LSNRCTL help set log_status "をタイプするか、ログの概念の概要については、このマ
ニュアルの第 2章を参照してください。 

TNS-01112: 「プラグおよび再生」「プラグおよび再生」「プラグおよび再生」「プラグおよび再生」はははは ONまたまたまたまたはははは OFFのどちらかですのどちらかですのどちらかですのどちらかです。。。。
原原原原因因因因 :  LSNRCTL use_plugandplayコマンドへの有効な値の指定に、失敗しました。 
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リスナー・エラー・メッセージ : TNS-01000 ～ 02500
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ONまたは OFFのどちらかを指定してください。 詳細情報については、" 
LSNRCTL help set use_plugandplay"をタイプしてください。 

TNS-01113: save_config_on_stopはははは ONまたまたまたまたははははOFFのどちらかですのどちらかですのどちらかですのどちらかです。。。。
原原原原因因因因 :  LSNRCTL save_config_on_stopコマンドへの有効な値の指定に、失敗しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ONまたは OFFのどちらかを指定してください。 詳細情報については、" 
LSNRCTL help set save_config_on_stop" をタイプしてください。 

TNS-01150: 指定されたリスナー名のアドレスが正しくありません指定されたリスナー名のアドレスが正しくありません指定されたリスナー名のアドレスが正しくありません指定されたリスナー名のアドレスが正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  リスナーがリスニングを試行したアドレスには、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 :  LSNRCTLに指定されたリスナー名またはサービス名については、アドレス
または接続記述子の形式が正しいことを確認してください。 リスナー名は
LISTENER.ORAにあります。また、サービス名 TNSNAMES.ORAでリスナーにアクセ
スできます。 

TNS-01151: LISTENER.ORAにリスナーにリスナーにリスナーにリスナー名名名名 :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 :  リスナーが、指定されたリスナー名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 :  リスニングする有効なアドレスが、LISTENER.ORAでリスナー名に指定さ
れていることを確認してください。 

TNS-01152: リスナーリスナーリスナーリスナー名名名名 strに指定されたアドレスがすべて失敗しましたに指定されたアドレスがすべて失敗しましたに指定されたアドレスがすべて失敗しましたに指定されたアドレスがすべて失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  リスナーは指定されたアドレスでのリスニ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 :  別のアプリケーションが指定されたアドレスでリスニングしておらず、また
は適切なプロトコル・アダプタがインストールされていることを確認してください。 詳
細情報については、トレースをオンにして再実行してください。 

TNS-01153: 文字文字文字文字列列列列 :str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 :  指定された文字列の形式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 :  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、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。 *コメント : エラー・マニュアルには含めないでく
ださい。

TNS-01154: サポートされない旧式サポートされない旧式サポートされない旧式サポートされない旧式のののの SIDが検出されましたが検出されましたが検出されましたが検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  SIDの 1つが廃止された形式で指定されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  フォームの行については LISTENER.ORAを確認してください。: <sid> = 
(SID=(ORACLE_HOME=<oracle_home>)) OR<sid> = 
(SID_DESC=(ORACLE_HOME=<oracle_home>)) この形式はサポートされておらず、
SQL*Net管理者ガイドに記述されている SID_LIST_<listener_name>形式を使用してく
ださい。 たとえば、SID_LIST_LISTENER 
=(SID_LIST=(SID_DESC=(SID_NAME=<sid>)(ORACLE_HOME=<oracle_home>)))の
ように記述してください。
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リスナー・エラー・メッセージ : TNS-01000 ～ 02500
TNS-01155: LISTENER.ORAでででで SID_LIST_strパラメータが不正に指定されていますパラメータが不正に指定されていますパラメータが不正に指定されていますパラメータが不正に指定されています。。。。
原原原原因因因因 :  LISTENER.ORAの SID_LIST_<listener_name>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 :  このパラメータが、SQL*Net管理者ガイドで記述されているように指定され
ていることを確認してください。 たとえば、
SID_LIST_LISTENER=(SID_LIST=(SID_DESC=(SID_NAME=<sid>)(ORACLE_HOME=
<oracle_home>)))のように記述してください。

TNS-01156: PRESPAWN_DESCのののの PROTOCOLまたまたまたまたはははは TIMEOUT、、、、POOL_SIZEパラメーパラメーパラメーパラメー
タが欠落しているか、不適切ですタが欠落しているか、不適切ですタが欠落しているか、不適切ですタが欠落しているか、不適切です。。。。
原原原原因因因因 :  各 SID_DESCの PRESPAWN_DESCが、フィールドを要求していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PRESPAWN_DESCに要求されたパラメータが、各 SID_DESCに指定されて
いることを確認してください。 たとえば、SID_LIST_LISTENER 
=(SID_LIST=(SID_DESC=(SID_NAME=<sid>)(PRESPAWN_MAX=5)(ORACLE_HOME
=<oracle_home>)(PRESPAWN_DESC=(PROTOCOL=tcp)(POOL_SIZE=10)(TIMEOUT=3
0))))です。Oracle Network Managerを使用して、 LISTENER.ORAファイルでこれらの
パラメータを追加または修正してください。

TNS-01157: アドレアドレアドレアドレスススス :numだけでリスニングできますだけでリスニングできますだけでリスニングできますだけでリスニングできます - str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 :  リスニングに指定されたアドレスが多すぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リスニングするアドレス数を削減し、別のリスナーを使用して残ったアドレ
スでリスニングしてください。 

TNS-01158: 内部的な接続制限に達しました。ディスパッチャにより接続が防止されていま内部的な接続制限に達しました。ディスパッチャにより接続が防止されていま内部的な接続制限に達しました。ディスパッチャにより接続が防止されていま内部的な接続制限に達しました。ディスパッチャにより接続が防止されていま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  内部 SQL*Net接続リストが満杯です。リスナーに接続されているディスパッ
チャが多すぎます。そのため、これ以上ディスパッチャを接続できません。 

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、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。 

TNS-01159: 内部的な接続制限にすでに達しています。リスナーはシャットダウンされまし内部的な接続制限にすでに達しています。リスナーはシャットダウンされまし内部的な接続制限にすでに達しています。リスナーはシャットダウンされまし内部的な接続制限にすでに達しています。リスナーはシャットダウンされまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  内部 SQL*Net接続リストが満杯です。 リスナーが構成されて 、SQL*Net接続を
使用しすぎています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リスナーに接続されたリスニング・アドレスまたはサービスの数を削減して
ください。 詳細は、トレースをオンにして、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。 

TNS-01167: コマンコマンコマンコマンドドドド :strはコンタクトしているリスナーではサポートされませんはコンタクトしているリスナーではサポートされませんはコンタクトしているリスナーではサポートされませんはコンタクトしているリスナーではサポートされません。。。。
原原原原因因因因 :  リスナーはコマンドを認識しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LSNRCTLの新しいバージョンが旧リスナーとコンタクトする時、このエ
ラーが発生します。 このコマンドをどうしても実行する必要がある場合は、リスナーを
アップグレードしてください。 
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リスナー・エラー・メッセージ : TNS-01000 ～ 02500
TNS-01168: メモリーを割当てできませんメモリーを割当てできませんメモリーを割当てできませんメモリーを割当てできません。。。。
原原原原因因因因 :  要求されたアクティビティを稼動する十分なメモリーを割り当てることができま
せんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNS用のリソースを解放するか、マシン上にメモリーを追加してください。 
詳細は、トレースをオンにして、操作をやり直してください。 

TNS-01169: リスナーでパスワードは認識されませんリスナーでパスワードは認識されませんリスナーでパスワードは認識されませんリスナーでパスワードは認識されません。。。。
原原原原因因因因 :  リスナーのセキュリティ機能により、意図した操作が防止されています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リスナーの停止のようなコマンドは、DBAによって実施を意図されるのみ
です。 クライアントは LSNRCTLを使用してのみ、リスナーの状態および実行している
リスナー・ソフトウェアのバージョンを取得できます。 クライアントが試行したコマン
ドが適切でない可能性があります。 DBAがコマンドを試行しているならば、
LISTENER.ORAの PASSWORDS_<listener_name>エントリの適切なパスワードの 1つ
と、LSNRCTL指示で " set password"コマンドを使用してください。 パスワードがわか
らない場合は、不適切なコマンドの実行を試行していることになります。 

TNS-01170: アドレアドレアドレアドレスススス :strのイベント検出は中止されましたのイベント検出は中止されましたのイベント検出は中止されましたのイベント検出は中止されました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたアドレスのイベント検出メカニズムで、エラーが戻されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  今後このアドレスでイベントを検出しようとしても、失敗します。 リスナー
はリスニング・アドレスを割当て解除し、接続はこのアドレスでは受け入れられませ
ん。 このエラーは通常ユーザーには表示されません。 詳細は、トレースをオンにして、
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。 

TNS-01171: ディスパッチディスパッチディスパッチディスパッチャャャャ :strのイベント検出は中止されましたのイベント検出は中止されましたのイベント検出は中止されましたのイベント検出は中止されました。。。。
原原原原因因因因 :  指定されたディスパッチャのイベント検出メカニズムで、エラーが戻されまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  今後このディスパッチャでイベントを検出しようとしても、 失敗します。 リ
スナーはディスパッチャを割当て解除し、接続はこのディスパッチャにはリダイレクト
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。 詳細は、トレースをオン
にして、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。 

TNS-01172: 全リスニング・アドレスが割当て解除され、リスナーはシャットダウン済みで全リスニング・アドレスが割当て解除され、リスナーはシャットダウン済みで全リスニング・アドレスが割当て解除され、リスナーはシャットダウン済みで全リスニング・アドレスが割当て解除され、リスナーはシャットダウン済みで
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  イベント検出メカニズムが中止されたので、その結果全リスニング・アドレスが
削除されました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラー 1170が発生し、全リスニング・アドレスが割当て解除されました。 全
リスニング・アドレスが削除されたので、このリスナーにはこれ以上接続が確立されま
せん。そのため、シャットダウンします。 この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、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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リスナー・エラー・メッセージ : TNS-01000 ～ 02500
TNS-01173: SID_DESCのののの PRESPAWN_MAXパラメータが欠落または不適切ですパラメータが欠落または不適切ですパラメータが欠落または不適切ですパラメータが欠落または不適切です。。。。
原原原原因因因因 :  各 SID_DESCの PRESPAWN_MAXが、フィールドを要求していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  PRESPAWN_DESCに要求されたパラメータが、各 SID_DESCに指定されて
いることを確認してください。 たとえば、SID_LIST_LISTENER 
=(SID_LIST=(SID_DESC=(SID_NAME=<sid>)(PRESPAWN_MAX=15)(ORACLE_HOME
=<oracle_home>)(PRESPAWN_DESC=(PROTOCOL=tcp)(POOL_SIZE=10)(TIMEOUT=3
0))))です。Oracle Network Managerを使用して、 LISTENER.ORAファイルでこれらの
パラメータを追加または修正してください。

TNS-01174: 各各各各 PRESPAWN_DESCのののの POOL_SIZE合計合計合計合計がががが PRESPAWN_MAXを超過していを超過していを超過していを超過してい
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  PRESPAWN_MAXの最小値は POOL_SIZE合計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 :  PRESPAWN_DESCに要求されたパラメータが、各 SID_DESCに指定されて
いることを確認してください。 たとえば、SID_LIST_LISTENER 
=(SID_LIST=(SID_DESC=(SID_NAME=<sid>)(PRESPAWN_MAX=15)(ORACLE_HOME
=<oracle_home>)(PRESPAWN_DESC=(PROTOCOL=tcp)(POOL_SIZE=10)(TIMEOUT=3
0))(PRESPAWN_DESC=(PROTOCOL=ipc)(POOL_SIZE=5)(TIMEOUT=15))))です。
Oracle Network Managerを使用して、 LISTENER.ORAファイルでこれらのパラメータ
を追加または修正してください。

TNS-01175: パスワードは変更されていませんパスワードは変更されていませんパスワードは変更されていませんパスワードは変更されていません。。。。
原原原原因因因因 :  新規のパスワードを設定できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新規のパスワードの ASCII文字が有効であることを確認してください。 パス
ワードの設定を再試行してください。 

TNS-01176: 新規パラメータ値をロード中にエラーが発生しました新規パラメータ値をロード中にエラーが発生しました新規パラメータ値をロード中にエラーが発生しました新規パラメータ値をロード中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  パラメータ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 :  パラメータ値が有効であることを確認してください。パラメータの有効な値
については、マニュアルを参照してください。 

TNS-01177: ログ状態ログ状態ログ状態ログ状態はははは OFF。。。。 ログ・ファイログ・ファイログ・ファイログ・ファイルルルル /ディレクトリは変更されていませんディレクトリは変更されていませんディレクトリは変更されていませんディレクトリは変更されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ログ・ファイルを変更するには、ログ状態を ONに設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 :  コマンド・セット log_status ONを使用して、リスナー ONのログ状態を設
定してください。 

TNS-01178:  トレース・レベルはゼロ（トレース・レベルはゼロ（トレース・レベルはゼロ（トレース・レベルはゼロ（0））））。トレース・ファイ。トレース・ファイ。トレース・ファイ。トレース・ファイルルルル /ディレクトリは変更されディレクトリは変更されディレクトリは変更されディレクトリは変更され
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 :  トレース・ファイル /デェレクトリを変更するには、トレース・レベルを設定す
る必要があります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンド・セット trc_level ONを使用して、トレース・レベルを設定してく
ださい。 
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NA 内部メッセージ : TNS-02501 ～ 03500
TNS-01200: リスナーリスナーリスナーリスナーはははは suidルートでなくてはなりませんルートでなくてはなりませんルートでなくてはなりませんルートでなくてはなりません。。。。
原原原原因因因因 :  実行可能 TNSLSNRの所有者権限が不正です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DBAまたはシステム管理者に連絡し、ファイルの所有者を suidルートに変
更して、リスナーを再起動してください。 プロセスを開始したユーザーが所有者を主張
するので、この処置が必要になります。 コメント : このエラーは、Trusted Oracleプラッ
トフォームでのみ報告されます。 

TNS-01201: リスナーでは、実行可能リスナーでは、実行可能リスナーでは、実行可能リスナーでは、実行可能なななな str(SID:str)を検索できませんを検索できませんを検索できませんを検索できません。。。。 
原原原原因因因因 :  実行可能な Oracle専用サーバー・プロセス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 :  LISTENER.ORAの適切な SID_DESCを調べて、ORACLE_HOMEコンポー
ネントが有効な位置にポイントしていることを確認してください。 このコンポーネント
が設定されていない場合は、 ORACLE_HOME環境変数の値を確認してください。 コメ
ント : このエラーは、UNIXプラットフォームでのみ報告されます。 

TNS-01202: SID_DESCのののの DBA_GROUPで指定されで指定されで指定されで指定されるるるるDBAグルーグルーグルーグループプププ (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 :  指定された DBAグループが /ETC/GROUPから欠落しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LISTENER.ORAの SID_DESCで DBA_GROUPパラメータを確認し、この
パラメータが /ETC/GROUPで有効なエントリを持っていることを検証してください。 
コメント : このエラーは、UNIXプラットフォームでのみ報告されます。 

TNS-01203: SID_DESCのののの DEFAULT_USER_ACCOUNTで指定されるアカウンで指定されるアカウンで指定されるアカウンで指定されるアカウントトトト (str)がががが
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 :  非権限 OSアカウントが /etc/passwdから欠落しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  LISTENER.ORAの SID_DESCで DEFAULT_USER_ACCOUNTパラメータ
を確認し、このパラメータが /etc/passwdで有効なエントリを持っていることを検証
してください。 これは、接続するクライアントにデータベース権限があるか、またはこ
のマシンに存在しない場合に、Oracleシャドウ・プロセスが起動に使用するアカウント
です。 コメント : このエラーは、UNIXプラットフォームでのみ報告されます。 

TNS-01204: 非特権アカウン非特権アカウン非特権アカウン非特権アカウントトトト (str)は、は、は、は、DBAグルーグルーグルーグループプププ (str)にありますにありますにありますにあります。。。。
原原原原因因因因 :  非権限アカウントには DBA権限があります。 LISTENER.ORAの SID_DESCで
DEFAULT_USER_ACCOUNTで指定される非権限アカウントは、 SID_DESCの
DBA_GROUPで指定される DBAグループのメンバーです。 OPS$ログインのセキュリ
ティ違反のため、非権限アカウントは DBAグループに所属できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  非権限アカウントを DBAグループから削除してください。 コメント : このエ
ラーは、UNIXプラットフォームでのみ報告されます。 

NA 内部メッセージ : TNS-02501 ～ 03500
TNS-02501: 認認認認証証証証 : これ以上ロールはありませんこれ以上ロールはありませんこれ以上ロールはありませんこれ以上ロールはありません。。。。

原原原原因因因因 :  プロセスが認証からロールの取出しを試行しましたが、使用可能なロールはあり
ません。 
10-52 Oracle8 エラー・メッセージ                              



NA 内部メッセージ : TNS-02501 ～ 03500
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。 このエラーは内部で使用され、イベントの標準コースに表示されます。 

TNS-02502: 認認認認証証証証 : 初期化関数を検索できません初期化関数を検索できません初期化関数を検索できません初期化関数を検索できません。。。。
原原原原因因因因 :  存在しないため、元の認証サービスは指定されたサービスの初期化関数をコール
できませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このサービス・アダプタを Oracleから直接購入した場合は、オラクル社カ
スタマー・サポートに問合せてください。このエラーは発生してはなりません。そうで
ない場合には、使用されるサービスの初期化関数を追加してください。 

TNS-02503: パラメータの取出しに失敗しましたパラメータの取出しに失敗しましたパラメータの取出しに失敗しましたパラメータの取出しに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  元のサービス・レイヤーが、構成ファイルからパラメータを取り出せませんでし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、トレースを使用可能にし、問題を再現させてください。 いず
れにせよ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02504: パラメータ件数の検索に失敗しましたパラメータ件数の検索に失敗しましたパラメータ件数の検索に失敗しましたパラメータ件数の検索に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  元のサービス・レイヤーが、構成パラメータに指定された引数の数を判断できま
せんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、トレースを使用可能にし、問題を再現させてください。 いず
れにせよ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02505: 認認認認証証証証 : NULLのコンテキスト・ポインタが指定されましたのコンテキスト・ポインタが指定されましたのコンテキスト・ポインタが指定されましたのコンテキスト・ポインタが指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  関数 nau_ini()が、NULLポインタをポインタとして、使用予定のコンテキスト
に渡しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  nau_ini()をポインタと共にコンテキスト構造体にコールしてください。 

TNS-02506: 認認認認証証証証 : 型の文字列がありません型の文字列がありません型の文字列がありません型の文字列がありません。。。。
原原原原因因因因 :  認証コンテキスト構造体には、使用されている認証サービスを記述する文字列が
ありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、トレースを使用可能にし、問題を再現させてください。 いず
れにせよ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02507: 暗号暗号暗号暗号化化化化 : アルゴリズムがインストールされていませんアルゴリズムがインストールされていませんアルゴリズムがインストールされていませんアルゴリズムがインストールされていません。。。。 
原原原原因因因因 :  アルゴリズムを選択した後、サーバーはアルゴリズム表でその索引を見つけられ
ませんでした。 アルゴリズムが (間接的に )そのリストから選択されたのだから、この
エラーは起こり得ません。 

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、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。 

TNS-02508: 暗号暗号暗号暗号化化化化 : サーバーの折衝応答にエラーがありますサーバーの折衝応答にエラーがありますサーバーの折衝応答にエラーがありますサーバーの折衝応答にエラーがあります。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーの折衝応答がエラーでした。 
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NA 内部メッセージ : TNS-02501 ～ 03500
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、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。 

TNS-02509: 認認認認証証証証 : プロセスの状態が不正ですプロセスの状態が不正ですプロセスの状態が不正ですプロセスの状態が不正です。。。。
原原原原因因因因 :  プロセスが実行している状態が、有効な値のいずれとも一致しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、トレースを使用可能にし、問題を再現させてください。 いず
れにせよ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02510: 無効な数値データ型です無効な数値データ型です無効な数値データ型です無効な数値データ型です。。。。
原原原原因因因因 :  受け取られた数値データ型が、有効な値の数値データ型と一致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、トレースを使用可能にし、問題を再現させてください。 いず
れにせよ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02511: 無効なデータ型です無効なデータ型です無効なデータ型です無効なデータ型です。。。。
原原原原因因因因 :  受け取られた、または送信されるデータ型が、正しい値のいずれとも一致しませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、トレースを使用可能にし、問題を再現させてください。 いず
れにせよ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02512: 無効な状態が受け取られました無効な状態が受け取られました無効な状態が受け取られました無効な状態が受け取られました。。。。
原原原原因因因因 :  プロセスが、値を不明な状態フラグとして受け取りました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、トレースを使用可能にし、問題を再現させてください。 いず
れにせよ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02513: 要求されたデータ型は、検索された型と一致しません要求されたデータ型は、検索された型と一致しません要求されたデータ型は、検索された型と一致しません要求されたデータ型は、検索された型と一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  サービスが、その他のプロセスから送信されたセグメントの型と一致しない型を
持つデータを要求しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、トレースを使用可能にし、問題を再現させてください。 いず
れにせよ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02514: 無効なパケットを受け取りました無効なパケットを受け取りました無効なパケットを受け取りました無効なパケットを受け取りました。。。。
原原原原因因因因 :  プロセスが、元のサービス・レイヤーに意図されていないデ ータ・パケットを受
け取りました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  可能であれば、トレースを使用可能にし、問題を再現させてください。 いず
れにせよ、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02515: 暗号暗号暗号暗号化化化化 /暗号チェックサ暗号チェックサ暗号チェックサ暗号チェックサムムムム : 制御型が不明です制御型が不明です制御型が不明です制御型が不明です。。。。
原原原原因因因因 :  暗号化または暗号チェックサム・アルゴリズム "control"関数がコールされまし
たが、それに指定された " type"引数を認識しませんでした。 
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NA 内部メッセージ : TNS-02501 ～ 03500
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、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。 

TNS-02516: 使用可能なデータがありません使用可能なデータがありません使用可能なデータがありません使用可能なデータがありません。。。。
原原原原因因因因 :  元のサービスがデータの取出しを試行しましたが、受け取る使用可能なデータが
ありませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは、通常データ・ストリームの終了を通知するのに使用されるの
で、ユーザーには表示されません。 エラーが表示される場合は、トレースを使用可能に
して問題を再生し、オラクル社カスタマー・サポートに問合せてください。

TNS-02517: 要求されたサイズより小さいキーです要求されたサイズより小さいキーです要求されたサイズより小さいキーです要求されたサイズより小さいキーです。。。。
原原原原因因因因 :  折衝で戻されたキーが、(暗号化または暗号チェックサムどちらかの )サービス
で要求されたサイズ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 :  このエラーは通常ユーザーには表示されません。エラーが繰り返される場合
は、トレースを使用可能にして問題を再生し、オラクル社カスタマー・サポートに問合
せてください。 

TNS-02518: キー折衝エラーですキー折衝エラーですキー折衝エラーですキー折衝エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  接続の両側が暗号化または暗号チェックサム・キーを折衝中に、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 :  このエラーは通常ユーザーには表示されません。エラーが繰り返される場合
は、トレースを使用可能にして問題を再生し、オラクル社カスタマー・サポートに問合
せてください。 

TNS-02519: 適切なキー折衝パラメータがありません適切なキー折衝パラメータがありません適切なキー折衝パラメータがありません適切なキー折衝パラメータがありません。。。。
原原原原因因因因 :  適切なキー折衝パラメータが、暗号化または暗号チェックサムのどちらかで要求
されたキー・サイズでは、使用不可です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは通常ユーザーには表示されません。 トレースを使用可能にして
問題を再生し、オラクル社カスタマー・サポートに問合せてください。 

TNS-02520: 暗号暗号暗号暗号化化化化 /暗号チェックサ暗号チェックサ暗号チェックサ暗号チェックサムムムム : Diffie-Hellmanシードがありませんシードがありませんシードがありませんシードがありません。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Net の SQLNET.ORA パラメータ・ファイルに、"sqlnet.crypto_seed" パラ
メータがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Network Managerを使用して、sqlnet.crypto_seed =" randomly-chosen text" 
の行を SQLNET.ORAに追加してください。

TNS-02521: 暗号暗号暗号暗号化化化化 /暗号チェックサ暗号チェックサ暗号チェックサ暗号チェックサムムムム : Diffie-Hellmanシードが小さすぎますシードが小さすぎますシードが小さすぎますシードが小さすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Net の SQLNET.ORA パラメータ・ファイルの "sqlnet.crypto_seed" パラ
メータが小さすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パラメータに無作為選択テキストをさらに追加してください。Network 
Manager が使用する可能性があります。 
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TNSPING エラー・メッセージ : TNS-03500 ～ 03600
TNS-02524: 認認認認証証証証 : 権限チェックに失敗しました権限チェックに失敗しました権限チェックに失敗しました権限チェックに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  SQL*Net認証サービスが、ユーザーに特定のデータベース権限があることを検証
しようとした時、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 :  このエラーは通常は発生しません。 トレースを使用可能にし、エラーを再現
させてください。 オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02525: 暗号暗号暗号暗号化化化化 /暗号チェックサ暗号チェックサ暗号チェックサ暗号チェックサムムムム : 自己検査に失敗しました自己検査に失敗しました自己検査に失敗しました自己検査に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アクティブな暗号化またはチェックサム・アルゴリズムの検査を実行中に、SNS
システムが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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

TNS-02526: サーバー・プロクシ・タイプがクライアント・タイプと一致しませんサーバー・プロクシ・タイプがクライアント・タイプと一致しませんサーバー・プロクシ・タイプがクライアント・タイプと一致しませんサーバー・プロクシ・タイプがクライアント・タイプと一致しません。。。。
原原原原因因因因 :  サーバーで選択された認証タイプが、クライアントで選択されたタイプと一致し
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。 

TNSPING エラー・メッセージ : TNS-03500 ～ 03600
TNS-03502: 引数が足りません。使用方引数が足りません。使用方引数が足りません。使用方引数が足りません。使用方法法法法 : Insufficient address [count] 

原原原原因因因因 :  要求されたコマンド行引数がいくつかありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい引数を指定して、コマンドを再入力してください。 

TNS-03503: NLを初期化できませんでしたを初期化できませんでしたを初期化できませんでしたを初期化できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  ネットワーク・ライブラリ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 :  これは、通常は表示されない内部エラーです。 メモリーがアプリケーション
の実行に使用可能であり、その他のオペレーティング・システムに問題がないことを確
実にし、コマンドを再試行してください。 

TNS-03504: サービス名が長すぎますサービス名が長すぎますサービス名が長すぎますサービス名が長すぎます。。。。
原原原原因因因因 :  pingを試行している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 :  正しいサービス名を指定して、コマンドを再入力してください。

TNS-03505: 名前の決定に失敗しました名前の決定に失敗しました名前の決定に失敗しました名前の決定に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  入力したサービス名が、TNSNAMES.ORA、Oracle Names Server、または元の
ネーム・サービ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 :  サービス名を正しく入力したことを検証してください。 名前がネットワーク
構成に正しく入力されたことを確実にする必要があります。 

TNS-03506: アドレス・バインディングの作成に失敗しましたアドレス・バインディングの作成に失敗しましたアドレス・バインディングの作成に失敗しましたアドレス・バインディングの作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  TNSPINGユーティリティが要求されたアドレスまたはサービス名を見つけまし
たが、使用を試行すると、内部エラーを受け取りました。 
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NFP エラー・メッセージ : TNS-04001 ～ 04200
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、通常は表示されない内部エラーです。 メモリーがアプリケーション
の実行に使用可能であり、その他のオペレーティング・システムに問題がないことを確
実にし、コマンドを再試行してください。 

TNS-03507: ADDRESSキーワードの検索に失敗しましたキーワードの検索に失敗しましたキーワードの検索に失敗しましたキーワードの検索に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  TNSアドレスには ADDRESSキーワード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 :  TNSアドレスをコマンド行に入力した場合は、構文が正しいことを確認して
ください。 サービス名をコマンド行に入力した場合は、アドレスは誤った情報を含んで
います。 情報が正しく入力されたことを検証する必要があります。 

TNS-03508: アドレス文字列の作成に失敗しましたアドレス文字列の作成に失敗しましたアドレス文字列の作成に失敗しましたアドレス文字列の作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アドレスの生成中に、TNSPINGユーティリティが内部エラーを受け取りました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  これは、通常は表示されない内部エラーです。 メモリーがアプリケーション
の実行に使用可能であり、その他のオペレーティング・システムに問題がないことを確
実にし、コマンドを再試行してください。 

TNS-03510: I/Oエラーで失敗しましたエラーで失敗しましたエラーで失敗しましたエラーで失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  リソースの失敗または尚早なウィンドウの終了のため、I/O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 :  これは、通常は表示されない内部エラーです。 I/O操作が完了してから、
TNSPINGウィンドウをクローズしてください。 

トレース・ルート・エラー・メッセージ : TNS-03601 ～ 03700
TNS-03601: ルート情報の収集に失敗しましたルート情報の収集に失敗しましたルート情報の収集に失敗しましたルート情報の収集に失敗しました。。。。

原原原原因因因因 :  ルートが接続できなかったか、または SQL*Netのサポートされていないバー
ジョンを検出しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのノード沿いの SQL*Netがバージョン 2.3か、またはより新しいバー
ジョンであることを確認してください。 

TNS-03602: 引数が足りません。使用方引数が足りません。使用方引数が足りません。使用方引数が足りません。使用方法法法法 : Insufficient address 
原原原原因因因因 :  要求されたコマンド行引数がいくつかありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい引数を指定して、コマンドを再入力してください。 

TNS-03603: SQL*Netのののの 2.3以前のバージョンのノードに直面しました以前のバージョンのノードに直面しました以前のバージョンのノードに直面しました以前のバージョンのノードに直面しました。。。。
原原原原因因因因 :  2.3以前の SQL*Netのバージョンは、trcrouteをサポートしません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  trcrouteに応答していないノードを検索してください。 

NFP エラー・メッセージ : TNS-04001 ～ 04200
TNS-04001: CMCTL: 端末からコマンド行を取得中にエラーが発生しました端末からコマンド行を取得中にエラーが発生しました端末からコマンド行を取得中にエラーが発生しました端末からコマンド行を取得中にエラーが発生しました。。。。
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NFP エラー・メッセージ : TNS-04001 ～ 04200
原原原原因因因因 :  端末からの標準入力接続が不正です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常ユーザーには表示されません。 CMCTL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。 

TNS-04002: CMCTL: 接続マネージャを起動中にエラーが発生しました接続マネージャを起動中にエラーが発生しました接続マネージャを起動中にエラーが発生しました接続マネージャを起動中にエラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  接続マネージャ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 :  接続マネージャ構成ファイルを参照してエラーを見つけ、別のプログラムが
指定された ADDRESS(es)を使用していないことを確認してください。 エラーが続く場
合は、接続マネージャでトレースをオンにし、トレース・ファイルを調べて問題の原因
を判断してください。 問題が訂正されたら、確実にトレースをオフにしてください。 

TNS-04003: CMCTL: 接続マネージャに要求を送信中にエラーが発生しました接続マネージャに要求を送信中にエラーが発生しました接続マネージャに要求を送信中にエラーが発生しました接続マネージャに要求を送信中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  不正なコマンドが接続マネージャに送信されたか、または接続マネージャが応答
していません。 通常ユーザーには表示されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続マネージャに送信されたコマンドが有効であることを検証してくださ
い。 CMCTL STATUSコマンドを使用して、接続マネージャが実行していることも確認
してください。 必要ならば、CMCTL STARTコマンドを使用して接続マネージャを起動
してください。 

TNS-04004: CMCTL: 接続マネージャ管理を起動中にエラーが発生しました接続マネージャ管理を起動中にエラーが発生しました接続マネージャ管理を起動中にエラーが発生しました接続マネージャ管理を起動中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャ管理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 :  実行可能な接続マネージャ管理 (sfpadmin)が、Oracleホーム・ ディレクト
リに存在することを確認してください。 エラーが続く場合は、接続マネージャ管理でト
レースをオンにし、トレース・ファイルを調べて問題の原因を判断してください。 問題
が訂正されたら、確実にトレースをオフにしてください。 

TNS-04005: CMCTL: 接続マネージャ管理に要求を送信中にエラーが発生しました接続マネージャ管理に要求を送信中にエラーが発生しました接続マネージャ管理に要求を送信中にエラーが発生しました接続マネージャ管理に要求を送信中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャ管理が応答していないか、実行していません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CMCTL STATUSコマンドを使用して、接続マネージャ管理が実行している
ことを確認してください。 必要ならば、CMCTL STARTコマンドを使用して接続マネー
ジャ管理を起動してください。 

TNS-04006: CMCTL: HOST変数が定義されていません変数が定義されていません変数が定義されていません変数が定義されていません。。。。
原原原原因因因因 :  HOST変数が設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 :  HOST変数を正しく設定し、CMCTLプログラムを再起動してください。 

TNS-04007: CMCTL: ホストが不明ですホストが不明ですホストが不明ですホストが不明です。。。。
原原原原因因因因 :  ポインタ HOSTが不明なホスト名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 :  ポインタ HOSTを正しく設定し、CMCTLプログラムを再起動してくださ
い。 
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TNS-04008: CMCTL: 接続マネージャにコンタクトできませんでした接続マネージャにコンタクトできませんでした接続マネージャにコンタクトできませんでした接続マネージャにコンタクトできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  接続が接続マネージャに正しく確立できませんでした。 指定された接続マネー
ジャが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 :  STATUSコマンドを使用して、接続マネージャが実行していることを確認し
てください。 必要ならば、STARTコマンドを使用して接続マネージャを起動してくださ
い。 実行しているのに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。 

TNS-04009: CMCTL: 接続マネージャ管理にコンタクトできませんでした接続マネージャ管理にコンタクトできませんでした接続マネージャ管理にコンタクトできませんでした接続マネージャ管理にコンタクトできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  接続が接続マネージャ管理に正しく確立できませんでした。 指定された接続マ
ネージャ管理が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 :  STATUSコマンドを使用して、接続マネージャ管理が実行していることを確
認してください。 必要ならば、STARTコマンドを使用して接続マネージャ管理を起動し
てください。 実行しているのに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。 

TNS-04010: NS文脈をフラッシュ中にエラーが発生しま文脈をフラッシュ中にエラーが発生しま文脈をフラッシュ中にエラーが発生しま文脈をフラッシュ中にエラーが発生しまししししたたたた。。。。
原原原原因因因因 :  NSの内部エラーです。 接続が失わ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 :  接続が正しく確立されていること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。 

TNS-04011: CMCTL: NS切断コマンドを実行中にエラーが発生しました切断コマンドを実行中にエラーが発生しました切断コマンドを実行中にエラーが発生しました切断コマンドを実行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  NSの内部エラーです。 接続のクローズ中に、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 :  使用されているネットワーク・プロトコルが、マシンに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。 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。 

TNS-04012: CMCTL: 端末入力チャネルをオープン中にエラーが発生しました端末入力チャネルをオープン中にエラーが発生しました端末入力チャネルをオープン中にエラーが発生しました端末入力チャネ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 :  標準端末入力をオープンできませんでした。 内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常ユーザーには表示されません。 CMCTL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。 

TNS-04013: CMCTL: 端末入力チャネルをクローズ中にエラーが発生しました端末入力チャネルをクローズ中にエラーが発生しました端末入力チャネルをクローズ中にエラーが発生しました端末入力チャネルをクローズ中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  端末入力チャネルをクローズできませんでした。 内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常ユーザーには表示されません。 CMCTL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。 

TNS-04014: CMCTL: NS送信コマンドを実行中にエラーが発生しました送信コマンドを実行中にエラーが発生しました送信コマンドを実行中にエラーが発生しました送信コマンドを実行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  NSの内部エラーです。 接続が失われた可能性があります。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  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。 

TNS-04015: CMCTL: NS受信コマンドを実行中にエラーが発生しました受信コマンドを実行中にエラーが発生しました受信コマンドを実行中にエラーが発生しました受信コマンドを実行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  NSの内部エラーです。 接続が失わ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。 

TNS-04016: CMCTL: 各国語インタフェースの初期化中にエラーが発生しました各国語インタフェースの初期化中にエラーが発生しました各国語インタフェースの初期化中にエラーが発生しました各国語インタフェースの初期化中に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 :  Oracle環境が設定されており、メッセージ・ファイルが正しい位置にあるこ
とを確認してください。 

TNS-04017: CMCTL: CMAN.ORAで接続マネージャ・データが欠落していますで接続マネージャ・データが欠落していますで接続マネージャ・データが欠落していますで接続マネージャ・データが欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  CMAN.ORAには接続マネージャ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 :  接続マネージャに正しいデータを定義し、CMCTLプログラムを再起動して
ください。 

TNS-04018: CMCTL: configファイルで接続マネージャ名が欠落していますファイルで接続マネージャ名が欠落していますファイルで接続マネージャ名が欠落していますファイルで接続マネージャ名が欠落しています。。。。
原原原原因因因因 :  CMAN.ORAには CMANAGER_NAMEコンポーネントがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CMANAGER_NAMEに名前を定義し、CMCTLプログラムを再起動してく
ださい。 

TNS-04019: CMCTL: configファイルファイルファイルファイルにににに ADDRESS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 :  構成ファイルには ADDRESS/ADDRESS_LISTコンポーネントがありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  CMAN.ORAファイルに接続マネージャ ADDRESS(es)を定義して、CMCTL
プログラムを再起動してください。

TNS-04020: CMCTL: 接続マネージャ管理にコンタクトできません接続マネージャ管理にコンタクトできません接続マネージャ管理にコンタクトできません接続マネージャ管理にコンタクトできません。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャ管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 :  接続マネージャ管理で状態要求を実施して、接続マネージャ管理が実行して
いることを検証してください。 必要ならば、STARTコマンドを使用して接続マネージャ
管理を起動してください。 

TNS-04021: CMCTL: ORACLE環境が正しく設定されていません環境が正しく設定されていません環境が正しく設定されていません環境が正しく設定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ORACLE環境が正しく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 :  Oracle環境の設定方法に関する情報については、プラットフォームの Oracle
オペレーティング・システム固有ドキュメントを参照してください。 修正して、CMCTL
を再実行してください。 Oracle環境が、正しいディレクトリを含むことを確認してくだ
さい。 

TNS-04022: CMCTL: 接続マネージャ接続マネージャ接続マネージャ接続マネージャ名名名名 /アドレスを解決できませんでしたアドレスを解決できませんでしたアドレスを解決できませんでしたアドレスを解決できませんでした。。。。
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原原原原因因因因 :  定義をアドレスする接続マネージャの名前が欠落しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNSNAMES.ORAファイルを調べて、それが指定された名前の定義を含む
ことを確認してください。 

TNS-04023: CMCTL: 接続マネージャ管理接続マネージャ管理接続マネージャ管理接続マネージャ管理名名名名 /アドレスを解決できませアドレスを解決できませアドレスを解決できませアドレスを解決できませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。
原原原原因因因因 :  定義をアドレスする接続マネージャ管理の名前が欠落しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  TNSNAMES.ORAファイルを調べて、それが指定された名前の定義を含む
ことを確認してください。 

TNS-04031: CMCTL: NT内部エラーです内部エラーです内部エラーです内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  インストールされたプロトコル・アダプタにインタフェース中に、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 :  通常ユーザーには表示されません。 CMCTLの起動を試行してください。 エ
ラーが繰り返される場合は、製品のインストレーションを確認してください。 製品のイ
ンストレーションが正しい場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

TNS-04032: CMCTL: NSの内部エラーですの内部エラーですの内部エラーですの内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  TNSとのインタフェース中に、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 :  通常ユーザーには表示されません。 CMCTLの起動を試行してください。 エ
ラーが繰り返される場合は、製品のインストレーションを確認してください。 製品のイ
ンストレーションが正しい場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

TNS-04033: CMCTL: NLの内部エラーですの内部エラーですの内部エラーですの内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  内部 TNSモジュール NLの問題です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  通常ユーザーには表示されません。 CMCTLの起動を試行してください。 エ
ラーが繰り返される場合は、製品のインストレーションを確認してください。 製品のイ
ンストレーションが正しい場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

TNS-04034: CMCTL:　　　　NFP内部エラーです内部エラーです内部エラーです内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  内部接続マネージャ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 :  通常ユーザーには表示されません。 CMCTLの起動を試行してください。 エ
ラーが繰り返される場合は、製品のインストレーションを確認してください。 製品のイ
ンストレーションが正しい場合は、オラクル社カスタマー・サポートに連絡してくださ
い。 

TNS-04035: CMCTL: フル・ファイル名を作成中に、エラーが発生しましたフル・ファイル名を作成中に、エラーが発生しましたフル・ファイル名を作成中に、エラーが発生しましたフル・ファイル名を作成中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルまたは環境変数へのパス名が不正なため、フル・パスをファイル名に作
成中に問題が発生しました。 ルックアップされたファイルは、CMAN.ORAおよび接続
マネージャと接続マネージャ管理のエラー・ファイルを含みます。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  環境変数がすべて正しく定義され、構成ファイルがすべて正しい場所に存在
することを確認してください。 

TNS-04036: CMCTL: 接続マネージャ・エラー・ファイルからの読込みエラーです接続マネージャ・エラー・ファイルからの読込みエラーです接続マネージャ・エラー・ファイルからの読込みエラーです接続マネージャ・エラー・ファイルからの読込みエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  起動に失敗した時、 接続マネージャまたは接続マネージャ管理に生成されたエ
ラー・ファイルを接続マネージャまたは接続マネージャ管理から読み込むときに、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 :  標準ネットワーク・エラー・ディレクトリが存在し、ディレクトリの権限が
すべて適切であることを確認してください。 

TNS-04037: CMCTL: 接続マネージャ・エラー・ファイルのオープン・エラーです接続マネージャ・エラー・ファイルのオープン・エラーです接続マネージャ・エラー・ファイルのオープン・エラーです接続マネージャ・エラー・ファイルのオープン・エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  起動に失敗した時、接続マネージャまたは接続マネージャ管理のエラー・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 :  ネットワーク・エラー・ディレクトリが存在し、ディレクトリの権限がすべ
て適切であることを確認してください。 

TNS-04038: CMCTL: アドレスまたはコマンド文字列の形式が不完全ですアドレスまたはコマンド文字列の形式が不完全ですアドレスまたはコマンド文字列の形式が不完全ですアドレスまたはコマンド文字列の形式が不完全です。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャまたは接続マネージャ管理のどちらかにメッセージの送信を試行
中、受け入れられない文字列が検出されました。 接続マネージャまたは接続マネージャ
管理のどちらかに指定されたアドレスが、不正に作成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 :  構成ファイル (TNSNAMES.ORA)のアドレス文字列をすべて調べ 、形式が
正しいことを確認してください。 すべてに問題がなければ、オラクル社カスタマー・サ
ポートに連絡してください。 

TNS-04039: CMCTL: プロセスを生成中にエラーが発生しましたプロセスを生成中にエラーが発生しましたプロセスを生成中にエラーが発生しましたプロセスを生成中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  内部オペレーティング・システム依存の問題のため、プロセスを生成中にエラー
が検出されました。 マシン・リソースが制限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 :  コマンドを再試行してください。 実行可能な接続マネージャ (sfpadmin、 
sfpgw)の許可、および検索パスの現行の設定を確認してください。 必要ならば、その他
のアプリケーションを終了してマシン・リソースを解放してください。 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。 

TNS-04040: CMCTL: トレース・コンテキストの初期化に失敗しましたが、続行中ですトレース・コンテキストの初期化に失敗しましたが、続行中ですトレース・コンテキストの初期化に失敗しましたが、続行中ですトレース・コンテキストの初期化に失敗しましたが、続行中です。。。。
原原原原因因因因 :  CMAN.ORAのエラーのため、またはユーザーの権限が不正か、ファイルが存在
しないために、指定されたトレース・ファイルのオープン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 :  構成ファイルの権限を確認し、確実にすべてが正しい場所に存在するように
してください。 

TNS-04041: CMCTL: 接続マネージャはすでに実行中接続マネージャはすでに実行中接続マネージャはすでに実行中接続マネージャはすでに実行中。。。。 起動操作は取り消されました起動操作は取り消されました起動操作は取り消されました起動操作は取り消されました。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャがすでに実行しており、同じアドレスにリスニングしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ありません。接続マネージャがすでに実行しています。
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NFP エラー・メッセージ : TNS-04001 ～ 04200
TNS-04042: CMCTL: 接続マネージャ管理はすでに実行中接続マネージャ管理はすでに実行中接続マネージャ管理はすでに実行中接続マネージャ管理はすでに実行中。。。。 起動操作は取り消されました起動操作は取り消されました起動操作は取り消されました起動操作は取り消されました。。。。
原原原原因因因因 :  接続マネージャ管理がすでに実行しており、同じアドレスにリスニングしていま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ありません。接続マネージャ管理がすでに実行しています。

TNS-04043: 接続マネージャは接続されたままですが、それでも停止します接続マネージャは接続されたままですが、それでも停止します接続マネージャは接続されたままですが、それでも停止します接続マネージャは接続されたままですが、それでも停止しますかかかか (y/n)?
原原原原因因因因 :  停止しようとしている接続マネージャは接続されたままです。 これは確認メッ
セージです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  「y」または「n」を押して、応答してください。「y」を押すと、アクティブ
なデータベース接続は削除されます。これは一般に回避したほうがいいでしょう。

TNS-04044: CMCTL: 接続マネージャにコンタクトするに接続マネージャにコンタクトするに接続マネージャにコンタクトするに接続マネージャにコンタクトするにはははは CMAN.ORAファイルが必要でファイルが必要でファイルが必要でファイルが必要で
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  正しいディレクトリに CMAN.ORAが存在しないのに、デフォルトの接続マネー
ジャとコンタク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 :  CMAN.ORAファイルを作成してください。 INTCHG.ORAファイルが正し
いディレクトリにあり、コンタクトする接続マネージャの正しい名前を含んでいること
を確認してください。 

TNS-04045: CMCTL: そのアドレスでは接続マネージャにコンタクトできませんでしたそのアドレスでは接続マネージャにコンタクトできませんでしたそのアドレスでは接続マネージャにコンタクトできませんでしたそのアドレスでは接続マネージャにコンタクトできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  応答しない特定のアドレスで、接続マネージャとコンタク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 :  接続マネージャが実際にそのアドレスでリスニングしていることを確認して
ください。 

TNS-04046: CMCTL: そのアドレスでは接続マネージャ管理にコンタクトできませんでしたそのアドレスでは接続マネージャ管理にコンタクトできませんでしたそのアドレスでは接続マネージャ管理にコンタクトできませんでしたそのアドレスでは接続マネージャ管理にコンタクトできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  応答しない特定のアドレスで、接続マネージャ管理とコンタクトしようとしまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続マネージャ管理が実際にそのアドレスでリスニングしていることを確認
してください。 

TNS-04047: CMCTL: 接続マネージャ管理接続マネージャ管理接続マネージャ管理接続マネージャ管理のののの IPCアドレスを作成できませんでしたアドレスを作成できませんでしたアドレスを作成できませんでしたアドレスを作成できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  応答していない IPCアドレスを使用して、接続マネージャ管理とコンタクトしよ
うとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続マネージャ管理が実行されているかどうかを確認してください。 

TNS-04060: CMCTL: 不正コマン不正コマン不正コマン不正コマンドドドド : リモート接続マネージャでリモート接続マネージャでリモート接続マネージャでリモート接続マネージャではははは STATUSコマンドのみ可コマンドのみ可コマンドのみ可コマンドのみ可。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが存在しないコマンドを入力したか、または STATUS以外の要求をリ
モート接続マネージャに行おうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なコマンドのリストについては、CMCTLコマンドまたはコマンドまた
は型 HELPのリストに関する『Oracle Net8 管理者ガイド』を確認してください。 
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NFP エラー・メッセージ : TNS-04001 ～ 04200
TNS-04061: CMCTL: 不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラーーーー : トレース・レベルの指定が必要でトレース・レベルの指定が必要でトレース・レベルの指定が必要でトレース・レベルの指定が必要で
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーはトレース・レベル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 :  トレース・レベルを指定して、コマンドを再試行してください。 

TNS-04062: CMCTL: 不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラ不正なコマンドまたは構文エラーーーー : ヘルプ表示ヘルプ表示ヘルプ表示ヘルプ表示はははは help/h/?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 :  ユーザーが無効なコマンドを入力しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なコマンドのリストについては、『Oracle Net8 管理者ガイド』を確認す
るか、または HELPとタイプしてください。 

TNS-04063: CMCTL: バッファ用のメモリー割当てに失敗しましたバッファ用のメモリー割当てに失敗しましたバッファ用のメモリー割当てに失敗しましたバッファ用のメモリー割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  CMCTLが内部バッファ用のメモリー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 :  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。 

TNS-04064: CMCTL: CMAN.ORAにににに CMANAGER_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 :  CMCTLは CMAN.ORAに CMANAGER_NAMEパラメータ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 :  CMAN.ORAファイルが正しい構造になっているかを確認してください。 

TNS-04065: CMCTL: コマンドがリモートで実行できませんコマンドがリモートで実行できませんコマンドがリモートで実行できませんコマンドがリモートで実行できません。。。。
原原原原因因因因 :  状態およびバージョン以外のコマンドがリモートから試行されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  状態およびバージョン以外のコマンドを実行する必要がある場合には、接続
マネージャ・マシンで CMCTL を実行する必要があります。 
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重要でないエラー・メッセージ : VAG-00100 ～ VAG-05999 
VAG-01000: 表領域状態の変更中にエラーが発生しています表領域状態の変更中にエラーが発生しています表領域状態の変更中にエラーが発生しています表領域状態の変更中にエラーが発生しています。。。。

原原原原因因因因 :  表領域状態の変更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 :  Oracle特定のエラーを参照してください。

VAG-01001: 表領域の初期化中にエラーが発生しました表領域の初期化中にエラーが発生しました表領域の初期化中にエラーが発生しました表領域の初期化中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  表領域のプロパティ・シートの初期化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 :  表領域オブジェクトのリストをリフレッシュし、表領域の変更を再試行して
ください。

VAG-01002: 削除がユーザーに取り消されました削除がユーザーに取り消されました削除がユーザーに取り消されました削除がユーザーに取り消されました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが、表領域セグメントの削除要求を取り消しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VAG-01003: 「名前」フィールドが有効「名前」フィールドが有効「名前」フィールドが有効「名前」フィールドが有効なななな Oracle識別子を含む必要があります識別子を含む必要があります識別子を含む必要があります識別子を含む必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  「名前」フィールドに入力したテキストが、有効な Oracle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 :  入力した値が、『Oracle7 Server SQL リファレンス』第 2章の Oracle識別子
ガイドラインに一致することを確認してください。

VAG-01004: 最最最最低低低低 1つのデータ・ファイルを指定しなければなりませんつのデータ・ファイルを指定しなければなりませんつのデータ・ファイルを指定しなければなりませんつのデータ・ファイルを指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルのリストに、エントリがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  追加ボタンを使用して、データ・ファイルの指定を許可するダイアログ・
ボックスを起動してください。

VAG-01005: 新規ファイル・サイズ・フィールドに有効な数値を入力してください新規ファイル・サイズ・フィールドに有効な数値を入力してください新規ファイル・サイズ・フィールドに有効な数値を入力してください新規ファイル・サイズ・フィールドに有効な数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  このフィールドの値は、有効な数値ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な正数を入力してください。
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重要でないエラー・メッセージ : VAG-00100 ～ VAG-05999
VAG-01006: ～によるサイズ増加フィールドに有効な数値を入力してください～によるサイズ増加フィールドに有効な数値を入力してください～によるサイズ増加フィールドに有効な数値を入力してください～によるサイズ増加フィールドに有効な数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  このフィールドの値は、有効な正数ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な正数を入力するか、またはフィールドを空のままにしておいてくださ
い。

VAG-02000: データ・ファイル状態の変更中にエラーが発生しましたデータ・ファイル状態の変更中にエラーが発生しましたデータ・ファイル状態の変更中にエラーが発生しましたデータ・ファイル状態の変更中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイル状態の変更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 :  Oracle特定のエラーを参照してください。

VAG-02001: データ・ファイル一般ページの初期化中に、エラーが発生しましたデータ・ファイル一般ページの初期化中に、エラーが発生しましたデータ・ファイル一般ページの初期化中に、エラーが発生しましたデータ・ファイル一般ページの初期化中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースからのデータ取出しによる、データファイルのプロパティ・シート
の初期化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 :  なし。

VAG-02002: 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 Autoextendページの初期化中に、エラーが発生しましたページの初期化中に、エラーが発生しましたページの初期化中に、エラーが発生しましたページの初期化中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースからのデータ取出しによる、データファイルのプロパティ・シート
の初期化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 :  なし。

VAG-02005: 新規ファイル・サイズ・フィールドに有効な数値を入力してください新規ファイル・サイズ・フィールドに有効な数値を入力してください新規ファイル・サイズ・フィールドに有効な数値を入力してください新規ファイル・サイズ・フィールドに有効な数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  このフィールドの値は、有効な正数ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム特定最大値未満の、有効な正数を入力してくだ
さい。

VAG-02006: 「増分値」フィールドに有効な数値を入力してください「増分値」フィールドに有効な数値を入力してください「増分値」フィールドに有効な数値を入力してください「増分値」フィールドに有効な数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  このフィールドの値は、正数ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム特定最大値未満の、有効な正数を入力してくだ
さい。

VAG-02007: 最大エクステント・フィールドに有効な数値を入力してください最大エクステント・フィールドに有効な数値を入力してください最大エクステント・フィールドに有効な数値を入力してください最大エクステント・フィールドに有効な数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  このフィールドの値は、有効な正数ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム特定最大値未満の、有効な正数を入力してくだ
さい。

VAG-02008: データ・ファイルが作成されましたが、オフラインではありませんデータ・ファイルが作成されましたが、オフラインではありませんデータ・ファイルが作成されましたが、オフラインではありませんデータ・ファイルが作成されましたが、オフラインではありません。。。。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルが作成されましたが、オフライン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 :  Oracleエラーを修正して、データ・ファイルのオフライン化を再試行してく
ださい。

VAG-02009: 表領域を選択してください表領域を選択してください表領域を選択してください表領域を選択してください。。。。
原原原原因因因因 :  表領域のエントリが未指定です。
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重要でないエラー・メッセージ : VAG-00100 ～ VAG-05999
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用可能な表領域ドロップダウン・リストから、表領域を選択してくださ
い。

VAG-02010: データ・ファイルにサイズを指定するか、またデータ・ファイルにサイズを指定するか、またデータ・ファイルにサイズを指定するか、またデータ・ファイルにサイズを指定するか、またはははは REUSEオプションを使用しオプションを使用しオプションを使用しオプションを使用し
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 :  データベースの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 :  サイズを指定するか、または REUSEオプションを使用して既存のデータ・
ファイルを再利用してください。

VAG-03000: ロールバック状態の変更中にエラーが発生しましたロールバック状態の変更中にエラーが発生しましたロールバック状態の変更中にエラーが発生しましたロールバック状態の変更中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ロールバックの変更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特定のエラーを参照してください。

VAG-03001: ロールバックの縮小中にエラーが発生しましたロールバックの縮小中にエラーが発生しましたロールバックの縮小中にエラーが発生しましたロールバックの縮小中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  ロールバック・セグメントの縮小を試行中に、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 :  Oracle特定のエラーを参照してください。

VAG-03002: ロールバックの初期化中にエラーが発生しましたロールバックの初期化中にエラーが発生しましたロールバックの初期化中にエラーが発生しましたロールバックの初期化中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースからのデータ取出しによる、ロールバックのプロパティ・シートの
初期化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 :  なし。

VAG-03003: 削除がユーザーに取り消されました削除がユーザーに取り消されました削除がユーザーに取り消されました削除がユーザーに取り消されました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーが、ロールバック・セグメントの削除要求を取り消しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VAG-03004: ロールバック・セグメントを追加できるように、表領域はオンラインである必ロールバック・セグメントを追加できるように、表領域はオンラインである必ロールバック・セグメントを追加できるように、表領域はオンラインである必ロールバック・セグメントを追加できるように、表領域はオンラインである必
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 :  ロールバック・セグメントを作成する表領域が、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 :  表領域をオンラインに置き、再試行してください。

VAG-03006: 初期のサイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれて初期のサイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれて初期のサイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれて初期のサイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれて
いなければなりませんいなければなりませんいなければなりませんいなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  このフィールドの値は、有効な正数ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な正数を入力するか、またはフィールドを空のままにしておいてくださ
い。

VAG-03007: 次のサイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれてい次のサイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれてい次のサイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれてい次のサイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれてい
なければなりませんなければなりませんなければなりませんなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  このフィールドの値は、有効な正数ではありません。
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重要でないエラー・メッセージ : VAG-00100 ～ VAG-05999
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な正数を入力するか、またはフィールドを空のままにしておいてくださ
い。

VAG-03008: 最適サイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれてい最適サイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれてい最適サイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれてい最適サイズ・フィールドは空になっているか、または有効な数値が含まれてい
なければなりませんなければなりませんなければなりませんなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  このフィールドの値は、有効な正数ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な正数を入力するか、またはフィールドを空のままにしておいてくださ
い。

VAG-03009: 最少数値フィールドに有効な数値を入力してください最少数値フィールドに有効な数値を入力してください最少数値フィールドに有効な数値を入力してください最少数値フィールドに有効な数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  このフィールドの値は、有効な正数ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な正数を入力してください。

VAG-03010: 最大数値フィールドに有効な数値を入力してください最大数値フィールドに有効な数値を入力してください最大数値フィールドに有効な数値を入力してください最大数値フィールドに有効な数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  このフィールドの値は、有効な正数ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な正数を入力してください。

VAG-05000: サイズに有効な値を入力してくださいサイズに有効な値を入力してくださいサイズに有効な値を入力してくださいサイズに有効な値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  ロールバック |縮小ダイアログ・ボックスのサイズ・フィールドに、値が入力さ
れていないか、不正な値が入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VAG-05003: フィールドの移入中に、エラーが発生しましたフィールドの移入中に、エラーが発生しましたフィールドの移入中に、エラーが発生しましたフィールドの移入中に、エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースからのデータを伴うサマリー情報の移入中に、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 :  ツリーをリフレッシュして、再試行してください。
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重要でないエラー・メッセージ : VAI-01000 ～ VAI-01399
VAI-01000: パラメータ・ファイルが見つかりませんパラメータ・ファイルが見つかりませんパラメータ・ファイルが見つかりませんパラメータ・ファイルが見つかりません。。。。

原原原原因因因因 :  指定されたパラメータ・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 :  パラメータ・ファイルに有効なパス名を指定してください。

VAI-01001: データベースの起動に失敗しましたデータベースの起動に失敗しましたデータベースの起動に失敗しましたデータベースの起動に失敗しました。。。。 不明な例外です不明な例外です不明な例外です不明な例外です。。。。
原原原原因因因因 :  不明な例外のため、データベース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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-01002: データベースのシャットダウンに失敗しましたデータベースのシャットダウンに失敗しましたデータベースのシャットダウンに失敗しましたデータベースのシャットダウンに失敗しました。。。。 不明な例外です不明な例外です不明な例外です不明な例外です。。。。
原原原原因因因因 :  不明な例外のため、データベースのシャットダウンに失敗しました。

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。

VAI-01003: データベースのマウントに失敗しましたデータベースのマウントに失敗しましたデータベースのマウントに失敗しましたデータベースのマウントに失敗しました。。。。 不明な例外です不明な例外です不明な例外です不明な例外です。。。。
原原原原因因因因 :  不明な例外のため、データベースのマウントに失敗しました。

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。

VAI-01004: データベースのオープンに失敗しましたデータベースのオープンに失敗しましたデータベースのオープンに失敗しましたデータベースのオープンに失敗しました。。。。 不明な例外です不明な例外です不明な例外です不明な例外です。。。。
原原原原因因因因 :  不明な例外のため、データベース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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-01005: データベースの起動に失敗しましたデータベースの起動に失敗しましたデータベースの起動に失敗しましたデータベースの起動に失敗しました。。。。 不明な例外です不明な例外です不明な例外です不明な例外です。。。。
原原原原因因因因 :  不明な例外のため、データベース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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-01006: 選択した保管構成が無効です選択した保管構成が無効です選択した保管構成が無効です選択した保管構成が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  無効な構成が選択されため、データベース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 :  起動の為に、有効な構成を選択してください。
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重要でないエラー・メッセージ : VAI-01000 ～ VAI-01399
VAI-01200: データベースからの初期化パラメータ取得に、失敗しましたデータベースからの初期化パラメータ取得に、失敗しましたデータベースからの初期化パラメータ取得に、失敗しましたデータベースからの初期化パラメータ取得に、失敗しました。。。。 不明な例外です不明な例外です不明な例外です不明な例外です。。。。
原原原原因因因因 :  不明な例外のため、初期化パラメータをデータベースから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。

VAI-01201: ファイルをオープンして初期化パラメータを書き込むことができませんファイルをオープンして初期化パラメータを書き込むことができませんファイルをオープンして初期化パラメータを書き込むことができませんファイルをオープンして初期化パラメータを書き込むことができません。。。。
原原原原因因因因 :  不明な例外のため、初期化パラメータ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。

VAI-01202: パラメータのファイパラメータのファイパラメータのファイパラメータのファイルルルル (filename)への保存に失敗しましたへの保存に失敗しましたへの保存に失敗しましたへの保存に失敗しました。。。。 ファイル名を調べファイル名を調べファイル名を調べファイル名を調べ
て、有効であることを確認してくださいて、有効であることを確認してくださいて、有効であることを確認してくださいて、有効であることを確認してください。。。。 
原原原原因因因因 :  パラメータのファイルへの保存が、成功しませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なファイル名を指定したことを、確認してください。

VAI-01203: この初期化パラメータの編集は、許可されていませんこの初期化パラメータの編集は、許可されていませんこの初期化パラメータの編集は、許可されていませんこの初期化パラメータの編集は、許可されていません 。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーは、この初期化パラメータの編集を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 :  このパラメータは編集できません。

VAI-01204: 初期化パラメータ・ファイ初期化パラメータ・ファイ初期化パラメータ・ファイ初期化パラメータ・ファイルルルル ( filename)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 :  パラメータを読み込む初期化パラメータ・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 :  有効なファイル名を指定したことを、確認してください。

VAI-01205: version_numberデータベースの要求された構成表の位置確認に、失敗しましたデータベースの要求された構成表の位置確認に、失敗しましたデータベースの要求された構成表の位置確認に、失敗しましたデータベースの要求された構成表の位置確認に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  このデータベース・バージョンの、リポジトリでのリストまたは導出されたパラ
メータの位置確認に、失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リポジトリ作成表が正しく実行していることを、確認してください。

VAI-01206: 内部エラーです。不明な例外型が捕捉されました内部エラーです。不明な例外型が捕捉されました内部エラーです。不明な例外型が捕捉されました内部エラーです。不明な例外型が捕捉されました。。。。
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。

VAI-01208: リポジトリに接続していないため、操作に失敗しましたリポジトリに接続していないため、操作に失敗しましたリポジトリに接続していないため、操作に失敗しましたリポジトリに接続していないため、操作に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  リポジトリに接続していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リポジトリに接続していることを、確認してください。

VAI-01400: 保管された構成の取得に、失敗しました保管された構成の取得に、失敗しました保管された構成の取得に、失敗しました保管された構成の取得に、失敗しました。。。。  不明な例外です不明な例外です不明な例外です不明な例外です。。。。
原原原原因因因因 :  不明な例外のため、Init Params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。

VAI-02200: サーバー・ドキュメントサーバー・ドキュメントサーバー・ドキュメントサーバー・ドキュメントのののの IUnknownの検索に失敗しましたの検索に失敗しましたの検索に失敗しましたの検索に失敗しました。。。。
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重要でないエラー・メッセージ : VAI-01000 ～ VAI-01399
原原原原因因因因 :  サーバー・ドキュメントの IUnknownポインタの取得に、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。

VAI-02201: CLSIDFromProgID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 :  CLSIDFromProgID()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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-02202: OLEの実行しているオブジェクト表で、ジョブ通知オブジェクトの登録に失敗の実行しているオブジェクト表で、ジョブ通知オブジェクトの登録に失敗の実行しているオブジェクト表で、ジョブ通知オブジェクトの登録に失敗の実行しているオブジェクト表で、ジョブ通知オブジェクトの登録に失敗
しましたしましたしましたしました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ通知オブジェクトの RegisterActiveObject()または
IRunningObjectTable::Register()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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-02203: OLEの実行しているオブジェクト表で、ジョブ通知オブジェクトの取消しに失の実行しているオブジェクト表で、ジョブ通知オブジェクトの取消しに失の実行しているオブジェクト表で、ジョブ通知オブジェクトの取消しに失の実行しているオブジェクト表で、ジョブ通知オブジェクトの取消しに失
敗しました敗しました敗しました敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ通知オブジェクトの RevokeActiveObject()または
IRunningObjectTable::Revoke()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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-02204: アクティブ・オブジェクトアクティブ・オブジェクトアクティブ・オブジェクトアクティブ・オブジェクトのののの IUnknown取得に失敗しました取得に失敗しました取得に失敗しました取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  GetActiveObject()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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-02205: サービスサービスサービスサービスのののの IDispatch取得に失敗しました取得に失敗しました取得に失敗しました取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  IDispatch*を取得する、QueryInterface()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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-02206: 自動コールでエラ自動コールでエラ自動コールでエラ自動コールでエラーーーー !¥n¥nCode: ¥tが戻されましたが戻されましたが戻されましたが戻されました。。。。
原原原原因因因因 :  ole自動コールへのエラー・メッセージ生成の失敗に、<error id>¥n<error 
description>が追加されました ("%0ld¥n%s") 。

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。

VAI-02207:優先の資格証明の取得に、失敗しました優先の資格証明の取得に、失敗しました優先の資格証明の取得に、失敗しました優先の資格証明の取得に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  優先の資格証明の取得 (GetPreferredCredentials())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。

VAI-02208: ログオン情報の取得に、失敗しましたログオン情報の取得に、失敗しましたログオン情報の取得に、失敗しましたログオン情報の取得に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ログオン情報の取得 (GetRepLogonInfo())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。

VAI-02209: ジョブ・オブジェクトの初期化に、失敗しましたジョブ・オブジェクトの初期化に、失敗しましたジョブ・オブジェクトの初期化に、失敗しましたジョブ・オブジェクトの初期化に、失敗しました。。。。
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重要でないエラー・メッセージ : VAI-01000 ～ VAI-01399
原原原原因因因因 :  ジョブ・オブジェクトの初期化中に、失敗しました。 (Initialize())。

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。

VAI-02210: テンポラテンポラテンポラテンポラリリリリ tclスクリプト・ファイルの作成に失敗しましたスクリプト・ファイルの作成に失敗しましたスクリプト・ファイルの作成に失敗しましたスクリプト・ファイルの作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  tclスクリプト・ファイルのテンポラリ・ファイル作成に、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。

VAI-02211: tclスクリプト・ファイルへの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルへの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルへの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルへの書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  tclスクリプト・ファイルへの書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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-02212: テンポラテンポラテンポラテンポラリリリリ tclスクリプト・ファイルの削除に失敗しましたスクリプト・ファイルの削除に失敗しましたスクリプト・ファイルの削除に失敗しましたスクリプト・ファイルの削除に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  テンポラリ tclスクリプト・ファイルの削除に失敗しました。

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。

VAI-02213: スクリプトのジョブへの送信に、失敗しましたスクリプトのジョブへの送信に、失敗しましたスクリプトのジョブへの送信に、失敗しましたスクリプトのジョブへの送信に、失敗しました。。。。 
原原原原因因因因 :  スクリプトのジョブ・オブジェクトへの設定 (SetScript()) 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。

VAI-02214: ジョブ名のジョブへの設定に、失敗しましたジョブ名のジョブへの設定に、失敗しましたジョブ名のジョブへの設定に、失敗しましたジョブ名のジョブへの設定に、失敗しました。。。。 
原原原原因因因因 :  ジョブ・オブジェクトへの名前設定 (SetJobName())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。

VAI-02215: ジョブへの宛先設定に、失敗しましたジョブへの宛先設定に、失敗しましたジョブへの宛先設定に、失敗しましたジョブへの宛先設定に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ・オブジェクトへの宛先設定 (SetDestinations())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。

VAI-02216: ジョブのスケジュールに、失敗しましたジョブのスケジュールに、失敗しましたジョブのスケジュールに、失敗しましたジョブのスケジュールに、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ・オブジェクトへのスケジュール設定 (SetSchedule())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。

VAI-02217: ジョブへの資格証明設定に、失敗しましたジョブへの資格証明設定に、失敗しましたジョブへの資格証明設定に、失敗しましたジョブへの資格証明設定に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ・オブジェクトへの資格証明設定 (SetCredentials()) 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。

VAI-02218: ジョブ通知を受け取ジョブ通知を受け取ジョブ通知を受け取ジョブ通知を受け取るるるる OLE自動サーバーの送信に、失敗しました自動サーバーの送信に、失敗しました自動サーバーの送信に、失敗しました自動サーバーの送信に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブへの通知オブジェクト設定 (SetNotificationObjectProgID())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。

VAI-02219: ジョブのコミットに、失敗しましたジョブのコミットに、失敗しましたジョブのコミットに、失敗しましたジョブのコミットに、失敗しました。。。。
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重要でないエラー・メッセージ : VAI-01000 ～ VAI-01399
原原原原因因因因 :  ジョブ・オブジェクトのコミット (Commit())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。

VAI-02220: ジョブ通知情報の抽出に失敗しましたジョブ通知情報の抽出に失敗しましたジョブ通知情報の抽出に失敗しましたジョブ通知情報の抽出に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブの通知情報抽出 (JobNotificationVriantToParameters())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。

VAI-02221: 途中のジョブ通知の取得に、失敗しました途中のジョブ通知の取得に、失敗しました途中のジョブ通知の取得に、失敗しました途中のジョブ通知の取得に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ通知キューのフラッシュ (FlushNotificationQueue()) 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。

VAI-02222: パラレル・サーバーの起動に、失敗しましたパラレル・サーバーの起動に、失敗しましたパラレル・サーバーの起動に、失敗しましたパラレル・サーバーの起動に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・サーバーの起動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。

VAI-02223: パラレル・サーバーのシャットダウンに、失敗しましたパラレル・サーバーのシャットダウンに、失敗しましたパラレル・サーバーのシャットダウンに、失敗しましたパラレル・サーバーのシャットダウンに、失敗しました 。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・サーバーのシャットダウン・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。

VAI-02224: 起動パラレル・サーバー操作に、失敗しました起動パラレル・サーバー操作に、失敗しました起動パラレル・サーバー操作に、失敗しました起動パラレル・サーバー操作に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・サーバーの起動に関連するエラーを扱う、一般的なメッセージです。

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。

VAI-02225: シャットダウン・パラレル・サーバー操作に、失敗しましたシャットダウン・パラレル・サーバー操作に、失敗しましたシャットダウン・パラレル・サーバー操作に、失敗しましたシャットダウン・パラレル・サーバー操作に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・サーバーのシャットダウンに関連するエラーを扱う、一般的なメッ
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。

VAI-02226: エラエラエラエラーーーー : 操作に失敗しました操作に失敗しました操作に失敗しました操作に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  操作型 (起動 /シャットダウン )が不明な時に発生する、一般的なエラー・テキ
スト (および dlgキャプション )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。

VAI-02227: 優先の資格証明の取得に、失敗しました優先の資格証明の取得に、失敗しました優先の資格証明の取得に、失敗しました優先の資格証明の取得に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  優先の資格証明の取得 (GetPreferredCredentials())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。

VAI-02228: サービスのノード名取得に、失敗しましたサービスのノード名取得に、失敗しましたサービスのノード名取得に、失敗しましたサービスのノード名取得に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  サービスのノード名取得 (GetServiceNode ())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。
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重要でないエラー・メッセージ : VAI-01000 ～ VAI-01399
VAI-02229: エラエラエラエラーーーー : パラレル・サーバー起動スクリプパラレル・サーバー起動スクリプパラレル・サーバー起動スクリプパラレル・サーバー起動スクリプトトトト ¥"%s¥"の検索に、失敗しましたの検索に、失敗しましたの検索に、失敗しましたの検索に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  startup.tclファイルの検索に、失敗しました。

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

VAI-02230: エラエラエラエラーーーー : パラレパラレパラレパラレルルルル・・・・サーバサーバサーバサーバーーーー・・・・シャットダウシャットダウシャットダウシャットダウンンンン・・・・スクリプスクリプスクリプスクリプトトトト ¥"%s¥"の検索にの検索にの検索にの検索に、、、、失失失失
敗しました敗しました敗しました敗しました。。。。 
原原原原因因因因 :  shutdown.tclファイルの検索に、失敗しました。

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

VAI-02231: ディスパッチ・ドライバの作成に、失敗しましたディスパッチ・ドライバの作成に、失敗しましたディスパッチ・ドライバの作成に、失敗しましたディスパッチ・ドライバの作成に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  CreateDispatch() ole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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-02232: これ以上インスタンスを選択できませんこれ以上インスタンスを選択できませんこれ以上インスタンスを選択できませんこれ以上インスタンスを選択できません。。。。
原原原原因因因因 :  起動 /シャットダウン ops dlgsで選択を試行した opsインスタンスの数が多す
ぎる時、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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-02233: 選択されたインスタンスが多すぎます選択されたインスタンスが多すぎます選択されたインスタンスが多すぎます選択されたインスタンスが多すぎます。。。。 インスタンスをいくつか削除してくださインスタンスをいくつか削除してくださインスタンスをいくつか削除してくださインスタンスをいくつか削除してくださ
いいいい。。。。
原原原原因因因因 :  起動 /シャットダウン ops dlgsで選択されたインスタンスが多すぎる場合に、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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-02234: オブジェクトのリストの変形からの情報抽出に、失敗しましたオブジェクトのリストの変形からの情報抽出に、失敗しましたオブジェクトのリストの変形からの情報抽出に、失敗しましたオブジェクトのリストの変形からの情報抽出に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ディスカバリ・キャッシュの GetObjectList()に戻された変形からの情報抽出に、
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。

VAI-02235: パラレル・サーバーのインスタンス・リスト取得に、失敗しましたパラレル・サーバーのインスタンス・リスト取得に、失敗しましたパラレル・サーバーのインスタンス・リスト取得に、失敗しましたパラレル・サーバーのインスタンス・リスト取得に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ディスカバリ・キャッシュからのパラレル・サーバーの opsインスタンス取得
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。

VAI-02236: パラレル・サーバー・インスタンスが選択されていませんパラレル・サーバー・インスタンスが選択されていませんパラレル・サーバー・インスタンスが選択されていませんパラレル・サーバー・インスタンスが選択されていません。。。。
原原原原因因因因 :  試行された操作には、1つ以上の opsインスタンスを選択する必要がありますが、
現在 1つも選択されていません。

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。

VAI-02237: エラエラエラエラーーーー : ファイルのオープンに失敗しましたファイルのオープンに失敗しましたファイルのオープンに失敗しましたファイル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。
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重要でないエラー・メッセージ : VAI-01000 ～ VAI-01399
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。

VAI-02238: ファイルへの書込みに失敗しましたファイルへの書込みに失敗しましたファイルへの書込みに失敗しましたファイルへの書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルへの書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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-02239: パラレル・サーバーの起動に、失敗しましたパラレル・サーバーの起動に、失敗しましたパラレル・サーバーの起動に、失敗しましたパラレル・サーバーの起動に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・サーバー起動操作に失敗しました（dlg caption）。

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。

VAI-02240: パラレル・サーバーのシャットダウンに、失敗しましたパラレル・サーバーのシャットダウンに、失敗しましたパラレル・サーバーのシャットダウンに、失敗しましたパラレル・サーバーのシャットダウンに、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・サーバーのシャットダウン操作に失敗しました (dlg caption)。

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。

VAI-02241: パラレル・サーバーが、起動に失敗しましたパラレル・サーバーが、起動に失敗しましたパラレル・サーバーが、起動に失敗しましたパラレル・サーバーが、起動に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・サーバーが問題なく起動しました（詳細メッセージ）。

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。

VAI-02242: パラレル・サーバーが、停止に失敗しましたパラレル・サーバーが、停止に失敗しましたパラレル・サーバーが、停止に失敗しましたパラレル・サーバーが、停止に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  パラレル・サーバーが問題なくシャットダウンしました (詳細メッセージ )。

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。

VAI-02243:ジョブ通知オブジェクトの項目モニカ作成に、失敗しましたジョブ通知オブジェクトの項目モニカ作成に、失敗しましたジョブ通知オブジェクトの項目モニカ作成に、失敗しましたジョブ通知オブジェクトの項目モニカ作成に、失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ通知オブジェクトの CreateItemMoniker()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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VAI-03000: パラメータ・ファイル・フィールドの値を指定する必要がありますパラメータ・ファイル・フィールドの値を指定する必要がありますパラメータ・ファイル・フィールドの値を指定する必要がありますパラメータ・ファイル・フィールドの値を指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  初期化パラメータ・ファイルを保存するファイル名を、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 :  パラメータ・ファイルに有効なファイル名を指定してください。

VAI-03001: 指定したファイル名はすでに存在しています指定したファイル名はすでに存在しています指定したファイル名はすでに存在しています指定したファイル名はすでに存在しています。。。。 このファイルを上書きしますこのファイルを上書きしますこのファイルを上書きしますこのファイルを上書きしますかかかか ?
原原原原因因因因 :  既存のファイルの名前を指定しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルを上書きするかどうかを決定してください。

VAI-03002: コンソールを位置確認できませんコンソールを位置確認できませんコンソールを位置確認できませんコンソールを位置確認できません。。。。 リポジトリの資格証明を入力してくださいリポジトリの資格証明を入力してくださいリポジトリの資格証明を入力してくださいリポジトリの資格証明を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  コンソールを位置確認して、リポジトリの詳細を取得できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リポジトリの資格証明を入力してください。
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重要でないエラー・メッセージ : VAI-01000 ～ VAI-01399
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Backupおよび Recovery Managerメッセージ

表領域バックアップ・エラー・メッセージ : VAR-03000 ～ VAR-
03999

VAR-03000: 表領域が選択されていません表領域が選択されていません表領域が選択されていません表領域が選択されていません。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ・ウィザード 2ページで、表領域を選択しませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ・ウィザード 2ページで、表領域を選択してください。

VAR-03001: "Tape Label"を入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ方法「バックアップ・ウィザード 3ページでディスクに書込む」を
選択しましたが、バックアップ・ウィザード 3ページでテープ・ラベルを入力しません
でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ・ウィザード 3ページで、テープ・ラベルを入力してくださ
い。 

VAR-03002: "Tape Device"を入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ方法「バックアップ・ウィザード 3ページでテープに書込む」を選
択しましたが、バックアップ・ウィザード 3ページでテープ ID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 :  バックアップ・ウィザード 3ページで、テープ IDを入力してください。

VAR-03003: "Disk Directory"を入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ方法「バックアップ・ウィザード 3ページでディスクに書込む」を
選択しましたが、バックアップ・ウィザード 3ページでディレクトリを入力しませんで
した。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ・ウィザード 3ページで、ディスク・ディレクトリを入力して
ください。

VAR-03004: "OS Command"を入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ方法「バックアップ・ウィザード 3ページで OSコマンド」を選択
しましたが、バックアップ・ウィザード 3ページでコマンドを入力しませんでした。
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その他のエラー・メッセージ : VAR-08000 ～ VAR-13012
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ・ウィザード 3ページで、コマンドを入力してください。

VAR-03005: "Backup Definition Name "を入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ・ウィザードの最後のページで、スクリプトの Tclファイル名を入
力しませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ・ウィザードの最後のページで、スクリプトの Tclファイル名
を入力してください。

VAR-03006: バックアップ定義ファイルをオープンできませんバックアップ定義ファイルをオープンできませんバックアップ定義ファイルをオープンできませんバックアップ定義ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  内部例外です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルをオープンできません。ファイルがすでにオープンされている可能
性があります。

VAR-03007: バックアップ定義をディスクに書込めませんバックアップ定義をディスクに書込めませんバックアップ定義をディスクに書込めませんバックアップ定義をディスクに書込めません。。。。
原原原原因因因因 :  内部例外です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルに書込めません。ファイルが読込み専用である可能性があります。

VAR-03008: (データベースが起動しているデータベースが起動しているデータベースが起動しているデータベースが起動している時時時時 )SYSTEMのオフラインのオフラインのオフラインのオフライン ・バックアップは禁止・バックアップは禁止・バックアップは禁止・バックアップは禁止
されていますされていますされていますされています。。。。
原原原原因因因因 :  データベースの起動中に、SYSTEM表領域がバックアップする表領域のリストに
含まれました。 これは禁止されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム表領域をバックアップ・リストから削除するか、データベース状態
を "Offline"に変更するか、または表領域状態を "Online" に変更してください。

VAR-03009: OSコマンド引数を入力する必要がありますコマンド引数を入力する必要がありますコマンド引数を入力する必要がありますコマンド引数を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ方法「バックアップ・ウィザード 3ページで OSコマンド」を選択
しましたが、バックアップ・ウィザード 3ページでコマンド引数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 :  バックアップ・ウィザード 3ページで、コマンド引数を入力してください。

その他のエラー・メッセージ : VAR-08000 ～ VAR-13012
VAR-08001: バックアップの実施中に、エラーが発生しましたバックアップの実施中に、エラーが発生しましたバックアップの実施中に、エラーが発生しましたバックアップの実施中に、エラーが発生しました。。。。

原原原原因因因因 :  データベース・バックアップに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース /表領域状態を確認してください。

VAR-08500: 曜日が指定されました曜日が指定されました曜日が指定されました曜日が指定されました。。。。
原原原原因因因因 :  曜日が指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。 

VAR-08501: 日にちが指定されていませんでした日にちが指定されていませんでした日にちが指定されていませんでした日にちが指定されていませんでした。。。。
13-2 Oracle8 エラー・メッセージ                              



その他のエラー・メッセージ : VAR-08000 ～ VAR-13012
原原原原因因因因 :  日にちが指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAR-08502: 終了時間が開始時間より先です終了時間が開始時間より先です終了時間が開始時間より先です終了時間が開始時間より先です。。。。
原原原原因因因因 :  終了時間が開始時間の前です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAR-08503: 間隔が範囲外です間隔が範囲外です間隔が範囲外です間隔が範囲外です。。。。
原原原原因因因因 :  間隔が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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAR-08504: 実行モードが無効か見つかりません実行モードが無効か見つかりません実行モードが無効か見つかりません実行モードが無効か見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  実行モードが不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAR-08505: 頻度節が無効か見つかりません頻度節が無効か見つかりません頻度節が無効か見つかりません頻度節が無効か見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  頻度節が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAR-08506: 開始時間が無効か見つかりません開始時間が無効か見つかりません開始時間が無効か見つかりません開始時間が無効か見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  開始日付が不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAR-08508: 一般的なエラーです一般的なエラーです一般的なエラーです一般的なエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  不明なスケジュール・エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAR-08509: スケジュースケジュースケジュースケジュールルルル : schedule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 :  スケジュールが無効でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAR-08510: 即時にスケジュールを設定しています即時にスケジュールを設定しています即時にスケジュールを設定しています即時にスケジュールを設定しています。。。。
原原原原因因因因 :  曜日が指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAR-08511: 前のスケジュールに回復します前のスケジュールに回復します前のスケジュールに回復します前のスケジュールに回復しますかかかか ?
原原原原因因因因 :  曜日が指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAR-09001: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : リポジトリ制御リポジトリ制御リポジトリ制御リポジトリ制御のののの IUnknown検索に失敗しました検索に失敗しました検索に失敗しました検索に失敗しました。。。。
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その他のエラー・メッセージ : VAR-08000 ～ VAR-13012
原原原原因因因因 :  IUnknown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 :  終了してください。 

VAR-09002: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ジョブ・タスクからディスパッチを取得できませんジョブ・タスクからディスパッチを取得できませんジョブ・タスクからディスパッチを取得できませんジョブ・タスクからディスパッチを取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ・タスクのディスパッチ・インタフェースは使用不可です。

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。

VAR-09004: 自動コールでエラ自動コールでエラ自動コールでエラ自動コールでエラーーーー !¥n¥nCode:¥t%0ld¥n%sが戻されましたが戻されましたが戻されましたが戻されました。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブの送信中に検出される一般的なジョブ制御エラーです。

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。

VAR-10000: 表領域が選択されていません表領域が選択されていません表領域が選択されていません表領域が選択されていません。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ・ウィザード 2ページで、表領域を選択しませんでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ・ウィザード 2ページで、表領域を選択してください。

VAR-10001: "Tape Label"を入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ方法「バックアップ・ウィザード 3ページでディスクに書込む」を
選択しましたが、バックアップ・ウィザード 3ページでテープ・ラベルを入力しません
でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ・ウィザード 3ページで、テープ・ラベルを入力してくださ
い。

VAR-10002: "Tape Device"を入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ方法「バックアップ・ウィザード 3ページでテープに書込む」を選
択しましたが、テープ ID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 :  バックアップ・ウィザード 3ページで、テープ IDを入力してください。

VAR-10003: "Disk Directory"を入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ方法「バックアップ・ウィザード 3ページでディスクに書込む」を
選択しましたが、ディスク・ディレクトリ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 :  バックアップ・ウィザード 3ページで、ディスク・ディレクトリを入力して 
ください。

VAR-10004: "OS Command"を入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ方法「バックアップ・ウィザード 3ページで OSコマンド」を選択
しましたが、ウィザード 3ページでコマン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 :  バックアップ・ウィザード 3ページで、コマンドを入力してください。

VAR-10005: "Backup Definition Name"を入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要がありますを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  スクリプトにファイル名を入力する必要があります。
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その他のエラー・メッセージ : VAR-08000 ～ VAR-13012
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ・ウィザードの最後のページで、ファイル名を入力してくださ
い。

VAR-10006: バックアップ定義ファイルをオープンできませんバックアップ定義ファイルをオープンできませんバックアップ定義ファイルをオープンできませんバックアップ定義ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  内部例外です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルをオープンできません。ファイルがすでにオープンされている可能
性があります。

VAR-10007: バックアップ定義をディスクに書込めませんバックアップ定義をディスクに書込めませんバックアップ定義をディスクに書込めませんバックアップ定義をディスクに書込めません。。。。
原原原原因因因因 :  内部例外です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルに書込めません。ファイルが読込み専用である可能性があります。

VAR-10008: (データベースが起動しているデータベースが起動しているデータベースが起動しているデータベースが起動している時時時時 )SYSTEMのオフライン・バックアップは禁止のオフライン・バックアップは禁止のオフライン・バックアップは禁止のオフライン・バックアップは禁止
されていますされていますされていますされています。。。。
原原原原因因因因 :  データベースの起動中に、SYSTEM表領域がバックアップする表領域のリストに
含まれました。これは禁止されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム表領域をバックアップ・リストから削除するか、データベース状態
をオフラインに変更するか、または表領域状態をオンラインに変更してください。

VAR-10009: OSコマンド引数を入力する必要がありますコマンド引数を入力する必要がありますコマンド引数を入力する必要がありますコマンド引数を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ方法「バックアップ・ウィザード 3ページで OSコマンド」を選択
しましたが、ウィザード 3ページでコマンド引数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 :  バックアップ・ウィザード 3ページで、コマンド引数を入力してください。

VAR-10010: nameがすでに存在しますがすでに存在しますがすでに存在しますがすでに存在します。。。。 置換します置換します置換します置換しますかかかか ?
原原原原因因因因 :  選択したスクリプト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 :  上書きするか、異なったスクリプト名を入力してください。

VAR-12060: 復元中にエラーが発生しました復元中にエラーが発生しました復元中にエラーが発生しました復元中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・バックアップに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベース /表領域状態を確認してください。

VAR-13004: アーカイブされたログ・ディレクトリを入力してくださいアーカイブされたログ・ディレクトリを入力してくださいアーカイブされたログ・ディレクトリを入力してくださいアーカイブされたログ・ディレクトリを入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーはボックスを確認しましたが、データ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 :  データを入力してください。

VAR-13005: 最初に、最初に、最初に、最初に、LSN（ログ順序番号）を入力してください（ログ順序番号）を入力してください（ログ順序番号）を入力してください（ログ順序番号）を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーはボックスを確認しましたが、データ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 :  データを入力してください。

VAR-13006: 復元日復元日復元日復元日付付付付 /時間は、回復日付時間は、回復日付時間は、回復日付時間は、回復日付 /時間より小さくなければなりません時間より小さくなければなりません時間より小さくなければなりません時間より小さくなければなりません。。。。
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その他のエラー・メッセージ : VAR-08000 ～ VAR-13012
原原原原因因因因 :  ユーザーが不正な「日付 /時間まで復元」を入力しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データを再入力してください (詳細は、『EBU Administrator’s Guide』を参
照してください )。

VAR-13007: トレースが使用可能な時、即時ジョブのみを送ることができますトレースが使用可能な時、即時ジョブのみを送ることができますトレースが使用可能な時、即時ジョブのみを送ることができますトレースが使用可能な時、即時ジョブのみを送ることができます。。。。
原原原原因因因因 :  トレースが、設定メニューから使用可能になりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  "Enable Tracing"メニュー項目を使用禁止にするか 、または即時ジョブを
送ってください。

VAR-13008: バッファ・サイズは、ディスバッファ・サイズは、ディスバッファ・サイズは、ディスバッファ・サイズは、ディスクククク I/Oサイズおよびテーサイズおよびテーサイズおよびテーサイズおよびテーププププ I/O サイズよりは少なサイズよりは少なサイズよりは少なサイズよりは少な
くとも大きくなければなりませんくとも大きくなければなりませんくとも大きくなければなりませんくとも大きくなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  バッファ・サイズが、ディスク I/Oサイズおよびテープ I/Oサイズより大きく
ありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バッファ・サイズに高い値を入力してください。

VAR-13009: バックアップ・ホストを入力してくださいバックアップ・ホストを入力してくださいバックアップ・ホストを入力してくださいバックアップ・ホストを入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  バックアップ・ホストがチェックされていますが、未指定です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ・ホストを指定するか、またはチェックを解除してください。

VAR-13010: データベースを未来の時間に回復できませんデータベースを未来の時間に回復できませんデータベースを未来の時間に回復できませんデータベースを未来の時間に回復できません。。。。
原原原原因因因因 :  「日付 /時間まで回復」が現在の時間を超過しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  早い日付 /時間を指定してください。

VAR-13011: このターゲット・データベースと、このターゲット・データベースと、このターゲット・データベースと、このターゲット・データベースと、EBUの古いバージョンを使用していますの古いバージョンを使用していますの古いバージョンを使用していますの古いバージョンを使用しています。。。。
原原原原因因因因 :  カタログ・バージョンが現行ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EBUをサーバーでアップグレードし、必要ならばカタログ接続文字列を更新
してください。

VAR-13012: カタログ・バックアップおよび自動回復機能は使用不可ですカタログ・バックアップおよび自動回復機能は使用不可ですカタログ・バックアップおよび自動回復機能は使用不可ですカタログ・バックアップおよび自動回復機能は使用不可です。。。。
原原原原因因因因 :  カタログ・バージョンが現行ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EBUをサーバーでアップグレードし、必要ならばカタログ接続文字列を更新
してください。
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Schema Management メッセージ : VAS-01000 ～ VAS-04999
VAS-01000: 「名前」フィールドに有効「名前」フィールドに有効「名前」フィールドに有効「名前」フィールドに有効なななな Oracle識別子を入力してください識別子を入力してください識別子を入力してください識別子を入力してください。。。。

原原原原因因因因 :  「名前」フィールドに入力したテキストが、有効な Oracle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 :  入力した値が、『Oracle7 Server SQLリファレンス』の Oracle識別子ガイド
ラインに一致することを確認してください。

VAS-01002: ハッシュ列が定義されていませんハッシュ列が定義されていませんハッシュ列が定義されていませんハッシュ列が定義されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ハッシュ列が定義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 :  ハッシュ関数を定義してください。

VAS-01003: ロングおよびロング・ロー・データ型は許可されませんロングおよびロング・ロー・データ型は許可されませんロングおよびロング・ロー・データ型は許可されませんロングおよびロング・ロー・データ型は許可されません 。。。。
原原原原因因因因 :  ロングおよびロング・ロー・データ型は、クラスタ列に許可されません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のデータ型を使用してください。

VAS-01004: 「サイズ」フィールドには数値を入力する必要があります「サイズ」フィールドには数値を入力する必要があります「サイズ」フィールドには数値を入力する必要があります「サイズ」フィールドには数値を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  非数値がサイズ・フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サイズ・フィールドに数値を入力してください。

VAS-01005: 「ハッシュ・キー」フィールドには数値を入力する必要があります「ハッシュ・キー」フィールドには数値を入力する必要があります「ハッシュ・キー」フィールドには数値を入力する必要があります「ハッシュ・キー」フィールドには数値を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  非数値がハッシュ・キー・フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ハッシュ・キー・フィールドに数値を入力してください。

VAS-01006: ハッシュ・キー値を、ハッシュ・キー・フィールドで指定する必要がありますハッシュ・キー値を、ハッシュ・キー・フィールドで指定する必要がありますハッシュ・キー値を、ハッシュ・キー・フィールドで指定する必要がありますハッシュ・キー値を、ハッシュ・キー・フィールドで指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  ハッシュ・キー・フィールドがブランクです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ハッシュ・キー・フィールドに数値ハッシュ・キーを入力してください。

VAS-01007: クラスタには、列クラスタには、列クラスタには、列クラスタには、列がががが 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。。。。
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Schema Management メッセージ : VAS-01000 ～ VAS-04999
原原原原因因因因 :  列を指定せずに、クラスタ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 :  クラスタの列名および型を指定してください。

VAS-01008: サイズ（長さ）サイズ（長さ）サイズ（長さ）サイズ（長さ）をををを RAW列に指定する必要があります列に指定する必要があります列に指定する必要があります列に指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  サイズを指定せずに、ロー・データ型列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 :  ロー・サイズ (長さ )を指定してください。

VAS-01200: データベース・リンク・フィールドに有効データベース・リンク・フィールドに有効データベース・リンク・フィールドに有効データベース・リンク・フィールドに有効なななな Oracle識別子を入力してくださ識別子を入力してくださ識別子を入力してくださ識別子を入力してくださ
いいいい。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・リンク・フィールドに入力された値は、SQLガイドラインに一致
しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力した値が、『Oracle7 Server SQLリファレンス』で説明されているよう
に、Oracle識別子ガイドラインに一致することを確認してください。

VAS-01203: データベース・リンクがアクティブではありませんデータベース・リンクがアクティブではありませんデータベース・リンクがアクティブではありませんデータベース・リンクがアクティブではありません。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・リンクがアクティブではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザー名 /パスワード、およびサービス名が正しく、リモート・データ
ベースへの接続が実行していることを確認してください。 

VAS-01602: 「程度値」フィールドには数値を入力する必要があります「程度値」フィールドには数値を入力する必要があります「程度値」フィールドには数値を入力する必要があります「程度値」フィールドには数値を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が程度値フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  程度値フィールドに数値を入力してください。

VAS-01603: インスタンス値フィールドに数値を入力してくださいインスタンス値フィールドに数値を入力してくださいインスタンス値フィールドに数値を入力してくださいインスタンス値フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値がインスタンス値フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  インスタンス値フィールドに数値を入力してください。

VAS-01604: 「程度」フィールドの値を指定する必要があります「程度」フィールドの値を指定する必要があります「程度」フィールドの値を指定する必要があります「程度」フィールドの値を指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  程度フィールドで、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 :  処置程度フィールドに値を指定してください。

VAS-01605: 「インスタンス」フィールドの値を指定する必要があります「インスタンス」フィールドの値を指定する必要があります「インスタンス」フィールドの値を指定する必要があります「インスタンス」フィールドの値を指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  インスタンス・フィールドで、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 :  インスタンス・フィールドに値を指定してください。

VAS-01606: 索引に列を指定する必要があります索引に列を指定する必要があります索引に列を指定する必要があります索引に列を指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  索引フィールドで、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 :  索引列を指定してください。

VAS-01802: objectを再コンパイルできませんを再コンパイルできませんを再コンパイルできませんを再コンパイルできません。。。。
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原原原原因因因因 :  PL/SQLオブジェクトをコンパイルできませんでした。 PL/SQL オブジェクトは
ロックされています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  しばらくしてから、再試行してください。

VAS-01803: objectのののの PL/SQLソースを取得できませんソースを取得できませんソースを取得できませんソースを取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQLオブジェクトにソース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。

VAS-01804: objectのののの PL/SQLソースが大きすぎますソースが大きすぎますソースが大きすぎますソースが大きすぎます。。。。 表示されたソースを切捨てています表示されたソースを切捨てています表示されたソースを切捨てています表示されたソースを切捨てています。。。。
原原原原因因因因 :  PL/SQLソースが大きすぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  小さくするか、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。

VAS-02402: リフレッシュ・グルーリフレッシュ・グルーリフレッシュ・グルーリフレッシュ・グループプププ nameをリフレッシュできませんをリフレッシュできませんをリフレッシュできませんをリフレッシュできません。。。。
原原原原因因因因 :  リフレッシュ・グループをリフレッシュできませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リフレッシュ・グループがロックされているかどうかを調べてください。 し
ばらくしてから、再試行してください。

VAS-02603: 「最小値」フィールドには数値を入力する必要があります「最小値」フィールドには数値を入力する必要があります「最小値」フィールドには数値を入力する必要があります「最小値」フィールドには数値を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が最小値フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最小値フィールドに数値を入力してください。

VAS-02604: 「最大値」フィールドには数値を入力する必要があります「最大値」フィールドには数値を入力する必要があります「最大値」フィールドには数値を入力する必要があります「最大値」フィールドには数値を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が最大値フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最大値フィールドに数値を入力してください。

VAS-02605: 「増分値」フィールドには数値を入力する必要があります「増分値」フィールドには数値を入力する必要があります「増分値」フィールドには数値を入力する必要があります「増分値」フィールドには数値を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が増分値フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  増分値フィールドに数値を入力してください。

VAS-02606: 「初期」フィールドには数値を入力する必要があります「初期」フィールドには数値を入力する必要があります「初期」フィールドには数値を入力する必要があります「初期」フィールドには数値を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が初期フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期フィールドに数値を入力してください。

VAS-02607: 「キャッシュ・サイズ」フィールドには数値を入力する必要があります「キャッシュ・サイズ」フィールドには数値を入力する必要があります「キャッシュ・サイズ」フィールドには数値を入力する必要があります「キャッシュ・サイズ」フィールドには数値を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  非数値がキャッシュ・サイズ・フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  キャッシュ・サイズ・フィールドに数値を入力してください。

VAS-02608: CACHEににににはははは 1より大きより大きより大きより大きいいいい値を指定しなければなりません値を指定しなければなりません値を指定しなければなりません値を指定しなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  キャッシュ・サイズが負です。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正のキャッシュ・サイズ値を入力してください。

VAS-03202: シノニムを作成するオブジェクトで、スキーマを指定してくださいシノニムを作成するオブジェクトで、スキーマを指定してくださいシノニムを作成するオブジェクトで、スキーマを指定してくださいシノニムを作成するオブジェクトで、スキーマを指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  シノニムを作成するオブジェクトで、スキーマ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 :  シノニムを作成するオブジェクトで、スキーマを指定してください。

VAS-03203: シノニムを作成するオブジェクトを指定してくださいシノニムを作成するオブジェクトを指定してくださいシノニムを作成するオブジェクトを指定してくださいシノニムを作成するオブジェクトを指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  オブジェクト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 :  シノニムを作成するオブジェクトを指定してください。

VAS-03402: 制約は一意および主キー列の両方を定義できません制約は一意および主キー列の両方を定義できません制約は一意および主キー列の両方を定義できません制約は一意および主キー列の両方を定義できません。。。。
原原原原因因因因 :  一意および主キー制約の両方が列に確認されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列から一意または主キー制約を削除してください。

VAS-03404: 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。

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ください。

VAS-03405: 表には、列表には、列表には、列表には、列がががが 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 :  この表には列がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新規作成ボタンを使用して、列を作成してください。

VAS-03406: 追加された列は削除されます追加された列は削除されます追加された列は削除されます追加された列は削除されます。。。。 続行します続行します続行します続行しますかかかか ?
原原原原因因因因 :  この表には列がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  新規作成ボタンを使用して、列を作成してください。

VAS-03408: 主キー制約はすでに定義されています主キー制約はすでに定義されています主キー制約はすでに定義されています主キー制約はすでに定義されています。。。。
原原原原因因因因 :  主キー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 :  前に定義した主キーを削除し、新規の主キーを定義してください。

VAS-03450: 列長フィールドに数値を入力してください列長フィールドに数値を入力してください列長フィールドに数値を入力してください列長フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が列長フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列長フィールドに数値を入力してください。

VAS-03451: 列精度フィールドに数値を入力してください列精度フィールドに数値を入力してください列精度フィールドに数値を入力してください列精度フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が列精度フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  列精度フィールドに数値を入力してください。

VAS-03452: 表名フィールドに有効表名フィールドに有効表名フィールドに有効表名フィールドに有効なななな Oracle識別子を入力してください識別子を入力してください識別子を入力してください識別子を入力してください。。。。
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原原原原因因因因 :  表名フィールドに入力したテキストが、有効な Oracle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 :  入力した値が、『Oracle7 Server SQLリファレンス』の Oracle識別子ガイド
ラインに一致することを確認してください。

VAS-03453: 列名フィールドに有効列名フィールドに有効列名フィールドに有効列名フィールドに有効なななな Oracle識別子を入力してください識別子を入力してください識別子を入力してください識別子を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  列名フィールドに入力したテキストが、有効な Oracle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 :  入力した値が、『Oracle7 Server SQLリファレンス』の Oracle識別子ガイド
ラインに一致することを確認してください。

VAS-03454: 列列列列 nameがすでに存在しますがすでに存在しますがすでに存在しますがすでに存在します。。。。
原原原原因因因因 :  同じ名前を持つ列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 :  一意の列名を入力してください。

VAS-03455: 主キーに列を指定してください主キーに列を指定してください主キーに列を指定してください主キーに列を指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  主キーに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 :  主キーに列を指定してください。

VAS-03456: 列列列列 nameに参照表を指定してくださいに参照表を指定してくださいに参照表を指定してくださいに参照表を指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  外部キーに参照表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 :  列に参照表を指定してください。

VAS-03457: 列列列列 nameに参照列を指定してくださいに参照列を指定してくださいに参照列を指定してくださいに参照列を指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  外部キーに参照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 :  列に参照列を指定してください。

VAS-03458: 列列列列 nameに確認条件列を指定してくださいに確認条件列を指定してくださいに確認条件列を指定してくださいに確認条件列を指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  列に確認条件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 :  列に確認条件を指定してください。

VAS-03459: 列列列列 nameに長さを指定してくださいに長さを指定してくださいに長さを指定してくださいに長さを指定してください。。。。
原原原原因因因因 :  列に長さ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 :  列に長さを指定してください。

VAS-03460: 初期エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください初期エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください初期エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください初期エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が初期エクステント・サイズ・フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください。

VAS-03461: 次期エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください次期エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください次期エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください次期エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が次期エクステント・サイズ・フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  次期エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください。
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VAS-03462: 増分値エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください増分値エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください増分値エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください増分値エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が増分値エクステント・サイズ・フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  増分値エクステント・サイズ・フィールドに数値を入力してください。

VAS-03463: 最小エクステント数フィールドに数値を入力してください最小エクステント数フィールドに数値を入力してください最小エクステント数フィールドに数値を入力してください最小エクステント数フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が最小エクステント数フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最小エクステント数フィールドに数値を入力してください。

VAS-03464: 最大エクステント数フィールドに数値を入力してください最大エクステント数フィールドに数値を入力してください最大エクステント数フィールドに数値を入力してください最大エクステント数フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が最大エクステント数フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最大エクステント数フィールドに数値を入力してください。

VAS-03465: パーセント空き領域フィールドに数値を入力してくださいパーセント空き領域フィールドに数値を入力してくださいパーセント空き領域フィールドに数値を入力してくださいパーセント空き領域フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値がパーセント空き領域フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パーセント空き領域フィールドに数値を入力してください。

VAS-03466: パーセント使用領域フィールドに数値を入力してくださいパーセント使用領域フィールドに数値を入力してくださいパーセント使用領域フィールドに数値を入力してくださいパーセント使用領域フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値がパーセント使用領域フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パーセント使用領域フィールドに数値を入力してください。

VAS-03467: 初期トランザクション・フィールドに数値を入力してください初期トランザクション・フィールドに数値を入力してください初期トランザクション・フィールドに数値を入力してください初期トランザクション・フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が初期トランザクション・フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期トランザクション・フィールドに数値を入力してください。

VAS-03468: 最大トランザクション・フィールドに数値を入力してください最大トランザクション・フィールドに数値を入力してください最大トランザクション・フィールドに数値を入力してください最大トランザクション・フィールドに数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が最大トランザクション・フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  最大トランザクション・フィールドに数値を入力してください。

VAS-03469: 「空きリスト」フィールドには数値を入力する必要があります「空きリスト」フィールドには数値を入力する必要があります「空きリスト」フィールドには数値を入力する必要があります「空きリスト」フィールドには数値を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が空きリスト・フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空きリスト・フィールドに数値を入力してください。

VAS-03470: 「空きグループ」フィールドには数値を入力する必要があります「空きグループ」フィールドには数値を入力する必要があります「空きグループ」フィールドには数値を入力する必要があります「空きグループ」フィールドには数値を入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  非数値が空きグループ・フィールドに入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  空きグループ・フィールドに数値を入力してください。

VAS-03471: ロングおよびロング・ロー・データ型は、記憶領域パラメータの自動計算にサロングおよびロング・ロー・データ型は、記憶領域パラメータの自動計算にサロングおよびロング・ロー・データ型は、記憶領域パラメータの自動計算にサロングおよびロング・ロー・データ型は、記憶領域パラメータの自動計算にサ
ポートされていませんポートされていませんポートされていませんポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  ロングおよびロング・ロー・データが、列型とし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 :  数値を入力してください。
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Schema Management メッセージ : VAS-01000 ～ VAS-04999
VAS-04000: 似せて作成は、圧縮されたソースを持似せて作成は、圧縮されたソースを持似せて作成は、圧縮されたソースを持似せて作成は、圧縮されたソースを持つつつつ PL/SQLオブジェクトをサポートしまオブジェクトをサポートしまオブジェクトをサポートしまオブジェクトをサポートしま
せんせんせんせん。。。。
原原原原因因因因 :  圧縮された PL/SQLオブジェクトの似せて作成を実施しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  圧縮されていない PL/SQLオブジェクトを選択するか、または似せて作成で
はなく、単なる作成を実施してください。

VAS-04001: 不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました。。。。
原原原原因因因因 :  不明です。

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。

VAS-06047: 「上限」フィールドには有効なエントリを入力する必要があります「上限」フィールドには有効なエントリを入力する必要があります「上限」フィールドには有効なエントリを入力する必要があります「上限」フィールドには有効なエントリを入力する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  入力された上限値がブランクか、または無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  入力した値が、Oracle8 のマニュアルガイドラインに一致することを確認し
てください。
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Schema Management メッセージ : VAS-01000 ～ VAS-04999
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重要な一般的エラー・メッセージ : VAX-00000 ～ VAX-10011
VAX-00001: リソーリソーリソーリソーススススDLL（（（（filename）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 :  指定された DLLのロードを試みて、失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DLLが現行のディレクトリまたはパス内にあることを確認してください。

VAX-00002: Windows NTシステム・ディレクトリでシステム・ディレクトリでシステム・ディレクトリでシステム・ディレクトリでののののMFC DLL (filename)位置付けに位置付けに位置付けに位置付けに、、、、
失敗しました失敗しました失敗しました失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  MFC40.DLLのロードを試みて、失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  MFC DLLが、Windows NTシステム・ディレクトリにあることを確認して
ください。

VAX-00003: 指定されたバージョンよりも高い、または等し指定されたバージョンよりも高い、または等し指定されたバージョンよりも高い、または等し指定されたバージョンよりも高い、または等しいいいいMFC DLLバージョンを使用バージョンを使用バージョンを使用バージョンを使用
する必要がありますする必要がありますする必要がありますする必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  MFC DLLの違うバージ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 :  MFC DLLのバージョンが、指定されたバージョンよりも高い、または等し
いことを確認してください。

VAX-01000: ファイルのオープン中に、エラーが発見されましたファイルのオープン中に、エラーが発見されましたファイルのオープン中に、エラーが発見されましたファイルのオープン中に、エラーが発見されました。。。。
原原原原因因因因 :  内部例外です。 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 :  ファイルがすでにオープンされていないことを確認してください。

VAX-01001: ファイルへの書込み中に、エラーが発見されましたファイルへの書込み中に、エラーが発見されましたファイルへの書込み中に、エラーが発見されましたファイルへの書込み中に、エラーが発見されました。。。。 
原原原原因因因因 :  内部例外です。 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 :  ファイルに書込み許可があることを確認してください。 

VAX-01003: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : ディスカバリ・キャッシュディスカバリ・キャッシュディスカバリ・キャッシュディスカバリ・キャッシュのののの IUnknown検検検検 索に失敗しました索に失敗しました索に失敗しました索に失敗しました。。。。
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重要な一般的エラー・メッセージ : VAX-00000 ～ VAX-10011
原原原原因因因因 :  IUnknown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 :  終了してください。

VAX-01004: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ディスカバリ・キャッシュかディスカバリ・キャッシュかディスカバリ・キャッシュかディスカバリ・キャッシュからららら IDispatchを取得できませんを取得できませんを取得できませんを取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  ディスカバリ・キャッシュのディスパッチ・インタフェースは使用不可です。

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。

VAX-01005: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ディスカバリ・キャッシュからオブジェクトのリストをロードできディスカバリ・キャッシュからオブジェクトのリストをロードできディスカバリ・キャッシュからオブジェクトのリストをロードできディスカバリ・キャッシュからオブジェクトのリストをロードでき
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  ディスカバリ・キャッシュのオブジェクトのリストは使用不可です。

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。

VAX-01006: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ディスカバリ・キャッシュからデータベース・グループをロードでディスカバリ・キャッシュからデータベース・グループをロードでディスカバリ・キャッシュからデータベース・グループをロードでディスカバリ・キャッシュからデータベース・グループをロードで
きませんきませんきませんきません。。。。
原原原原因因因因 :  ディスカバリ・キャッシュからデータベース・グループは使用不可です。

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。

VAX-01007: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ジョブをコミットできませんジョブをコミットできませんジョブをコミットできませんジョブをコミットできません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブをコミットできませんでした。

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。

VAX-01008: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ジョブ・スケジュールを設定できませんジョブ・スケジュールを設定できませんジョブ・スケジュールを設定できませんジョブ・スケジュールを設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ・スケジュールを設定できませんでした。

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。

VAX-01009: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : ジョブ宛先を設定できませんジョブ宛先を設定できませんジョブ宛先を設定できませんジョブ宛先を設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ宛先が設定できませんでした。

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。

VAX-01010: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ジョブ・スクリプトを設定できませんジョブ・スクリプトを設定できませんジョブ・スクリプトを設定できませんジョブ・スクリプトを設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ・スクリプトを設定できませんでした。

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。

VAX-01011: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ジョブ名を設定できませんジョブ名を設定できませんジョブ名を設定できませんジョブ名を設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ名が設定できませんでした。

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。

VAX-01012: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : ジョブを初期化できませんジョブを初期化できませんジョブを初期化できませんジョブを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。
15-2 Oracle8 エラー・メッセージ                              



重要な一般的エラー・メッセージ : VAX-00000 ～ VAX-10011
VAX-01013: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ディスカバリ・キャッシュから一意のサービスを取得できませんでディスカバリ・キャッシュから一意のサービスを取得できませんでディスカバリ・キャッシュから一意のサービスを取得できませんでディスカバリ・キャッシュから一意のサービスを取得できませんで
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  ディスカバリ・キャッシュから一意のサービスを使えません。

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。

VAX-01200: SQLテキストの取出し中に、エラーが発生しましたテキストの取出し中に、エラーが発生しましたテキストの取出し中に、エラーが発生しましたテキストの取出し中に、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。

VAX-01201: 書込むファイルをオープンできませんでした書込むファイルをオープンできませんでした書込むファイルをオープンできませんでした書込むファイルをオープンできませんでした。。。。 
原原原原因因因因 :  内部例外です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが読込み専用でなく、すでにオープンされていないことを確認して
ください。

VAX-01202: ファイルに行を書込み中に、エラーが発生しましたファイルに行を書込み中に、エラーが発生しましたファイルに行を書込み中に、エラーが発生しましたファイルに行を書込み中に、エラーが発生しました。。。。 
原原原原因因因因 :  内部例外です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが読込み専用でなく、すでにオープンされていないことを確認して
ください。

VAX-01203: メモリー不足です。フィルタをこのコンテナに設定する必要がありますメモリー不足です。フィルタをこのコンテナに設定する必要がありますメモリー不足です。フィルタをこのコンテナに設定する必要がありますメモリー不足です。フィルタをこのコンテナに設定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  ツリーの項目数が、システムのメモリー量に対して多すぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  フィルタを挿入して、削減した項目数を表示してください。

VAX-01204: データベース接続に失敗しましたデータベース接続に失敗しましたデータベース接続に失敗しましたデータベース接続に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  接続文字列が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続文字列を再入力してください。

VAX-01206: データ・ディクショナリ・ビューデータ・ディクショナリ・ビューデータ・ディクショナリ・ビューデータ・ディクショナリ・ビューにににに SELECT権限を持っていません権限を持っていません権限を持っていません権限を持っていません。。。。 アプリアプリアプリアプリ
ケーションが終了していますケーションが終了していますケーションが終了していますケーションが終了しています。。。。
原原原原因因因因 :  このアプリケーションの実行に必要な SELECT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・ディクショナリ・ビューに SELECT権限のあるユーザーとして、ロ
グインしてください。

VAX-01207: 接続が失われました。データベース・インスタンスを縮小してください接続が失われました。データベース・インスタンスを縮小してください接続が失われました。データベース・インスタンスを縮小してください接続が失われました。データベース・インスタンスを縮小してください。。。。
原原原原因因因因 :  このツリー・ノードには、もはやデータベースへの接続がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  選択されたノード上のツリーで、最初のデータベース・インスタンスを縮小
してください。

VAX-10011: Oracleは使用不可ですは使用不可ですは使用不可ですは使用不可です。。。。
原原原原因因因因 :  データベースがダウンしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースを起動してください。
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その他の一般的なメッセージ : VAX-13100 ～ VAX-15512
その他の一般的なメッセージ : VAX-13100 ～ VAX-15512
VAX-13100 と VAX-13101は 1つのエラー・メッセージとして表示されます。

VAX-13100: この操作は、この操作は、この操作は、この操作は、nameダイアログ・ボックスで進行中の作業に割込みますダイアログ・ボックスで進行中の作業に割込みますダイアログ・ボックスで進行中の作業に割込みますダイアログ・ボックスで進行中の作業に割込みます。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーの行為が、特定のダイアログ・ボックスまたはプロパティ・シートに加
えられた変更に割込んでいます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  「はい」をクリックして現行の変更を適用するか、「いいえ」クリックして
変更を異常終了する、または「取消し」をクリックして変更に割り込んだ行為を異常終
了してください。

VAX-13101: 先に進む前に、変更を適用します先に進む前に、変更を適用します先に進む前に、変更を適用します先に進む前に、変更を適用しますかかかか ?
VAX-13102: オブジェクトを初期化できません。データベース・セッションが無効ですオブジェクトを初期化できません。データベース・セッションが無効ですオブジェクトを初期化できません。データベース・セッションが無効ですオブジェクトを初期化できません。データベース・セッションが無効です。。。。

原原原原因因因因 :  内部エラーです。 データベース接続が無効です。

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。

VAX-13103: このアプリケーションに、データベースを選択する必要がありますこのアプリケーションに、データベースを選択する必要がありますこのアプリケーションに、データベースを選択する必要がありますこのアプリケーションに、データベースを選択する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがコンソールから起動され、アプリケーションが選択されたオ
ブジェクト型の有効な接続情報を取得できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  DATABASE、LISTENER、または NAMES SERVERなどのサービス ・オブ
ジェクトを選択してください。

VAX-13104: ターゲット・データベースターゲット・データベースターゲット・データベースターゲット・データベースははははOracle8データベースでなければなりませんデータベースでなければなりませんデータベースでなければなりませんデータベースでなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  起動されたアプリケーションでは、ターゲット・データベースは Oracle8データ
ベース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 :  Oracle8データベースに接続文字列を入力してください。

VAX-14001: リポジトリポジトリポジトリポジトリリリリ (バージョン番バージョン番バージョン番バージョン番号号号号 )はははは Oracle Enterprise Manager (バージョンバージョンバージョンバージョン
number)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 :  ログインを試行している Oracle Enterprise Managerリポジトリは、Oracle 
Enterprise Manageコンソールの現行のバージョンよりも古い（互換性がない）もので
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Manager コンソール /リポジトリの互換性およびアップグ
レードの指示については、READMEファイルを参照してください。 リポジトリをアッ
プグレードするか、または互換性のあるリポジトリにログしてください。

VAX-14002: 互換性のあるリポジトリにログするか、またはリポジ互換性のあるリポジトリにログするか、またはリポジ互換性のあるリポジトリにログするか、またはリポジ互換性のあるリポジトリにログするか、またはリポジ トリをアップグレードしトリをアップグレードしトリをアップグレードしトリをアップグレードし
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 :  ログ先に試行している Oracle Enterprise Managerリポジトリが、Oracle 
Enterprise Manageコンソールの現行のバージョンよりも古い (互換性がない )です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Manager コンソール /リポジトリの互換性およびアップグ
レードの指示については、READMEファイルを参照してください。 リポジトリをアッ
プグレードするか、または互換性のあるリポジトリにログしてください。
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その他の一般的なメッセージ : VAX-13100 ～ VAX-15512
VAX-14003: リポジトリをアップグレードするには、リポジトリをアップグレードするには、リポジトリをアップグレードするには、リポジトリをアップグレードするには、Oracle Enterprise Manager Readmeをををを
参照してください参照してください参照してください参照してください。。。。
原原原原因因因因 :  ログ先に試行している Oracle Enterprise Managerリポジトリが、実行している
Oracle Enterprise Manageコンソールの現行のバージョンよりも新しい (互換性がない )
です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Manager コンソール /リポジトリの互換性については、
READMEファイルを参照してください。 互換性のあるリポジトリにログするか、また
は Oracle Enterprise Managerの新しいバージョンをインストールしてください。 

VAX-14004: 互換性のあるリポジトリにログするか、また互換性のあるリポジトリにログするか、また互換性のあるリポジトリにログするか、また互換性のあるリポジトリにログするか、またははははOracle Enterprise Managerの互の互の互の互
換性のあるバージョンをインストールしてください換性のあるバージョンをインストールしてください換性のあるバージョンをインストールしてください換性のあるバージョンをインストールしてください。。。。
原原原原因因因因 :  ログ先に試行している Oracle Enterprise Managerリポジトリが、実行している
Oracle Enterprise Manageコンソールの現行のバージョンよりも新しい (互換性がない )
です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Manager コンソール /リポジトリの互換性については、
READMEファイルを参照してください。 互換性のあるリポジトリにログするか、また
は Oracle Enterprise Managerの新しいバージョンをインストールしてください。 

VAX-14005から VAX-14007までのメッセージは、ダイアログで 1つのメッセージとし
て表示されます。

VAX-14007: 必要なインストレーションスクリプトが、データベースで実行しています必要なインストレーションスクリプトが、データベースで実行しています必要なインストレーションスクリプトが、データベースで実行しています必要なインストレーションスクリプトが、データベースで実行しています。。。。
原原原原因因因因 :  リポジトリ表をインストールしていないスキーマに、ログしようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リポジトリ表を持つアカウントに、ログしてください。

VAX-15501: 実行モードが無効か見つかりません実行モードが無効か見つかりません実行モードが無効か見つかりません実行モードが無効か見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  実行モードが不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAX-15502: 頻度節が無効か見つかりません頻度節が無効か見つかりません頻度節が無効か見つかりません頻度節が無効か見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  頻度節が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAX-15503: 開始時間が無効か見つかりません開始時間が無効か見つかりません開始時間が無効か見つかりません開始時間が無効か見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  開始日付が不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAX-15505: 曜日が指定されていませんでした曜日が指定されていませんでした曜日が指定されていませんでした曜日が指定されていませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  曜日が指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAX-15506: 日にちが指定されていませんでした日にちが指定されていませんでした日にちが指定されていませんでした日にちが指定されていませんでした。。。。
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その他の一般的なメッセージ : VAX-13100 ～ VAX-15512
原原原原因因因因 :  日にちが指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAX-15507: 終了時間が開始時間に先行しています終了時間が開始時間に先行しています終了時間が開始時間に先行しています終了時間が開始時間に先行しています。。。。
原原原原因因因因 :  終了時間が開始時間の前です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAX-15508: 間隔が範囲外です間隔が範囲外です間隔が範囲外です間隔が範囲外です。。。。
原原原原因因因因 :  間隔が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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAX-15509: 一般的なエラーです一般的なエラーです一般的なエラーです一般的なエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  不明なスケジュール・エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAX-15510: 即時にスケジュールを設定しています即時にスケジュールを設定しています即時にスケジュールを設定しています即時にスケジュールを設定しています。。。。
原原原原因因因因 :  曜日が指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAX-15511: 前のスケジュールに回復します前のスケジュールに回復します前のスケジュールに回復します前のスケジュールに回復しますかかかか ?
原原原原因因因因 :  曜日が指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VAX-15512: スケジュール形式が無効ですスケジュール形式が無効ですスケジュール形式が無効ですスケジュール形式が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  スケジュールが無効でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。
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Oracle8 Visual Information Retrieval Cartridge

メッセージ

Visual Information Retrievalエラー・メッセージ VIR-00000 ～ VIR 
01019: 

VIR-01001: analyzeは署名を生成できませんでしたは署名を生成できませんでしたは署名を生成できませんでしたは署名を生成できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  Analyze( )関数は署名を生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 :  analyze されるイメージが有効であることを確認してください。

VIR-01002: scoreは署名を比較できませんでしたは署名を比較できませんでしたは署名を比較できませんでしたは署名を比較できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  Score( )関数は 2つの署名を比較できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  署名が正しく生成されていることを確認してください。

VIR-01003: 署名バッファが小さすぎます署名バッファが小さすぎます署名バッファが小さすぎます署名バッファが小さすぎます。。。。
原原原原因因因因 :  生成される署名は、それを受け取るために割り当てられた記憶領域よりも大きい
ものです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   署名用にもっと大きい領域を割り当てるか、分析されるイメージの複雑さを
軽減するかまたは、イメージを切り取って、余分な特徴を削除してください。

VIR-01005: 属性文字列が空また属性文字列が空また属性文字列が空また属性文字列が空またはははは NULLですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  空または NULLの重み属性文字列が Score( )または Similar( )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 :  属性の重み文字列の正しい使用方法および構文の説明は、Visual Information 
Retrieval Cartridgeのマニュアルを参照してください。

VIR-01006: 属性値が無効です属性値が無効です属性値が無効です属性値が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  Score( )または Similar( )関数で属性の重み文字列を解析しているときに、無効な
値が見つかりました。
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Visual Information Retrievalエラー・メッセージ VIR-00000 ～ VIR 01019:
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な属性値を使って、誤りのある文を修正してください。Score( )および
Similar( )での属性の重み文字列の正しい使用方法と構文の説明は、Visual Information 
Retrieval Cartridgeのマニュアルを参照してください。

VIR-01007: 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。

VIR-01008: アプリケーション固有のメッセージアプリケーション固有のメッセージアプリケーション固有のメッセージアプリケーション固有のメッセージ。。。。
原原原原因因因因 :  Score( )または Similar( )関数で属性の重み文字列を解析しているときに、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 :  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。 属
性の重み文字列の正しい使用方法と構文の説明は、Visual Information Retrieval 
Cartridgeのマニュアルを参照してください。

VIR-01009: 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 :  ORDVirBまたは ORDVirF型の CONTENT属性へのイメージ・データの移
入方法は、Visual Information Retrieval Cartridgeのマニュアルを参照してください。

VIR-01010: 署名データが壊れているか、無効です署名データが壊れているか、無効です署名データが壊れているか、無効です署名データが壊れているか、無効です。。。。 
原原原原因因因因 :  署名内のデータが有効な Virage署名ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   Analyze( )メソッドを使って署名を再作成してください。

VIR-01011: 署名のバイト順が正しくありません署名のバイト順が正しくありません署名のバイト順が正しくありません署名のバイト順が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :   署名内のデータは有効な Virage署名の可能性がありますが、バイト順が不正で
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   Convert()メソッドを使ってバイト順を変更してください。

VIR-01012: 署名変換に失敗しました署名変換に失敗しました署名変換に失敗しました署名変換に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :   署名内のデータが有効な Viisage署名で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 :   有効な Viisage署名で署名を再作成してください。

VIR-01013: 無効な変換操作です無効な変換操作です無効な変換操作です無効な変換操作です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された変換操作が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Convert操作文字列の正しい使用方法と構文の説明は、Visual Information 
Retrieval Cartridgeのマニュアルを参照してください。

VIR-01014: 指定された重みが無効です指定された重みが無効です指定された重みが無効です指定された重みが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  指定された重みは、Score( )に対して有効ではありません。標準とフェイシャル
の両方に重みが指定されました。
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Visual Information Retrievalエラー・メッセージ VIR-00000 ～ VIR 01019:
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  標準とフェイシャルの両方の属性には重みを指定しないでください。

VIR-01015: 重みが指定されていません重みが指定されていません重みが指定されていません重みが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  渡されたすべての重みが 0です。少なくとも 1つの属性に重みを付ける必要があ
ります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  少なくとも 1つの属性に重みを指定してください。

VIR-01016: 初期化中に内部エラーが発生しました初期化中に内部エラーが発生しました初期化中に内部エラーが発生しました初期化中に内部エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  VIRイメージ・エンジンを初期化しようとしているときに、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。

VIR-01017: イメージイメージイメージイメージのののの analyze中にメモリー不足になりました中にメモリー不足になりました中にメモリー不足になりました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 analyze中に、外部プロシージャ・エージェントがオペレーティン
グ・システムのメモリーを使い果たしました。

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またはオペレーティング・システム管理者に依頼して、
外部プロセス・エージェントのプロセス・メモリーの割当てを増やしてください。

VIR-01018: 署名をネイティブのバイト順に変換できません署名をネイティブのバイト順に変換できません署名をネイティブのバイト順に変換できません署名をネイティブのバイト順に変換できません。。。。
原原原原因因因因 :   署名データが壊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 :   Analyzeメソッドを使って署名を再作成してください。

VIR-01019: 署名署名署名署名がががが Viisage署名ではありません署名ではありません署名ではありません署名ではありません。。。。
原原原原因因因因 :   受け取った署名が Viisage署名ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :    有効な Viisage署名で署名を再作成してください。
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重大でないエラー・メッセージ : VMM-01000 ～ VMM-01999
VMM-01000: チチチチャートの作成に失敗しましたャートの作成に失敗しましたャートの作成に失敗しましたャートの作成に失敗しました。。。。

原原原原因因因因 :  チャートのウィンドウ・ハンドル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 :  別のウィンドウをクローズするなど、リソースの開放を試行してください。

VMM-01001: ココココレクション名が無効ですレクション名が無効ですレクション名が無効ですレクション名が無効です。。。。
原原原原因因因因 :  選択したデータ・コレクションには無効な文字が含まれています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な文字 A-Z, a-z, 0-9, _, -, and $のみを使用してください。

VMM-01002: シシシシステムはタイマーの割当てに失敗しましたステムはタイマーの割当てに失敗しましたステムはタイマーの割当てに失敗しましたステムはタイマーの割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  システムからタイマー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 :  タイマーを使用する別のアプリケーションのクローズを試行してください。

VMM-01003: デデデデータベースに接続できませんータベースに接続できませんータベースに接続できませんータベースに接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  データベース・セッション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 :  違うユーザー名またはパスワード、接続文字列を指定してください。

VMM-01004: トトトトレース・データベースに接続できませんレース・データベースに接続できませんレース・データベースに接続できませんレース・データベースに接続できません。。。。
原原原原因因因因 :  トレース・データベース・セッション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 :  トレース・ユーザー名およびパスワード、接続文字列を確認してください。

VMM-01005: デデデデータ・コレクションの名前が未指定ですータ・コレクションの名前が未指定ですータ・コレクションの名前が未指定ですータ・コレクションの名前が未指定です。。。。
原原原原因因因因 :  データ・コレクション・ファイル名の指定に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データ・コレクション名ダイアログ・ボックスで名前を指定してください。

VMM-01006: レレレレコーディングの初期化中にエラーが発生しましたコーディングの初期化中にエラーが発生しましたコーディングの初期化中にエラーが発生しましたコーディングの初期化中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  レコーディングの初期化ステップの 1つに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  環境設定を検証してください (たとえば、ディレクトリ構造 )。
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情報メッセージ : VMM-02000 ～ VMM-02999
VMM-01007: レコレコレコレコーーーーディング中にチャートを変更することはできませんディング中にチャートを変更することはできませんディング中にチャートを変更することはできませんディング中にチャートを変更することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  レコーディング中にチャート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 :  レコーディング中にチャートを変更しないでください。

VMM-01008: レコレコレコレコーーーーディング中にウィンドウを変更することはできませんディング中にウィンドウを変更することはできませんディング中にウィンドウを変更することはできませんディング中にウィンドウを変更することはできません。。。。
原原原原因因因因 :  レコーディング中にウィンドウ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 :  レコーディング中にウィンドウを変更しないでください。

VMM-01009: ウィウィウィウィンンンンドウをクローズする前にレコーディングを停止してくださいドウをクローズする前にレコーディングを停止してくださいドウをクローズする前にレコーディングを停止してくださいドウをクローズする前にレコーディングを停止してください。。。。
原原原原因因因因 :  レコーディング中にウィンドウを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 :  レコーディング中にウィンドウをクローズしないでください。

VMM-01010: Oracle Parallel Server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 :  "OPS Select"文を実行できないので、 OPS モードかどうかを判断できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Parallel Serverスクリプトをインストールしてください。

情報メッセージ : VMM-02000 ～ VMM-02999
VMM-02000: 問合問合問合問合せせせせで行が戻されませんで行が戻されませんで行が戻されませんで行が戻されません。。。。

原原原原因因因因 :  問合せを実行しても、行が戻されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せでデータが戻されることが確かでない限り、処置はありません。 この
場合、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。

VMM-02001: 使用使用使用使用可可可可能なデータはありません能なデータはありません能なデータはありません能なデータはありません。。。。
原原原原因因因因 :  問合せでデータが戻されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL*Plusまたは同様のツールを使用して問合せを実行し、データが戻され
ることを検証してください。

VMM-02002: 「名「名「名「名前前前前」」」」ををををNULLにしたり、すべて空白にしたりすることはできませんにしたり、すべて空白にしたりすることはできませんにしたり、すべて空白にしたりすることはできませんにしたり、すべて空白にしたりすることはできません。。。。
原原原原因因因因 :  名前フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  名前フィールドに有効な名前を入力してください。

VMM-02003: デーデーデーデータタタタを戻す有効を戻す有効を戻す有効を戻す有効なななな SQL文を入力してください文を入力してください文を入力してください文を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  SQL文の妥当性チェックに失敗しました。 チャートを作成するには、 データを戻
す有効な SQL文を入力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 :  データを戻す有効な SQL文を入力してください。

VMM-02004: 問合問合問合問合せせせせ完了を実現するために、ポーリング間隔を増加します完了を実現するために、ポーリング間隔を増加します完了を実現するために、ポーリング間隔を増加します完了を実現するために、ポーリング間隔を増加します。。。。
原原原原因因因因 :  問合せ実行時間がポーリング間隔よりも長かったです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ポーリング間隔を増加してください。
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情報メッセージ : VMM-02000 ～ VMM-02999
VMM-02005: 追追追追加するチャートを選択してください加するチャートを選択してください加するチャートを選択してください加するチャートを選択してください。。。。
原原原原因因因因 :  何も選択されていないので、チャートは追加されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  追加するチャートを選択してください。

VMM-02006: 削削削削除するチャートを選択してください除するチャートを選択してください除するチャートを選択してください除するチャートを選択してください。。。。
原原原原因因因因 :  何も選択されていないので、チャートは削除されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  削除するチャートを選択してください。

VMM-02007: ウウウウィンドウを選択してくださいィンドウを選択してくださいィンドウを選択してくださいィンドウを選択してください。。。。
原原原原因因因因 :  ウィンドウ・フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ウィンドウを選択してください。

VMM-02008: 「「「「選択済みチャート」リストに複数のチャートを追加してください選択済みチャート」リストに複数のチャートを追加してください選択済みチャート」リストに複数のチャートを追加してください選択済みチャート」リストに複数のチャートを追加してください。。。。
原原原原因因因因 :  ウィンドウ・フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  「選択済みチャート」リストに１つ以上のチャートを追加してください。

VMM-02009: 数数数数値を入力してください値を入力してください値を入力してください値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  ウィンドウ・フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数値を入力してください。

VMM-02010: 変変変変更更更更ををををOracle Performance Managerに保存しますに保存しますに保存しますに保存しますかかかか ?
原原原原因因因因 :  変更の保存前に終了コマンドを選択しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変更を保存するなら「はい」を、放棄するなら「いいえ」を、終了しないな
ら「取消し」を選択してください。

VMM-02011: パスワードの指定が必要ですパスワードの指定が必要ですパスワードの指定が必要ですパスワードの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  パスワード・フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なフィールドにパスワードを入力してください。

VMM-02012: ララララベルの指定が必要ですベルの指定が必要ですベルの指定が必要ですベルの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ラベル・フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なフィールドにラベルを入力してください。

VMM-02013: 最最最最初の「関数」フィールドを指定する必要があります初の「関数」フィールドを指定する必要があります初の「関数」フィールドを指定する必要があります初の「関数」フィールドを指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  関数フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な関数を選択してください。

VMM-02014: 最最最最初の列フィールドの指定が必要です初の列フィールドの指定が必要です初の列フィールドの指定が必要です初の列フィールドの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  列 1フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な列を選択してください。
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情報メッセージ : VMM-02000 ～ VMM-02999
VMM-02015: 非数非数非数非数値値値値データには単純操作の選択が必要ですデータには単純操作の選択が必要ですデータには単純操作の選択が必要ですデータには単純操作の選択が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  非数値操作の妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  単純ラジオ・ボタンまたは数値列のみを選択してください。

VMM-02016: 操作操作操作操作フフフフィールドの指定が必要ですィールドの指定が必要ですィールドの指定が必要ですィールドの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  操作フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な操作を選択してください。

VMM-02017: 2番目の「関数」フィールドを指定する必要があります番目の「関数」フィールドを指定する必要があります番目の「関数」フィールドを指定する必要があります番目の「関数」フィールドを指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  関数 2フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な関数を選択してください。

VMM-02018: 2番目の「列」フィールドを指定する必要があります番目の「列」フィールドを指定する必要があります番目の「列」フィールドを指定する必要があります番目の「列」フィールドを指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  列 2フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な列を選択してください。

VMM-02019: 選択選択選択選択をををを表示リストで選択を選んでください表示リストで選択を選んでください表示リストで選択を選んでください表示リストで選択を選んでください。。。。
原原原原因因因因 :  何も指定されていないので、選択の削除に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  削除する選択を選んでください。

VMM-02020: 非数非数非数非数値値値値データには表のチャート型の選択が必要ですデータには表のチャート型の選択が必要ですデータには表のチャート型の選択が必要ですデータには表のチャート型の選択が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  型フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  表の型または数値列のみを選択してください。

VMM-02021: 非数非数非数非数値値値値データに軸の入れ替えが不可能ですデータに軸の入れ替えが不可能ですデータに軸の入れ替えが不可能ですデータに軸の入れ替えが不可能です。。。。
原原原原因因因因 :  軸入れ替えの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  「いいえ」ラジオ・ボタンまたは数値列のみを選択してください。

VMM-02022: 非数非数非数非数値値値値データには関数を適用できませんデータには関数を適用できませんデータには関数を適用できませんデータには関数を適用できません。。。。
原原原原因因因因 :  非数値関数の妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  関数に <none>を選択するか、または数値列のみを選択してください。

VMM-02023: 関数関数関数関数おおおおよび列選択を追加してくださいよび列選択を追加してくださいよび列選択を追加してくださいよび列選択を追加してください。。。。
原原原原因因因因 :  選択リストの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要な関数および列を選択してください。

VMM-02032: ローローローロードドドドできるユーザー定義チャートがありませんできるユーザー定義チャートがありませんできるユーザー定義チャートがありませんできるユーザー定義チャートがありません。。。。
原原原原因因因因 :  保存されたチャートを含まないリポジトリからチャートをロ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 :  ロードするチャートを含むリポジトリに接続してください。
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情報メッセージ : VMM-02000 ～ VMM-02999
VMM-02034: チチチチャートをロードしますャートをロードしますャートをロードしますャートをロードしますかかかか ? アクティブなウィンドウがすべてクローズしアクティブなウィンドウがすべてクローズしアクティブなウィンドウがすべてクローズしアクティブなウィンドウがすべてクローズし、、、、
ユーザー定義オブジェクトを置換することに注意してくださいユーザー定義オブジェクトを置換することに注意してくださいユーザー定義オブジェクトを置換することに注意してくださいユーザー定義オブジェクトを置換することに注意してください。。。。
原原原原因因因因 :  チャートをロード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 :  チャートをロードすると、現在ロードされているユーザー定義チャートおよ
びウィンドウを上書きします。 チャートのロード前に、現在ロードされているチャート
を後の使用のために保存できます。または違うリポジトリへの接続も可能です。

VMM-02041: 最最最最初にエンティティを選択してください初にエンティティを選択してください初にエンティティを選択してください初にエンティティを選択してください。。。。
原原原原因因因因 :  エンティティが選択されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  " File.Change SNMP Entity..."メニュー項目を使用してエンティティを選択し
てください。

VMM-02042: 最最最最初にウィンドウ名を選択してください初にウィンドウ名を選択してください初にウィンドウ名を選択してください初にウィンドウ名を選択してください。。。。
原原原原因因因因 :  ウィンドウ名が選択されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  " Window Name"コンボ・ボックスを使用して、ウィンドウ名を選択してく
ださい。
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情報メッセージ : VMM-02000 ～ VMM-02999
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重要なエラー : VMS-00000 ～ VMS-00999
VMS-00001: 空のドキュメントの作成に失敗しました空のドキュメントの作成に失敗しました空のドキュメントの作成に失敗しました空のドキュメントの作成に失敗しました。。。。

原原原原因因因因 :  ドキュメン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 :  パフォーマンス・パックを再インストールしてください。

VMS-00002: 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ライブラリのバージョンを確認してくださライブラリのバージョンを確認してくださライブラリのバージョンを確認してくださライブラリのバージョンを確認してくださ
いいいい。。。。
原原原原因因因因 :  AfxOleInitシステム・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 :  OLEライブラリのバージョンを確認してください。

VMS-00003: パブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニムムムム 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。。。。 先へは進めません先へは進めません先へは進めません先へは進めません。。。。 再試行再試行再試行再試行
を押して、再接続してくださいを押して、再接続してくださいを押して、再接続してくださいを押して、再接続してください。。。。
原原原原因因因因 :  存在していないか、ユーザーにアクセス許可がない可能性があるので、重要なパ
ブリック・シノニムには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 :  システム管理者に依頼して、スクリプト CATALOG.SQLを実行してくださ
い。

VMS-00004: パブリック・シノニムにアクセスできませんパブリック・シノニムにアクセスできませんパブリック・シノニムにアクセスできませんパブリック・シノニムにアクセスできません。。。。 先へは進めません先へは進めません先へは進めません先へは進めません。。。。 再試行を押し再試行を押し再試行を押し再試行を押し
て、再接続してくださいて、再接続してくださいて、再接続してくださいて、再接続してください。。。。
原原原原因因因因 :  v$session, v$sesstat, v$statnameパブリック・シノニムにはアクセスできません
でした。 シノニムが存在していないか、ユーザーにアクセス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 :  システム管理者に依頼して、スクリプト CATALOG.SQLを実行してくださ
い。

重要でないエラー : VMS-01000 ～ VMS-01999
VMS-01000: パブリック・シノニムにアクセスできませんパブリック・シノニムにアクセスできませんパブリック・シノニムにアクセスできませんパブリック・シノニムにアクセスできません。。。。 オープン・カーソルを表示できオープン・カーソルを表示できオープン・カーソルを表示できオープン・カーソルを表示でき

ませんませんませんません。。。。
ッセージ 18-1



重要でないエラー : VMS-01000 ～ VMS-01999
原原原原因因因因 :  v$open_cursorは存在しないか、またはユーザーに必要なアクセス許可がありま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に依頼して、スクリプト CATALOG.SQLを実行してくださ
い。

VMS-01001: パブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニムムムム V$SQLTEXTにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできません。。。。 実行計画を表示で実行計画を表示で実行計画を表示で実行計画を表示で
きませんきませんきませんきません。。。。
原原原原因因因因 :  v$sqltextは存在しないか、またはユーザーに必要なアクセス許可がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に依頼して、スクリプト CATALOG.SQLを実行してくださ
い。

VMS-01002: パブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニムムムム V$LOCKにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできません。。。。 ロック情報を表示できロック情報を表示できロック情報を表示できロック情報を表示でき
ませんませんませんません。。。。
原原原原因因因因 :  v$lockは存在しないか、またはユーザーに必要なアクセス許可がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に依頼して、スクリプト CATALOG.SQLを実行してくださ
い。

VMS-01003: パブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニムムムム SYS.DBA_WAITERS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。。。。 ブロックブロックブロックブロック
されたセッションを表示できませんされたセッションを表示できませんされたセッションを表示できませんされたセッションを表示できません。。。。
原原原原因因因因 :  存在しないか、またはユーザーに必要なアクセス許可がありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に依頼して、スクリプト CATALOG.SQLを実行してくださ
い。そうすれば、ビュー DBA_WAITERSおよび DBA_LOCKSの列すべての選択権限が
付与されます。

VMS-01004: 表表表表 SYS.PLAN_TABLE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。。。。 実行計画を表示できません実行計画を表示できません実行計画を表示できません実行計画を表示できません。。。。
原原原原因因因因 :  sys.plan_tableが存在しないか、またはユーザーに必要なアクセス許可がありま
せん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に依頼して、UTLXPLAN.SQLを実行してください。そうす
れば、この表の列すべての選択および挿入、削除権限が付与されます。

VMS-01005: パブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニムムムムDBA_OBJECTS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。。。。 ブロックされたブロックされたブロックされたブロックされた
セッションを表示できませんセッションを表示できませんセッションを表示できませんセッションを表示できません。。。。
原原原原因因因因 :  dba_objectsが存在しないか、またはユーザーに必要なアクセス許可がありませ
ん。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に依頼して、スクリプト CATALOG.SQLを実行してくださ
い。

VMS-01006: DBA_WAITERSおよおよおよおよびびびび SYS.PLAN_TABLE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。。。。 ブロックブロックブロックブロック
されたセッションおよび実行計画を表示できませんされたセッションおよび実行計画を表示できませんされたセッションおよび実行計画を表示できませんされたセッションおよび実行計画を表示できません。。。。
原原原原因因因因 :  sys.plan_tableが存在しないか、またはユーザーに必要なアクセス許可がありま
せん。 
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重要でないエラー : VMS-01000 ～ VMS-01999
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム管理者に依頼して、スクリプト CATALOG.SQLおよび
UTLXPLAN.SQLを実行してください。そうすれば、SYS.PLAN_TABLEの列すべての
選択および挿入、削除権限が付与されます。

VMS-01007: システムはタイマーの割り当てに失敗しましたシステムはタイマーの割り当てに失敗しましたシステムはタイマーの割り当てに失敗しましたシステムはタイマーの割り当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  タイマーをシステムから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 :  タイマーを使用する別のアプリケーションのクローズを試行してください。

VMS-01008: 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 :  データベース・セッション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 :  違うユーザー名、パスワード、または接続文字列を指定してください。

VMS-01009: ファイルファイルファイルファイル topsess.opt 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 :  オプション・ファイル topsess.opt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 :  デフォルト・オプションを指定し、続行してください。 すでに存在する場合、
Oracle TopSessionsはこのファイルを再作成します。

VMS-01010: topsess.optファイルの読込み中にトラブルが発生しましたファイルの読込み中にトラブルが発生しましたファイルの読込み中にトラブルが発生しましたファイルの読込み中にトラブルが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  オプション・ファイル topsess.optを読み込めません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デフォルト・オプションを指定し、続行してください。 すでに存在する場合、
Oracle TopSessionsはこのファイルを再作成します。

VMS-01011: topsess.optファイルに書き込めませんでしたファイルに書き込めませんでしたファイルに書き込めませんでしたファイルに書き込めませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  オプション・ファイル topsess.optファイルに書き込みできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このファイルは読込み専用か、またはディスク領域が足りません。

VMS-01012: topsess.optファイルに連続できませんでしたファイルに連続できませんでしたファイルに連続できませんでしたファイルに連続できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  オプション・ファイル topsess.optに連続できません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このファイルは読込み専用か、またはディスク領域が足りません。

VMS-01013: 先へは進めません先へは進めません先へは進めません先へは進めません。。。。 「再試行」を押して、再接続してください「再試行」を押して、再接続してください「再試行」を押して、再接続してください「再試行」を押して、再接続してください。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  再試行ボタンを押して、再接続してください。

VMS-01014: SYS.DBA_WAITERSおよおよおよおよびびびび SYS.PLAN_TABLEがアクセス可能かどうか検証がアクセス可能かどうか検証がアクセス可能かどうか検証がアクセス可能かどうか検証
できませんできませんできませんできません。。。。 アクセス可能と仮定していますアクセス可能と仮定していますアクセス可能と仮定していますアクセス可能と仮定しています。。。。
原原原原因因因因 :  SYS.DBA_WAITERSおよび SYS.PLAN_TABLEがアクセス可能かどうかを検証で
きません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。
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情報メッセージ : VMS-02000 ～ VMS-02999
VMS-01015: パブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニムムムム V$ROLLNAMEにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできませんにアクセスできません。。。。 ロック情報を表ロック情報を表ロック情報を表ロック情報を表
示できません示できません示できません示できません。。。。
原原原原因因因因 :  v$rollnameパブリック・シノニムにアクセスできません。 存在していないか、ア
クセス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 :  システム管理者に依頼して、スクリプト CATALOG.SQLを実行してくださ
い。

VMS-01016: パブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニパブリック・シノニムムムム AUDIT_ACTIONS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。。。。 セッショセッショセッショセッショ
ン・コマンドを表示できませんン・コマンドを表示できませんン・コマンドを表示できませんン・コマンドを表示できません。。。。
原原原原因因因因 :  audit_actionsパブリック・シノニムにアクセスできません。 存在していないか、
アクセス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 :  システム管理者に依頼して、スクリプト CATALOG.SQLを実行してくださ
い。

情報メッセージ : VMS-02000 ～ VMS-02999
VMS-02000: 問合せで行が戻されません問合せで行が戻されません問合せで行が戻されません問合せで行が戻されません。。。。

原原原原因因因因 :  問合せを実行しても、行が戻されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VMS-02001: 使用可能なデータはありません使用可能なデータはありません使用可能なデータはありません使用可能なデータはありません。。。。
原原原原因因因因 :  問合せでデータが戻されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VMS-02002: 名前フィールドの指定が必要です名前フィールドの指定が必要です名前フィールドの指定が必要です名前フィールドの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  名前フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なフィールドに名前を入力してください。

VMS-02003: パスワード・フィールドの指定が必要ですパスワード・フィールドの指定が必要ですパスワード・フィールドの指定が必要ですパスワード・フィールドの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  パスワード・フィールドの妥当性チェックに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  適切なフィールドにパスワードを入力してください。

VMS-02004: 非非非非DMLコマンドの計画を説明できませんコマンドの計画を説明できませんコマンドの計画を説明できませんコマンドの計画を説明できません。。。。
原原原原因因因因 :  実行計画は選択および更新、削除にのみ表示されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VMS-02005: Oracle TopSessionsをクローズしますをクローズしますをクローズしますをクローズしますかかかか ?
原原原原因因因因 :  本当に TopSessionsアプリケーションをクローズするのかを確認しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  終了するには「はい」を、続行するには「いいえ」を押してください。
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情報メッセージ : VMS-02000 ～ VMS-02999
VMS-02006: このセッションを切断するとデータは失われますこのセッションを切断するとデータは失われますこのセッションを切断するとデータは失われますこのセッションを切断するとデータは失われます。。。。 データベースから切断しまデータベースから切断しまデータベースから切断しまデータベースから切断しま
すすすすかかかか ?
原原原原因因因因 :  本当にデータベース接続を変更するのかを確認しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  変更するには「はい」を押してください。

VMS-02007: このセッションを中断しますこのセッションを中断しますこのセッションを中断しますこのセッションを中断しますかかかか ?
原原原原因因因因 :  本当にこのセッションを中断するのかを確認しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  中断するには「はい」を押してください。

VMS-02008: データベースに接続し、操作を再試行してくださいデータベースに接続し、操作を再試行してくださいデータベースに接続し、操作を再試行してくださいデータベースに接続し、操作を再試行してください。。。。
原原原原因因因因 :  データベースに接続されていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  データベースに接続し、操作を再試行してください。

VMS-02009: 適切な長さにセッション・リフレッシュ間隔を増加しています適切な長さにセッション・リフレッシュ間隔を増加しています適切な長さにセッション・リフレッシュ間隔を増加しています適切な長さにセッション・リフレッシュ間隔を増加しています。。。。
原原原原因因因因 :  自動セッション・リフレッシュ間隔が短すぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  長いセッション・リフレッシュ間隔を選択してください。
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情報メッセージ : VMS-02000 ～ VMS-02999
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Tablespace Managerメッセージ

重要なエラー・メッセージ : VMT-00000 ～ VMT-00999
VMT-00401: セグメントが選択されていません。セグメントを選択し、再試行してくださいセグメントが選択されていません。セグメントを選択し、再試行してくださいセグメントが選択されていません。セグメントを選択し、再試行してくださいセグメントが選択されていません。セグメントを選択し、再試行してください。。。。

原原原原因因因因 :  断片化を解消する表セグメントを最初に選択せずに、断片化の解消ジョブを開始
しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  セグメント・ページのセグメント・リストからセグメントを選択し、再試行
してください。

VMT-00402: ファイファイファイファイルルルル nameをオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでしたをオープンできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  おそらくサブディレクトリが存在しないため、出力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 :  ディレクトリが存在し、指定されたファイルが書込み可能であることを確認
してください。

VMT-00403: 自動コールでエラーが戻されました自動コールでエラーが戻されました自動コールでエラーが戻されました自動コールでエラーが戻されました。。。。  number code:message
原原原原因因因因 :  これはジョブの送信中に生成される一般的なジョブ制御エラーです。

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。

VMT-00404: ジョブを送るには、ジョブを送るには、ジョブを送るには、ジョブを送るには、OEMコンソールが実行されている必要がありますコンソールが実行されている必要がありますコンソールが実行されている必要がありますコンソールが実行されている必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  最初に OEMコンソールを開始せずに、ジョブを送ろうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerコンソールを開始し、再送信してください。

VMT-00405: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ジョブ・タスクからディスパッチを取得できませんジョブ・タスクからディスパッチを取得できませんジョブ・タスクからディスパッチを取得できませんジョブ・タスクからディスパッチを取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ・タスクのディスパッチ・インタフェースは使用不可です。

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。

VMT-00406: ジョブ送信の前にサービス名を定義する必要がありますジョブ送信の前にサービス名を定義する必要がありますジョブ送信の前にサービス名を定義する必要がありますジョブ送信の前にサービス名を定義する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  サービス名がログイン・ダイアログ・ボックスに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 :  データベースに再接続し、有効なサービス名を指定してください。
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情報エラー・メッセージ : VMT-10000 ～ VMT-10099
VMT-00407: ジョブ名を入力してくださいジョブ名を入力してくださいジョブ名を入力してくださいジョブ名を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ名が入力されていないか、不正に入力されています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しく入力してください。

VMT-00408: 正の整数を入力してください正の整数を入力してください正の整数を入力してください正の整数を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  入力する値は、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 :  正しく入力してください。

VMT-00409: 非負整数を入力してください非負整数を入力してください非負整数を入力してください非負整数を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  入力する値は、非負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 :  正しく入力してください。

VMT-00410: 1かかかからららら 99までの整数値を入力してくださいまでの整数値を入力してくださいまでの整数値を入力してくださいまでの整数値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  入力する値は、非負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 :  正しく入力してください。

VMT-00411:1かかかかららららMAXTRANSまでの値を入力してくださいまでの値を入力してくださいまでの値を入力してくださいまでの値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  入力する値は、1より大きくMAXTRANSより小さく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 :  正しく入力してください。

VMT-00412: 1かかかかららららMAXTRANSまでの値を入力してくださいまでの値を入力してくださいまでの値を入力してくださいまでの値を入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  入力する値は、1より大きくMAXTRANSより小さく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 :  正しく入力してください。

情報エラー・メッセージ : VMT-10000 ～ VMT-10099
VMT-10001: DTB_nnnn

原原原原因因因因 :  メッセージは断片化解消ジョブ番号を示しています。 断片化解消プロパティ・
シート上で継続をクリックすると、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 :  Oracle Enterprise Managerジョブ・システムを使用して、このジョブを実行
に送る時、この番号を使用してください。 

VMT-10016: TSO_nnnn
原原原原因因因因 :  メッセージは断片化解消ジョブ番号を示しています。 断片化解消プロパティ・
シート上で継続をクリックすると、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 :  Oracle Enterprise Managerジョブ・システムを使用して、このジョブを実行
に送る時、この番号を使用してください。 

VMT-10017: TSA_nnnn
原原原原因因因因 :  メッセージはアナライザ・ジョブ番号を示しています。
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情報エラー・メッセージ : VMT-10000 ～ VMT-10099
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerジョブ・システムを使用して、このジョブを実行
に送る時、この番号を使用してください。 
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情報エラー・メッセージ : VMT-10000 ～ VMT-10099
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コンソール・メッセージ

重要なエラー・メッセージ : VOC-00000 ～ VOC-00099
VOC-00001: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : データのフェッチ中に不明な例外が発生しましたデータのフェッチ中に不明な例外が発生しましたデータのフェッチ中に不明な例外が発生しましたデータのフェッチ中に不明な例外が発生しました。。。。

原原原原因因因因 :  不明な例外が発生し、フェッチに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-00002: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース (name )の取得に失敗しましたの取得に失敗しましたの取得に失敗しましたの取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  インタフェースの GetIDsOfNamesの呼出しに失敗しました。 コーリング・プロ
セスと外部サーバー間に不整合があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コーリング・プロセスと外部サーバー間に不整合がありました。

VOC-00003: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : Daemonのインタフェース・ディスパッチ・インタフェースの取のインタフェース・ディスパッチ・インタフェースの取のインタフェース・ディスパッチ・インタフェースの取のインタフェース・ディスパッチ・インタフェースの取
得に失敗しました得に失敗しました得に失敗しました得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  daemonのディスパッチ・インタフェースは使用不可です。

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。

VOC-00004: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : ( object)のののの RegisterActiveObject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 :  RegisterActiveObjectに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-00005: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : QueryInterface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 :  QueryInterfaceに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-00006: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー :ジョブ・タスクからディスパッチを取得できませんジョブ・タスクからディスパッチを取得できませんジョブ・タスクからディスパッチを取得できませんジョブ・タスクからディスパッチを取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ・タスクのディスパッチ・インタフェースは使用不可です。

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。

VOC-00010: このアプリケーションのインスタンスこのアプリケーションのインスタンスこのアプリケーションのインスタンスこのアプリケーションのインスタンスはははは 1度度度度にににに 1つだけ実行できますつだけ実行できますつだけ実行できますつだけ実行できます。。。。
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重要でないエラー・メッセージ : VOC-00100 ～ VOC-00199
原原原原因因因因 :  コンソールの 2つめのインスタンス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 :  コンソールの 2つめのインスタンスをクローズしてください。

VOC-00011: filenameファイルが見つからず、ジョブ・サブシステムを実行できませんファイルが見つからず、ジョブ・サブシステムを実行できませんファイルが見つからず、ジョブ・サブシステムを実行できませんファイルが見つからず、ジョブ・サブシステムを実行できません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル vojt.ocxまたはmmdx.ocxが見つかりません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  再インストールを試行し、必要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。

VOC-00012: まだ前のインスタンスをクローズしています。後で再試行してくださいまだ前のインスタンスをクローズしています。後で再試行してくださいまだ前のインスタンスをクローズしています。後で再試行してくださいまだ前のインスタンスをクローズしています。後で再試行してください。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーはアプリケーションの 2つめのインスタンス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 :  アプリケーションの 2つめのインスタンスをクローズしてください 。

重要でないエラー・メッセージ : VOC-00100 ～ VOC-00199
VOC-00101: 資格証明の詳細の取得に失敗しました資格証明の詳細の取得に失敗しました資格証明の詳細の取得に失敗しました資格証明の詳細の取得に失敗しました。。。。

原原原原因因因因 :  データベースからの優先資格証明のフェッチに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-00104: 確認したパスワードが元のパスワードに合致しません確認したパスワードが元のパスワードに合致しません確認したパスワードが元のパスワードに合致しません確認したパスワードが元のパスワードに合致しません。。。。
原原原原因因因因 :  パスワード確認に入力した値は元の値に合致しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パスワード値を再入力してください。

VOC-00107: 資格証明の詳細の取得に失敗しました資格証明の詳細の取得に失敗しました資格証明の詳細の取得に失敗しました資格証明の詳細の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースへの優先資格証明の挿入に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-00111: Oracle Daemonプロセスを開始できませんでしたプロセスを開始できませんでしたプロセスを開始できませんでしたプロセスを開始できませんでした。。。。 異常終了しています異常終了しています異常終了しています異常終了しています。。。。
原原原原因因因因 :  ProgID SMPDaemonの CreateDispatchに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-00112: Oracle Daemonプロセスの位置確認に失敗しましたプロセスの位置確認に失敗しましたプロセスの位置確認に失敗しましたプロセスの位置確認に失敗しました。。。。 登録されています登録されています登録されています登録されていますかかかか ?
原原原原因因因因 :  CLSIDFromProgID(_T("SMPDaemon"), &clsid)に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-00113: 前から実行してい前から実行してい前から実行してい前から実行しているるるる Oracle Daemonプロセスを停止できませんでしたプロセスを停止できませんでしたプロセスを停止できませんでしたプロセスを停止できませんでした。。。。 後で再後で再後で再後で再
試行してください試行してください試行してください試行してください。。。。 異常終了しています異常終了しています異常終了しています異常終了しています。。。。
原原原原因因因因 :  ProgID SMPDaemonの CreateDispatchに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-00117: ジョブ・タスク状態の情報を取得できませんジョブ・タスク状態の情報を取得できませんジョブ・タスク状態の情報を取得できませんジョブ・タスク状態の情報を取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラーです。 GetTaskState()に失敗しました。
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一般のメッセージ : VOC-04000 ～ VOC-04999
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。

VOC-00118: ジョブ・タスク・ユーザー・インタフェースを初期化できませんジョブ・タスク・ユーザー・インタフェースを初期化できませんジョブ・タスク・ユーザー・インタフェースを初期化できませんジョブ・タスク・ユーザー・インタフェースを初期化できません。。。。
原原原原因因因因 :  内部エラー です。 Initialize Task()で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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VOC-00119: 作業スクリプ作業スクリプ作業スクリプ作業スクリプトトトト nameを生成できませんを生成できませんを生成できませんを生成できません。。。。
原原原原因因因因 :  作業 OCXがその TCL生成に失敗しました。

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

VOC-00120: ユーザー細目エントリの消去に失敗しましたユーザー細目エントリの消去に失敗しましたユーザー細目エントリの消去に失敗しましたユーザー細目エントリの消去に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザー細目のデータベースへの削除に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-00121: ユーザー細目エントリの更新または挿入に失敗しましたユーザー細目エントリの更新または挿入に失敗しましたユーザー細目エントリの更新または挿入に失敗しましたユーザー細目エントリの更新または挿入に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースに対するユーザー細目の更新または挿入に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

事前定義済みのイベント・メッセージ : VOC-01000 ～ VOC-02000
VOC-01000: エラー・コードエラー・コードエラー・コードエラー・コード : string エラエラエラエラーーーー txt : string 

原原原原因因因因 :  イベントの一般的なエラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  不適切でした。

一般のメッセージ : VOC-04000 ～ VOC-04999
次の 2つのメッセージは単一のメッセージとして表示されます。

VOC-04001: 警警警警告告告告 :ユーザユーザユーザユーザーーーー user_idはマシはマシはマシはマシンンンン nameからすでにログインしていますからすでにログインしていますからすでにログインしていますからすでにログインしています。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーにユーザー移行機能を警告しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04002: このセッションで続行すると、リモート・エージェントからメッセージを失いこのセッションで続行すると、リモート・エージェントからメッセージを失いこのセッションで続行すると、リモート・エージェントからメッセージを失いこのセッションで続行すると、リモート・エージェントからメッセージを失い
ますますますます。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーにユーザー移行機能を警告しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04003: ログオン情報の受け渡しに失敗しましたログオン情報の受け渡しに失敗しましたログオン情報の受け渡しに失敗しましたログオン情報の受け渡しに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。
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一般のメッセージ : VOC-04000 ～ VOC-04999
VOC-04800: ディスカバリ・キャッシュディスカバリ・キャッシュディスカバリ・キャッシュディスカバリ・キャッシュのののの IUnknown検索に失敗しました検索に失敗しました検索に失敗しました検索に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04801: ディスカバリ・キャッシュディスカバリ・キャッシュディスカバリ・キャッシュディスカバリ・キャッシュのののの RegisterActiveObject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 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04802: 不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04804: ジョブのスケジュールに失敗しましたジョブのスケジュールに失敗しましたジョブのスケジュールに失敗しましたジョブのスケジュールに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04805: ジョブ引数の設定に失敗しましたジョブ引数の設定に失敗しましたジョブ引数の設定に失敗しましたジョブ引数の設定に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04806: 名前名前名前名前のののの idsへの合致に失敗しましたへの合致に失敗しましたへの合致に失敗しましたへの合致に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04807: OLEサービスを起動できませんサービスを起動できませんサービスを起動できませんサービスを起動できません。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04808: 入力パラメータの準備に失敗しました入力パラメータの準備に失敗しました入力パラメータの準備に失敗しました入力パラメータの準備に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04809: RegisterEventで内部エラーですで内部エラーですで内部エラーですで内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04810: パラメータの変数への移行に失敗しましたパラメータの変数への移行に失敗しましたパラメータの変数への移行に失敗しましたパラメータの変数への移行に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。
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一般のメッセージ : VOC-04000 ～ VOC-04999
VOC-04811: オブジェクトの位置確認に失敗しましたオブジェクトの位置確認に失敗しましたオブジェクトの位置確認に失敗しましたオブジェクトの位置確認に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04812: グループの位置確認に失敗しましたグループの位置確認に失敗しましたグループの位置確認に失敗しましたグループの位置確認に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04813: 無効な型を指定しました無効な型を指定しました無効な型を指定しました無効な型を指定しました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04814: 内部エラーです内部エラーです内部エラーです内部エラーです。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04815: 不明な例外が捕捉されました不明な例外が捕捉されました不明な例外が捕捉されました不明な例外が捕捉されました。。。。
原原原原因因因因 :  該当しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04820: RegisterApplicationの呼出しに失の呼出しに失の呼出しに失の呼出しに失敗敗敗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 :  コンソールから daemonへの RegisterApplication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 :  なし。

VOC-04821: サービスが見つかりませんサービスが見つかりませんサービスが見つかりませんサービスが見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  GetServiceNode OLE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 :  なし。

VOC-04822: 指定した位置はこの型のリストにサポートされていません指定した位置はこの型のリストにサポートされていません指定した位置はこの型のリストにサポートされていません指定した位置はこの型のリストにサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  vocdocnの xGetObjectListでは、位置型および型パラメータは互換性がありませ
ん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOC-04827: SQL*Net構成の更新に失敗しました構成の更新に失敗しました構成の更新に失敗しました構成の更新に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  %TNS_ADMIN%または %ORACLE_HOME%¥network¥adminが存在し、自動
ディスカバリが成功してい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 :  なし。

VOC-04840: 不明なサービス不明なサービス不明なサービス不明なサービス型型型型 typeが発が発が発が発見見見見されましたされましたされましたされました。。。。
原原原原因因因因 :  不明なサービス型が発見されました。
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ナビゲータ・メッセージ : VOC-07000 ～ VOC-07999
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問合せてサービス型を追加してください。

VOC-04841: このサービス型をナビゲータに追加しますこのサービス型をナビゲータに追加しますこのサービス型をナビゲータに追加しますこのサービス型をナビゲータに追加しますかかかか ?
原原原原因因因因 :  不明なサービス型が発見されました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ユーザーに問合せてください。

ナビゲータ・メッセージ : VOC-07000 ～ VOC-07999
VOC-07000: 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 :  データベースがダウンしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続を確立してください。

VOC-07001: ドラッドラッドラッドラッググググ /ドロップに失敗しました。ターゲット・オブジェクトの接続は無効ドロップに失敗しました。ターゲット・オブジェクトの接続は無効ドロップに失敗しました。ターゲット・オブジェクトの接続は無効ドロップに失敗しました。ターゲット・オブジェクトの接続は無効
ですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  データベースがダウンしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続を確立してください。

ジョブ・スケジュール・メッセージ : VOC-08000 ～ VOC-08999
VOC-08103: 対話形式のジョブ対話形式のジョブ対話形式のジョブ対話形式のジョブはははは 0のののの IDを持つ必要がありますを持つ必要がありますを持つ必要がありますを持つ必要があります。。。。

原原原原因因因因 :  対話形式のジョブ IDは 0ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08104: ジョブ名フィールドの指定が必要ですジョブ名フィールドの指定が必要ですジョブ名フィールドの指定が必要ですジョブ名フィールドの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ名が空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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08105: 宛先パラメータ宛先パラメータ宛先パラメータ宛先パラメータはははは 2つつつつのののの BSTR列を持たないセーフアレイです列を持たないセーフアレイです列を持たないセーフアレイです列を持たないセーフアレイです。。。。
原原原原因因因因 :  宛先パラメータは 2つの BSTR列を持たないセーフアレイです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08106: その名前のジョブは既に存在していますその名前のジョブは既に存在していますその名前のジョブは既に存在していますその名前のジョブは既に存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ名が既に存在しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08107: 「選択済み宛先」フィールドを指定する必要があります「選択済み宛先」フィールドを指定する必要があります「選択済み宛先」フィールドを指定する必要があります「選択済み宛先」フィールドを指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  選択済み宛先のリストが空です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08108: 選択済み作業フィールドの指定が必要です選択済み作業フィールドの指定が必要です選択済み作業フィールドの指定が必要です選択済み作業フィールドの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  選択済み作業のリストが空です。
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ジョブ・スケジュール・メッセージ : VOC-08000 ～ VOC-08999
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08110: スクリプト・ファイル（スクリプト・ファイル（スクリプト・ファイル（スクリプト・ファイル（filename）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 :  SQL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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08111: 起起起起動動動動DBスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  起動 DB作業の一意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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08113: 起起起起動動動動 DBスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  起動 DBスクリプト・ファイルの書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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08115: TCLスクリプト・ファイルの読込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの読込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの読込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  TCLスクリプト・ファイルを読込みできませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08117: マスタマスタマスタマスターーーー DBスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  マスター TCL作業の一意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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08118: TCLスクリプト・ファイルのオープンに失敗しましたスクリプト・ファイルのオープンに失敗しましたスクリプト・ファイルのオープンに失敗しましたスクリプト・ファイルのオープンに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  マスター TCLスクリプト・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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08119: マスタマスタマスタマスターーーー TCLスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  マスター TCLスクリプト・ファイルの書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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOC-08124: ファイルのオープンに失敗しましたファイルのオープンに失敗しましたファイルのオープンに失敗しましたファイル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 :  終了してください。

VOC-08125: ファイルの読込みに失敗しましたファイルの読込みに失敗しましたファイルの読込みに失敗しましたファイルの読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  終了してください。

VOC-08126: ファイルの書込みに失敗しましたファイルの書込みに失敗しましたファイルの書込みに失敗しましたファイルの書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルの書込みに失敗しました。
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マップ・メッセージ : VOC-10100 ～ VOC-10200
解決方解決方解決方解決方法法法法 :  終了してください。

VOC-08137: 不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました。。。。
原原原原因因因因 :  SQLエンジンにより不明な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 :  なし。

VOC-08138: 事前定義済みの作業ファイルがオープンできません事前定義済みの作業ファイルがオープンできません事前定義済みの作業ファイルがオープンできません事前定義済みの作業ファイルがオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  事前定義済みの作業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 :  実行領域から事前定義済みの作業ファイルをインストールしてください。

VOC-08139: 現行の時間文字列の取得に失敗しました現行の時間文字列の取得に失敗しました現行の時間文字列の取得に失敗しました現行の時間文字列の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  システムで現行の時間の戻しに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  マシンを再起動してください。

VOC-08141: データベースでジョブ情報の削除ができませんデータベースでジョブ情報の削除ができませんデータベースでジョブ情報の削除ができませんデータベースでジョブ情報の削除ができません。。。。
原原原原因因因因 :  SQLエンジンにより不明な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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VOC-08142: 使用可能な宛先の取出しに失敗しました使用可能な宛先の取出しに失敗しました使用可能な宛先の取出しに失敗しました使用可能な宛先の取出しに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  キャッシュ問題を発見しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  同じ操作を後で取出してください。

マップ・メッセージ : VOC-10100 ～ VOC-10200
VOC-10100: 循環グループが作成されます循環グループが作成されます循環グループが作成されます循環グループが作成されます。。。。

原原原原因因因因 :  追加されたグループは追加先のグループの親です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  この項目を許可しないでください。 オラクル社カスタマー・サポートに連絡
してください。

VOC-10101: このオブジェクトをこのグループに追加できませんこのオブジェクトをこのグループに追加できませんこのオブジェクトをこのグループに追加できませんこのオブジェクトをこのグループに追加できません。。。。
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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

VOC-10102: このグループへの追加を試行中に予期しないエラーが発生しましたこのグループへの追加を試行中に予期しないエラーが発生しましたこのグループへの追加を試行中に予期しないエラーが発生しましたこのグループへの追加を試行中に予期しないエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  不明です。

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。

VOC-10123: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : ドロップ先のサービスにアクセスできませんドロップ先のサービスにアクセスできませんドロップ先のサービスにアクセスできませんドロップ先のサービスにアクセスできません。。。。
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。
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マップ・メッセージ : VOC-10100 ～ VOC-10200
VOC-10140: マップまたはグループの保存中にエラーが発生しましたマップまたはグループの保存中にエラーが発生しましたマップまたはグループの保存中にエラーが発生しましたマップまたはグループの保存中に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 :  当てはまりません。

VOC-10141: stringのロードを試行のロードを試行のロードを試行のロードを試行中中中中にエラーが発生しましたにエラーが発生しましたにエラーが発生しましたにエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  おそらく形式エラーが存在します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの形式を確認してください。

VOC-10142: ビットマップ形式は認識されませんでしたビットマップ形式は認識されませんでしたビットマップ形式は認識されませんでしたビットマップ形式は認識されませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  コンソールはユーザーが定義したビットマップ形式を認識しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの形式を確認してください。

VOC-10143: 保管されたビットマップが切捨てられました保管されたビットマップが切捨てられました保管されたビットマップが切捨てられました保管されたビットマップが切捨てられました。。。。
原原原原因因因因 :  保存されたバージョンは古すぎます。 コンソールはこのオブジェクトをロードで
きませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このビットマップをロードしないでください。

VOC-10144: このオブジェクトの作成中にエラーが発生しましたこのオブジェクトの作成中にエラーが発生しましたこのオブジェクトの作成中にエラーが発生しましたこのオブジェクトの作成中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  コンソールはこのオブジェクトを組み立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 :  作成要求を無視してください。

VOC-10145: マップまたはグループのロードができませんマップまたはグループのロードができませんマップまたはグループのロードができませんマップまたはグループのロードができません。。。。 バージョン情報には互換性があバージョン情報には互換性があバージョン情報には互換性があバージョン情報には互換性があ
りませんりませんりませんりません。。。。
原原原原因因因因 :  保存されたバージョンは古すぎます。 コンソールはこのオブジェクトをロードで
きませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作成要求を無視してください。

VOC-10160: 外部サービスの迅速編集ができませ外部サービスの迅速編集ができませ外部サービスの迅速編集ができませ外部サービスの迅速編集ができませんんんん : string。。。。
原原原原因因因因 :  おそらく OLEエラーのため、外部迅速編集に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サービスを迅速編集しないでください。

VOC-10339: イベント・レジストリ・テーブルに行を挿入中にエラーが発生しましたイベント・レジストリ・テーブルに行を挿入中にエラーが発生しましたイベント・レジストリ・テーブルに行を挿入中にエラーが発生しましたイベント・レジストリ・テーブルに行を挿入中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10340: イベント・レジストリ・テーブルから行を削除中にエラーが発生しましたイベント・レジストリ・テーブルから行を削除中にエラーが発生しましたイベント・レジストリ・テーブルから行を削除中にエラーが発生しましたイベント・レジストリ・テーブルから行を削除中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10341: このイベントの説明は使用不可ですこのイベントの説明は使用不可ですこのイベントの説明は使用不可ですこのイベントの説明は使用不可です。。。。
原原原原因因因因 :  不明なエラーが発生しました。
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マップ・メッセージ : VOC-10100 ～ VOC-10200
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。

VOC-10354: 未処理分イベントをアプリケーションに通知できませんでした未処理分イベントをアプリケーションに通知できませんでした未処理分イベントをアプリケーションに通知できませんでした未処理分イベントをアプリケーションに通知できませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10358: イベントの追加中に失敗しましたイベントの追加中に失敗しましたイベントの追加中に失敗しましたイベントの追加中に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10360: イベント・プロファイルの追加中に障害が発生しましたイベント・プロファイルの追加中に障害が発生しましたイベント・プロファイルの追加中に障害が発生しましたイベント・プロファイルの追加中に障害が発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10361: イベントの削除中に失敗しましたイベントの削除中に失敗しましたイベントの削除中に失敗しましたイベントの削除中に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10362: イベント・プロファイルの取得中に失敗しましたイベント・プロファイルの取得中に失敗しましたイベント・プロファイルの取得中に失敗しましたイベント・プロファイルの取得中に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10363: 管理情報の取得中に失敗しました管理情報の取得中に失敗しました管理情報の取得中に失敗しました管理情報の取得中に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10364: Oracleページング・ブローカの位置を確認できませんページング・ブローカの位置を確認できませんページング・ブローカの位置を確認できませんページング・ブローカの位置を確認できません。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10366: Oracleページング・ブローカに接続を試行中にエラーが発生しましたページング・ブローカに接続を試行中にエラーが発生しましたページング・ブローカに接続を試行中にエラーが発生しましたページング・ブローカに接続を試行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10367: Oracleメーリング・ブローカの位置を確認できませんメーリング・ブローカの位置を確認できませんメーリング・ブローカの位置を確認できませんメーリング・ブローカの位置を確認できません。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10370: Oracleメーリング・ブローカに接続を試行中にエラーが発生しましたメーリング・ブローカに接続を試行中にエラーが発生しましたメーリング・ブローカに接続を試行中にエラーが発生しましたメーリング・ブローカに接続を試行中にエラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  不明なエラーが発生しました。
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マップ・メッセージ : VOC-10100 ～ VOC-10200
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。

VOC-10374: イベントの登録に失敗しましたイベントの登録に失敗しましたイベントの登録に失敗しましたイベントの登録に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10390: イベント集合の詳細を取得できませんイベント集合の詳細を取得できませんイベント集合の詳細を取得できませんイベント集合の詳細を取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  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。

VOC-10413: 不明です不明です不明です不明です。。。。
原原原原因因因因 :  メール /ページング通知エンジン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。

VOC-10417: イベント定義ファイルを読み込めませんイベント定義ファイルを読み込めませんイベント定義ファイルを読み込めませんイベント定義ファイルを読み込めません。。。。
原原原原因因因因 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。

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。

VOC-10471: Oracle Daemonマネージャによって、ホストのアッマネージャによって、ホストのアッマネージャによって、ホストのアッマネージャによって、ホストのアッププププ /ダウン設定が頻繁に起ダウン設定が頻繁に起ダウン設定が頻繁に起ダウン設定が頻繁に起
こりますこりますこりますこります。。。。
原原原原因因因因 :  ユーザーがパラメータ・ページでホストのアップ /ダウンイベントを選択しまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要なら、daemonマネージャを使用して頻度をリセットしてください。
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マップ・メッセージ : VOC-10100 ～ VOC-10200
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Daemonメッセージ

Daemonエラー・メッセージ : VOD-00500 ～ VOD-00600
VOD-00500: Oracle Enterprise Managerが実行していませんが実行していませんが実行していませんが実行していません。。。。

原原原原因因因因 :  Oracle Enterprise Managerが実行していません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerを起動してください。

VOD-00501: ノードのモノードのモノードのモノードのモニニニニター停止に失敗しましたター停止に失敗しましたター停止に失敗しましたター停止に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがノードのモニター停止に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerが実行していることを確認してください。 リソー
スがロックされていた可能性があるので、操作を再試行してください。

VOD-00502: ノードの再ノードの再ノードの再ノードの再試試試試行操作のリポジトリからの削除に失敗しました行操作のリポジトリからの削除に失敗しました行操作のリポジトリからの削除に失敗しました行操作のリポジトリからの削除に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがノードの再試行操作のリポジトリからの削除に失敗しまし
た。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リポジトリが実行していることを確認してください。

VOD-00503: ノードの再ノードの再ノードの再ノードの再試試試試行操作のリポジトリへの保管に失敗しました行操作のリポジトリへの保管に失敗しました行操作のリポジトリへの保管に失敗しました行操作のリポジトリへの保管に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがノードの再試行操作のリポジトリへの保管に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リポジトリが実行していることを確認してください。

VOD-00504: リポジトリリポジトリリポジトリリポジトリ詳詳詳詳細の取得に失敗しました細の取得に失敗しました細の取得に失敗しました細の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがリポジトリへの接続に必要な詳細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 :  Oracle Enterprise Managerが実行しており、ユーザーがリポジトリに接続し
たことを確認してください。

VOD-00505: 再試行ノー再試行ノー再試行ノー再試行ノードドドドの名前の取得に失敗しましたの名前の取得に失敗しましたの名前の取得に失敗しましたの名前の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが名前の取得、および Oracle Daemonが再試行するノード回
数の連絡に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerが実行していることを確認してください。
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VOD-00506: モニターする再モニターする再モニターする再モニターする再試試試試行ノードの名前の取得に失敗しました行ノードの名前の取得に失敗しました行ノードの名前の取得に失敗しました行ノードの名前の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが Oracle Daemonがモニターするノードの名前と交信回数の
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 :  Oracle Enterprise Managerが実行していることを確認してください。

VOD-00507: ノードの再試行ノードの再試行ノードの再試行ノードの再試行停停停停止に失敗しました止に失敗しました止に失敗しました止に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがノードの再試行停止に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerが実行していることを確認してください。

VOD-00508: OLE自動化コールに失敗しました自動化コールに失敗しました自動化コールに失敗しました自動化コールに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが OLE自動化コール中に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerが実行していることを確認してください。

VOD-00509: ユーザー状態のユーザー状態のユーザー状態のユーザー状態のリリリリポジトリへの保存に失敗しましたポジトリへの保存に失敗しましたポジトリへの保存に失敗しましたポジトリへの保存に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションはユーザー状態のリポジトリへの保存に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リポジトリ接続が失われました。 状態は回復できません。

VOD-00510: mutexの作成に失敗しましたの作成に失敗しましたの作成に失敗しましたの作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがスレッド同期のmutex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 :  アプリケーションをいくつか停止してください。

VOD-00511: イベントの作成に失敗しましたイベントの作成に失敗しましたイベントの作成に失敗しましたイベントの作成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがスレッド同期のイベント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 :  アプリケーションをいくつか停止してください。

VOD-00512: 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。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが OLE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 :  アプリケーションをいくつか停止してください。

VOD-00513: NTレジストリ・キレジストリ・キレジストリ・キレジストリ・キーーーー HKEY_LOCAL_MACHINE¥keyのオープンに失敗しまのオープンに失敗しまのオープンに失敗しまのオープンに失敗しま
したしたしたした。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが NTレジストリで指定されたキー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 :  アプリケーションに正当な許可があることを確認してください。

VOD-00514: Oracle CORE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 :  アプリケーションが Oracle COREライブラリ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 :  Oracle CORE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。

VOD-00515: Oracleネットワーク・ライブラリの初期化に失敗しましたネットワーク・ライブラリの初期化に失敗しましたネットワーク・ライブラリの初期化に失敗しましたネットワーク・ライブラリの初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが Oracleネットワーク・ライブラリの初期化に失敗しました。
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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ていることを確認してください。

VOD-00516: Oracleリモート操作の初期化に失敗しましたリモート操作の初期化に失敗しましたリモート操作の初期化に失敗しましたリモート操作の初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが Oracleリモート操作ライブラリ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 :  SQL*Net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。

VOD-00517: セマフォのセマフォのセマフォのセマフォの作作作作成に失敗しました成に失敗しました成に失敗しました成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがスレッド同期のセマフォ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 :  アプリケーションをいくつか停止してください。

VOD-00518: 列の作成に列の作成に列の作成に列の作成に失失失失敗しました敗しました敗しました敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが列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 :  アプリケーションをいくつか停止してください。

VOD-00519: スレッドのスレッドのスレッドのスレッドの作作作作成に失敗しました成に失敗しました成に失敗しました成に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがスレッド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 :  アプリケーションをいくつか停止してください。

VOD-00520: 通知中アプ通知中アプ通知中アプ通知中アプリリリリケーション・ユーザーの取得に失敗しましたケーション・ユーザーの取得に失敗しましたケーション・ユーザーの取得に失敗しましたケーション・ユーザーの取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが、通知しているアプリケーション・ユーザーの名前の取得に
失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerが実行していることを確認してください。

VOD-00521: ユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのキキキキュー通知取得の停止に失敗しましたュー通知取得の停止に失敗しましたュー通知取得の停止に失敗しましたュー通知取得の停止に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがユーザーのキュー通知取得の停止に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerが実行していることを確認してください。

VOD-00522: NTレジストリからのレジストリからのレジストリからのレジストリからの値値値値 string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 :  アプリケーションが NTレジストリからのこの値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 :  アプリケーションに NTレジストリにアクセスする正当な許可があり、値が
存在することを確認してください。

VOD-00523: NTソケット・ライブラリの初期化に失敗しましたソケット・ライブラリの初期化に失敗しましたソケット・ライブラリの初期化に失敗しましたソケット・ライブラリの初期化に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが TCP/IPネットワーク・プロトコルの使用に必要なNT 
WINSOCKライブラリ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 :  操作システム・ネットワーク・ソフトウェア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。

VOD-00524: ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ホホホホスト名を取得できませんスト名を取得できませんスト名を取得できませんスト名を取得できません。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが TCP/IPネットワーク・プロトコルの使用に必要なローカ
ル・ホスト名の取得に失敗しました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム・ネットワーク・ソフトウェアが正しくインス
トールされていることを確認してください。

VOD-00525: IUnknownインタフェースの取得に失敗しましたインタフェースの取得に失敗しましたインタフェースの取得に失敗しましたインタフェースの取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがドキュメント・クラスの IUknown OLEインタフェースの取
得に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OLE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。

VOD-00526: CLSID stringをそをそをそをそのののの PROGIDにマップできませんでしたにマップできませんでしたにマップできませんでしたにマップできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがこの CLSIDの対応する PROGIDへのマップに失敗しまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerソフトウェア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。

VOD-00527: アクティブなオアクティブなオアクティブなオアクティブなオブブブブジェクトの登録に失敗しましたジェクトの登録に失敗しましたジェクトの登録に失敗しましたジェクトの登録に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがドキュメント・クラスのアクティブなオブジェクトの登録に
失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  OLE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。

VOD-00528: NTレジストリでレジストリでレジストリでレジストリで値値値値 string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 :  アプリケーションが NTレジストリでこの値の設定に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーションに NTレジストリにアクセスする正当な権利があることを
確認してください。

VOD-00529: NTレジストリで書込みのためのキレジストリで書込みのためのキレジストリで書込みのためのキレジストリで書込みのためのキーーーー string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 :  アプリケーションが NTレジストリでこの値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 :  アプリケーションに NTレジストリにアクセスする正当な権利があり、キー
が存在することを確認してください。

VOD-00530: NTレジストリからレジストリからレジストリからレジストリからのののの stringの削除に失敗しましたの削除に失敗しましたの削除に失敗しましたの削除に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが NTレジストリからのこの値の削除に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アプリケーションに NTレジストリにアクセスする正当な権利があり、キー
が存在することを確認してください。

VOD-00531: nameのエージェント・アドレスの検索に失敗しましたのエージェント・アドレスの検索に失敗しましたのエージェント・アドレスの検索に失敗しましたのエージェント・アドレスの検索に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが指定されたノードでのエージェント・アドレス検索に失敗し
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerが実行しており、エージェントが認識されている
ことを確認してください。

VOD-00532: ノーノーノーノードドドド nameでのユーザー登録に失敗しましたでのユーザー登録に失敗しましたでのユーザー登録に失敗しましたでのユーザー登録に失敗しました。。。。
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原原原原因因因因 :  アプリケーションが指定されたノードでエージェントを使用してのユーザー登録
に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エージェントが実行していることを確認してください。

VOD-00533: ノーノーノーノードドドド nameでエージェントの連絡に失敗しましたでエージェントの連絡に失敗しましたでエージェントの連絡に失敗しましたでエージェントの連絡に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが指定されたノードでエージェントの連絡に失敗しました。

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。

VOD-00534: stringが実行していませんが実行していませんが実行していませんが実行していません - パラメータ構成のみが可能ですパラメータ構成のみが可能ですパラメータ構成のみが可能ですパラメータ構成のみが可能です。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Enterprise Managerが実行していないので、構成パラメータの変更のみが
可能です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerを起動してください。

VOD-00535: SQL*Netアドレスが無効ですアドレスが無効ですアドレスが無効ですアドレスが無効です。。。。
原原原原因因因因 :  入力したアドレスは有効な SQL*Net TNSアドレスではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  『Oracle Network Manager管理者ガイド』を参照してください。

VOD-00536: 自動ディス自動ディス自動ディス自動ディスカカカカバリ中バリ中バリ中バリ中ににににWINSOCKエラエラエラエラーーーー code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 :  サービス自動ディスカバリ中にWINSOCKが発生しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Microsoft Windows NT WINSOCKエラー・コードを参照してください。

VOD-00537: リポジトリリポジトリリポジトリリポジトリへへへへのセッションの取得に失敗しましたのセッションの取得に失敗しましたのセッションの取得に失敗しましたのセッションの取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  リポジトリへのセッション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 :  Oracle Enterprise Managerを再起動してください。

VOD-00538: メモリーをメモリーをメモリーをメモリーを割割割割り当てることができませんり当てることができませんり当てることができませんり当てることができません。。。。
原原原原因因因因 :  メモリーの割当てに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Enterprise Managerを再起動してください。

VOD-00539: リポジトリリポジトリリポジトリリポジトリ表表表表 SMP_AD_ADDRESSES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 :  表 SMP_AD_ADDRESSESがリポジトリで作成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 :  スクリプト smpdccre.sqlを実行してください。

VOD-00540: サービスがサービスがサービスがサービスが発発発発見されないので、見されないので、見されないので、見されないので、tnsnames.oraは更新されませんは更新されませんは更新されませんは更新されません。。。。
原原原原因因因因 :  表 SMP_AD_ADDRESSESに行がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  サービス自動ディスカバリを実行してください。

VOD-00541: filenameをををを fileへコピーできませんへコピーできませんへコピーできませんへコピーできません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルのコピーに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの存在と許可を確認してください。
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VOD-00542: ノーノーノーノードドドド name のエージェント情報取得に失敗しましたのエージェント情報取得に失敗しましたのエージェント情報取得に失敗しましたのエージェント情報取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントでファイル dbsnmp.verの戻しに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの存在と許可を確認してください。

VOD-00543: ノードノードノードノード name.でエージェントのスポーン・アドレスへの接続に失敗しましたでエージェントのスポーン・アドレスへの接続に失敗しましたでエージェントのスポーン・アドレスへの接続に失敗しましたでエージェントのスポーン・アドレスへの接続に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントがそのスポーン・アドレスで接続の受け入れに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  操作を再試行するか、またはエージェントを再起動してください。

VOD-00544: ノーノーノーノードドドド nameのサービス情報取得に失敗しましたのサービス情報取得に失敗しましたのサービス情報取得に失敗しましたのサービス情報取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  エージェントでファイル services.oraの戻しに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルの存在と許可を確認してください。

VOD-00545: TNSNAMES.ORAファイルの解析に失敗しましたファイルの解析に失敗しましたファイルの解析に失敗しましたファイルの解析に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  TNSNAMES.ORA 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 :  構文エラーを訂正して、操作を再試行してください。

VOD-00546: メモリーを割りメモリーを割りメモリーを割りメモリーを割り当当当当てられませんてられませんてられませんてられません。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションがシステムからメモリーをこれ以上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 :  アプリケーションを再起動してください。

VOD-00547: エージェンエージェンエージェンエージェントトトト nameのアドレス検索に失敗しましたのアドレス検索に失敗しましたのアドレス検索に失敗しましたのアドレス検索に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  アプリケーションが示されたエージェントの有効な SQL*Netアドレスの位置を
確認できませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  アドレスを SQL*Net構成ファイル tnsnames.oraに追加してください。

接続キャッシュ・エラー : VOD-01401 ～ VOD-01420
VOD-01413: 着信接続要求の着信接続要求の着信接続要求の着信接続要求のリリリリスニングに失敗しましたスニングに失敗しましたスニングに失敗しましたスニングに失敗しました。。。。

原原原原因因因因 :  daemonプロセス (vod.exe)がネットワーク・リスニングを実行できませんでし
た。 nttnt.dllがインストールされなかった (たとえば、TCP/IP Protocol Adapterがイン
ストールされなかった )か、 7770のデフォルト・ポートが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 :  ユーザーが sqlnet.oraで次の行を確認すれば、トレース・ ファイルは生成さ
れています。 ORACLE_HOMEが c:¥orantに位置付けられていれば、次の行が表示され
ます。
daemon.trace_level = 16
daemon.trace_directory = c:¥orant¥network¥trace

c:¥orant¥network¥traceを参照し、daemon.trcをオープンしてください。 nslistenを探索
し、エラー内容を確認してください。 Daemonマネージャを実行し、ポートを構成して
ください。 リスニング・アドレス・パラメータは " Not Found."を読み込む必要があり
ます。このメッセージはパラメータが NTレジストリに存在しないことを示していま
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接続キャッシュ・エラー : VOD-01401 ～ VOD-01420
す。 パラメータが存在しないことを確認するには、リスニング・アドレスをダブル・ク
リックし、削除ボタンを押してください。 
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ジョブ・システム・メッセージ

重大でないエラー・メッセージ : VOJ-00100 ～ VOJ-00199
VOJ-00100: ファイルのオープンに失敗しましたファイルのオープンに失敗しましたファイルのオープンに失敗しましたファイルのオープンに失敗しました。。。。

原原原原因因因因 :  スクリプトが保存されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOJ-00101: ファイルの読込みに失敗しましたファイルの読込みに失敗しましたファイルの読込みに失敗しましたファイルの読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  スクリプトが保存されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOJ-00102: ファイルの書込みに失敗しましたファイルの書込みに失敗しましたファイルの書込みに失敗しましたファイルの書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  スクリプトが保存されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOJ-00103: 対話形式のジョブ名前が設定できません対話形式のジョブ名前が設定できません対話形式のジョブ名前が設定できません対話形式のジョブ名前が設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  第三者のユーザーが対話形式のジョブに名前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 :  なし。

VOJ-00104: 対話形式のジョブのスケジュールが設定できません対話形式のジョブのスケジュールが設定できません対話形式のジョブのスケジュールが設定できません対話形式のジョブのスケジュールが設定できません。。。。
原原原原因因因因 :  第三者のユーザーが対話形式のジョブにスケジュール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 :  なし。

VOJ-00105: バックアップ・スクリプトは構文が正しくありませんバックアップ・スクリプトは構文が正しくありませんバックアップ・スクリプトは構文が正しくありませんバックアップ・スクリプトは構文が正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  特定パラメータのみが実現されます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  バックアップ wizardを使用してスクリプトを再作成してください。

VOJ-00202: テンポラリ・ファイルに一意のファイル名を作成できませんテンポラリ・ファイルに一意のファイル名を作成できませんテンポラリ・ファイルに一意のファイル名を作成できませんテンポラリ・ファイルに一意のファイル名を作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  一意のファイル名を作成できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルをオープンしないでください。
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重大でないエラー・メッセージ : VOJ-00100 ～ VOJ-00199
VOJ-00203: ファイル名かテキストのどちらかを指定する必要がありますファイル名かテキストのどちらかを指定する必要がありますファイル名かテキストのどちらかを指定する必要がありますファイル名かテキストのどちらかを指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  実行するものがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブを送らないでください。

VOJ-00204: メッセージ・テキスト・フィールドの指定が必要ですメッセージ・テキスト・フィールドの指定が必要ですメッセージ・テキスト・フィールドの指定が必要ですメッセージ・テキスト・フィールドの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  実行するものがありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブを送らないでください。

VOJ-00208: この作業にパラメータが指定されていませんこの作業にパラメータが指定されていませんこの作業にパラメータが指定されていませんこの作業にパラメータが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  作業が状態を確認しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOJ-00209: スクリプト・ファイルをオープンできませんスクリプト・ファイルをオープンできませんスクリプト・ファイルをオープンできませんスクリプト・ファイルをオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  作業が状態を確認しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOJ-00210: ユーザー名が指定されていませんユーザー名が指定されていませんユーザー名が指定されていませんユーザー名が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  作業が状態を確認しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOJ-00211: 作業が不正に初期化されました作業が不正に初期化されました作業が不正に初期化されました作業が不正に初期化されました。。。。
原原原原因因因因 :  作業が状態を無効にしています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業を再ロードしてください。

注注注注意意意意 :  VOJ-00215および VOJ-00216は単一のメッセージとして表示されます。 

VOJ-00215: このジョブの作業と対応するパラメータの数が超過しましたこのジョブの作業と対応するパラメータの数が超過しましたこのジョブの作業と対応するパラメータの数が超過しましたこのジョブの作業と対応するパラメータの数が超過しました。。。。
VOJ-00216: バッファが最大値ですバッファが最大値ですバッファが最大値ですバッファが最大値です。。。。 このジョブの作このジョブの作このジョブの作このジョブの作業業業業数を減らす必要があります数を減らす必要があります数を減らす必要があります数を減らす必要があります。。。。

原原原原因因因因 :  作業数とそれに対応付けられたパラメータ数が 1024バイトのバッファ制限を超
過しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  作業数を減らし、ジョブの実行を再スケジュールしてください。 

注注注注意意意意 :  VOJ-00218および OJ-022169は単一のメッセージとして表示されます。 

VOJ-00218: このジョブの作業と対応する入力ファイルの数が超過しましたこのジョブの作業と対応する入力ファイルの数が超過しましたこのジョブの作業と対応する入力ファイルの数が超過しましたこのジョブの作業と対応する入力ファイルの数が超過しました。。。。
原原原原因因因因 :  エージェント・コードでは入力ファイル数に制限があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00219: 最大値最大値最大値最大値はははは (5)ですですですです。。。。 このジョブの作業数を減らす必要がありますこのジョブの作業数を減らす必要がありますこのジョブの作業数を減らす必要がありますこのジョブの作業数を減らす必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  エージェント・コードでは入力ファイル数に制限があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。
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重大でないエラー・メッセージ : VOJ-00100 ～ VOJ-00199
VOJ-00330: ジョブは処理中ですジョブは処理中ですジョブは処理中ですジョブは処理中です。。。。
原原原原因因因因 :  処理モード中に、ジョブの変更、一時停止、またはリリースを試行しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブの状態が処理中から別の状態に変化した後、同じジョブ操作の実行を
試行してください。

VOJ-00501: 何も変更されませんでした何も変更されませんでした何も変更されませんでした何も変更されませんでした。。。。 取消し取消し取消し取消しボボボボタンを使用してくださいタンを使用してくださいタンを使用してくださいタンを使用してください。。。。
原原原原因因因因 :  何も変更されませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブを変更しないでください。

VOJ-00502: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : リポジトリ制御リポジトリ制御リポジトリ制御リポジトリ制御のののの IUnknown検索に失敗しました検索に失敗しました検索に失敗しました検索に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  IUnknown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 :  終了してください。

VOJ-00503: 内部エラ内部エラ内部エラ内部エラーーーー : リポジトリ制御リポジトリ制御リポジトリ制御リポジトリ制御のののの RegisterActiveObject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 :  アクティブなオブジェクト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 :  終了してください。

VOJ-00504: 対話形式のジョブ対話形式のジョブ対話形式のジョブ対話形式のジョブはははは 0のののの IDを持つ必要がありますを持つ必要がありますを持つ必要がありますを持つ必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  対話形式のジョブ IDは 0ではありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00505: ジョブ名が空であってはなりませんジョブ名が空であってはなりませんジョブ名が空であってはなりませんジョブ名が空であってはなりません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ名が空です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00506: DESTINATIONパラメータパラメータパラメータパラメータはははは 2つつつつのののの BSTR列を持たな列を持たな列を持たな列を持たないいいい SAFEARRAYですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  DESTINATIONパラメータは 2つの BSTR列を持たない SAFEARRAYです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00507: ジョブ名がすでに存在していますジョブ名がすでに存在していますジョブ名がすでに存在していますジョブ名がすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ名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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00508: 「選択済み宛先」フィールドの指定が必要です「選択済み宛先」フィールドの指定が必要です「選択済み宛先」フィールドの指定が必要です「選択済み宛先」フィールドの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  選択済み宛先のリストが空です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00509: 「選択済み作業」フィールドの指定が必要です「選択済み作業」フィールドの指定が必要です「選択済み作業」フィールドの指定が必要です「選択済み作業」フィールドの指定が必要です。。。。
原原原原因因因因 :  選択済み作業のリストが空です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。
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重大でないエラー・メッセージ : VOJ-00100 ～ VOJ-00199
VOJ-00520: スクリプト・ファイルスクリプト・ファイルスクリプト・ファイルスクリプト・ファイル (filename)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 :  SQL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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00521: 起起起起動動動動 DBスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  起動 DBスクリプトに一意のファイル名を作成できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00522: 起起起起動動動動 DBスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  起動 DBスクリプト・ファイルの書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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00523: TCLスクリプト・ファイルの読込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの読込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの読込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  TCLスクリプト・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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00524: マスタマスタマスタマスターーーー TCLスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できませんスクリプトに一意のファイル名を作成できません。。。。
原原原原因因因因 :  マスター TCLスクリプトに一意のファイル名を作成できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00525: マスタマスタマスタマスターーーー TCLスクリプト・ファイルのオープンに失敗しましたスクリプト・ファイルのオープンに失敗しましたスクリプト・ファイルのオープンに失敗しましたスクリプト・ファイルのオープンに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  マスター TCLスクリプト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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00526: マスタマスタマスタマスターーーー TCLスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しましたスクリプト・ファイルの書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  マスター TCLスクリプトの書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 :  ジョブのスケジュールは行わないでください。

VOJ-00531: ファイルのオープンに失敗しましたファイルのオープンに失敗しましたファイルのオープンに失敗しましたファイル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 :  終了してください。

VOJ-00532: ファイルの読込みに失敗しましたファイルの読込みに失敗しましたファイルの読込みに失敗しましたファイルの読込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  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 :  終了してください。

VOJ-00533: ファイルの書込みに失敗しましたファイルの書込みに失敗しましたファイルの書込みに失敗しましたファイルの書込みに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルの書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 :  終了してください。
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重大でないエラー・メッセージ : VOJ-00100 ～ VOJ-00199
VOJ-00550: 不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました不明な例外型が捕捉されました。。。。
原原原原因因因因 :  SQLエンジンが不明な例外を生成しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

VOJ-00551: 定義済みのタスクファイルがオープンできません定義済みのタスクファイルがオープンできません定義済みのタスクファイルがオープンできません定義済みのタスクファイルがオープンできません。。。。
原原原原因因因因 :  事前定義済みの作業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 :  実行領域から事前定義済みの作業ファイルをインストールしてください。

VOJ-00552: 現行の時間文字列の取得に失敗しました現行の時間文字列の取得に失敗しました現行の時間文字列の取得に失敗しました現行の時間文字列の取得に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  システムで現行の時間の戻しに失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  マシンを再起動してください。

VOJ-00553: データベース内のジョブ情報を削除できませんデータベース内のジョブ情報を削除できませんデータベース内のジョブ情報を削除できませんデータベース内のジョブ情報を削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  SQLエンジンが不明な例外を生成しました。

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。

VOJ-00554: 使用可能な宛先の取出しに失敗しました使用可能な宛先の取出しに失敗しました使用可能な宛先の取出しに失敗しました使用可能な宛先の取出しに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  キャッシュを発見しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  同じ操作を後で取出してください。

VOJ-00556: 宛宛宛宛先先先先 nameでのジョブの削除に失敗しましたでのジョブの削除に失敗しましたでのジョブの削除に失敗しましたでのジョブの削除に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  リモートエージェントでジョブ操作の削除に失敗しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブ操作の削除を後で試行してください。

VOJ-00602: ジョブタスクの妥当性チェックに失敗しましたジョブタスクの妥当性チェックに失敗しましたジョブタスクの妥当性チェックに失敗しましたジョブタスクの妥当性チェックに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  無効なタスクでジョブを送ろうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブを送らないでください。

VOJ-00604: ジョブ・タスクの妥当性チェックに失敗しました。続行しますジョブ・タスクの妥当性チェックに失敗しました。続行しますジョブ・タスクの妥当性チェックに失敗しました。続行しますジョブ・タスクの妥当性チェックに失敗しました。続行しますかかかか ?
原原原原因因因因 :  無効なタスクでジョブを保存しようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブを送らないでください。

VOJ-00606: この名前で保存されたジョブがすでに存在しますこの名前で保存されたジョブがすでに存在しますこの名前で保存されたジョブがすでに存在しますこの名前で保存されたジョブがすでに存在します。。。。 上書きします上書きします上書きします上書きしますかかかか ?
原原原原因因因因 :  ジョブ名が重複しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  重複したジョブ名で保存しないでください。

VOJ-00607: 次のタス次のタス次のタス次のタスクククク (name)はこのマシンに登録されていませんはこのマシンに登録されていませんはこのマシンに登録されていませんはこのマシンに登録されていません。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブがこのマシンに登録されていない CLSIDを持つタスクを含みます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  保存されたジョブを削除するか、またはジョブを登録されたタスクを使用し
てマシンでオープンしてください。
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VOJ-00608: ジョブ名でアポストロフィまたはアンパサンドを使用してください。さもないジョブ名でアポストロフィまたはアンパサンドを使用してください。さもないジョブ名でアポストロフィまたはアンパサンドを使用してください。さもないジョブ名でアポストロフィまたはアンパサンドを使用してください。さもない
と、説明ボックスは無効ですと、説明ボックスは無効ですと、説明ボックスは無効ですと、説明ボックスは無効です。。。。
原原原原因因因因 :  ジョブ名が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効な名前を持つジョブを保存または送信しないでください。

VOJ-00620: 曜日が指定されていません曜日が指定されていません曜日が指定されていません曜日が指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  曜日が指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VOJ-00621: 日にちが指定されていません日にちが指定されていません日にちが指定されていません日にちが指定されていません。。。。
原原原原因因因因 :  日にちが指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VOJ-00622: 終了時間が開始時間より先です終了時間が開始時間より先です終了時間が開始時間より先です終了時間が開始時間より先です。。。。
原原原原因因因因 :  終了時間が開始時間の前です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VOJ-00623: 間隔が範囲外です間隔が範囲外です間隔が範囲外です間隔が範囲外です。。。。
原原原原因因因因 :  間隔が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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VOJ-00624: 実行モードが無効か見つかりません実行モードが無効か見つかりません実行モードが無効か見つかりません実行モードが無効か見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  実行モードが不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VOJ-00625: 頻度の値が無効か見つかりません頻度の値が無効か見つかりません頻度の値が無効か見つかりません頻度の値が無効か見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  頻度節が無効です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VOJ-00626: 開始時間が無効か見つかりません開始時間が無効か見つかりません開始時間が無効か見つかりません開始時間が無効か見つかりません。。。。
原原原原因因因因 :  開始日付が不正です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VOJ-00627: 実行時間が経過しました実行時間が経過しました実行時間が経過しました実行時間が経過しました。。。。
原原原原因因因因 :  スケジュールに指定した最新の実行時間が経過しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ジョブを実行しないでください。

VOJ-00628: 一般的なエラーです一般的なエラーです一般的なエラーです一般的なエラーです。。。。
原原原原因因因因 :  不明なスケジュール・エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。
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重大でないエラー・メッセージ : VOJ-00100 ～ VOJ-00199
VOJ-00640: スケジュールが無効でスケジュールが無効でスケジュールが無効でスケジュールが無効ですすすす : name。。。。
原原原原因因因因 :  スケジュールが無効でした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VOJ-00641: 即時にスケジュールを設定しています即時にスケジュールを設定しています即時にスケジュールを設定しています即時にスケジュールを設定しています。。。。
原原原原因因因因 :  曜日が指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。

VOJ-00642: 前のスケジュールに回復します前のスケジュールに回復します前のスケジュールに回復します前のスケジュールに回復しますかかかか ?
原原原原因因因因 :  曜日が指定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 :  無効なスケジュールを持つジョブを保存または送信しないでください。
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Windows NTメッセージ

この付録では、Oracle8 Serverのインストレーションと操作に固有のエラー・メッセージお
よび原因、解決方法が記録されています。

次のような特定のトピックを扱います。

■ エラー・メッセージのロギング

■ Oracle Installerエラー・メッセージ

■ Oracle8 Enterprise Editionデータベース・エラー・メッセージ

■ Windows NT固有の Oracleエラー・メッセージ
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エラー・メッセージのロギング
エラー・メッセージのロギング 
メッセージをファイルにリダイレクトし、Oracle8ユーティリティから受け取ったエラー・
メッセージのログを保持してください。 『Oracle8 Serverユーティリティ』で説明する
LOGFILEパラメータを使用し、 標準ユーティリティ・メッセージの内容を記録します。 標準
Windows NTファイル・リダイレクションを使用し、エラー・メッセージ部分を別に記録す
ることができます。 たとえば、構文を使用して、出力をエクスポート・ユーティリティから
リダイレクトします。

C:¥> EXP80 username/password PARFILE=filename
1> FILE1.LOG
2> FILE2.ERR

このコマンド行で、FILE1.LOGはエクスポートから標準出力を、FILE2.ERRは標準エラー・
メッセージを受け取ります。
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Oracle Installerエラー・メッセージ 
このセクションは Oracle Installerの使用中に発生する可能性のあるエラー ・メッセージを

リストします。 大部分の Oracle Installerエラー・メッセージはスクリーンに対処情報を伴い

ます。そのため、この付録にはリストされません。 この付録はアルファベット順にエラー・

メッセージをリストし、原因および対処措置を表示します。 

エラー 原因 処置 

DISK_FULL 選択したプログラムをコピーするのに十分
なディスク領域が宛先ボリュームにありま
せん。

宛先ボリュームに空き領域を作成し
てください。

DRIVE_LOCKED エラー・メッセージ全体で指定されたデバ
イスは使用中か、または別のプロセスに
ロックされています。

別のプロセスを終了するかリリース
してください。または完了を待機し
てください。

FILE_CORRUPTED エラー・メッセージ全体で指定されたファ
イルまたはディレクトリは破損しているか、
読込み不可能です。

ファイルの修復または置換を試行す
るか、指定されたディレクトリを修
復してください。

FILE_NOT_FOUND ソースまたは宛先メディアでファイルの位
置確認が不可能でした。 

ユーティリティ・プログラムを実行
し、ソースまたは宛先メディアで問
題の位置確認してください。メディ
アは CD-ROMドライブ、ネットワー
ク・ドライブ、またはフロッピィ・
ドライブのいずれでもかまいません。

INVALID_FILE_NAME 全体のメッセージで指定されたファイル、
ディレクトリ名、ボリューム・ラベルが構
文的に不正です。

正しい構文を使用してファイル、
ディレクトリ、ボリュームを指定し
てください。

LEXICAL_ERROR インストレーション・スクリプトででエ
ラーが検出されました。

オラクル社カスタマー・サポートに
連絡してください。

LOCKING_ VIOLATION 全体のメッセージで指定されたファイル部
分が別のプロセスにロックされています。

別のプロセスをリリースするか終了
してください。または完了を待機し
てください。

OS_ERROR 予期しないオペレーティング・システム・
エラーがあります。 

ユーティリティ・プログラムを実行
し、ソースまたは宛先メディアで問
題の位置確認してください。メディ
アは CD-ROMドライブ、ネットワー
ク・ドライブ、またはフロッピィ・
ドライブのいずれでもかまいません。

PERMISSION_ DENIED ネットワーク上で選択した処理を実行する
権限がありません。 

ネットワーク管理者に確認してくだ
さい。スーパーバイザ権限を所有し、
選択した処理を実行できることを確
認してください。 
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READ_ERROR I/O操作の実行中に、問題がソースまたは
宛先メディアで検出されました。 

1. もしネットワーク化された環境
にいる場合は、ネットワーク化
されたファイルの読込み許可を
所有していることを検証してく
ださい。

2. ユーティリティ・プログラムを
実行し、ソースまたは宛先メ
ディアで問題の位置確認してく
ださい。メディアは CD-ROMド
ライブ、ネットワーク・ドライ
ブ、またはフロッピィ・ドライ
ブのいずれでもかまいません。

RECALIBRATION_FAILURE インストール中に、ハードウェア問題が
ハード・ドライブで検出されました。

ユーティリティ・プログラムを実行
し、ハード・ドライブを診断してく
ださい。

SHARING_VIOLATION 全体のメッセージで指定されたファイルが
別のプロセスにロックされています。 (この
エラーは LOCKING_VIOLATIONメッセー
ジに類似しており、ファイルの部分と関連
があります。)

別のプロセスをリリースするか終了
してください。または完了を待機し
てください。

TOO_MANY_OPEN_FILES Windows NTでオープンしているファイル
が多すぎます。

オープンしているファイルをいくつ
かクローズしてください。

WRITE_ERROR I/O操作の実行中に、問題が宛先メディア
で検出されました。 

1. ネットワーク環境におり、ネッ
トワークにインストールしてい
るならば、ネットワーク・ディ
レクトリへの書込み許可がある
ことを検証してください。 

2. ユーティリティ・プログラムを
実行し、ソースまたは宛先メ
ディアで問題の位置確認してく
ださい。メディアは CD-ROMド
ライブ、ネットワーク・ドライ
ブ、またはフロッピィ・ドライ
ブのいずれでもかまいません。

WRITE_PROTECTED (Oracleソフトウェアをインストールする )
エラー・メッセージ全体で指定されたファ
イルまたはディレクトリは書込みが保護さ
れています。 

指定されたファイルまたはディレク
トリから書込み保護を解除してくだ
さい。

エラー 原因 処置 
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Oracle8 Enterprise Editionデータベース・エラー・メッセージ 
このセクションは Oracle8データベースで発行されたメッセージをリストしています。 それ
ぞれのメッセージは、示されたエラー条件を指定するWindows NTに特定のオペレーティ
ング・システム従属 (OSD)メッセージにより、トリガーされます。 OSDメッセージは次の章
で説明します。 これらのメッセージを受け取ったら、付随している OSDメッセージ番号をセ
クションの「Windows NT固有の Oracleエラー・メッセージ」の項で探し、そのエラーの
説明を参照してください。

メッセージ 信号 

ORA-09200 sfccf: ファイルの作成中にエラーが発生しました。

ORA-09201 sfcopy: ファイルのコピー中にエラーが発生しました。

ORA-09202 sfifi: ファイルの識別中にエラーが発生しました。

ORA-09203 sfofi: ファイルのオープン中にエラーが発生しました。

ORA-09204 sfotf: テンポラリ・ファイルのオープン中にエラーが発生しました。

ORA-09205 sfqio: ディスクの読込みまたは書込み中にエラーが発生しました。

ORA-09206 sfrfb: ファイルの読込み中にエラーが発生しました。

ORA-09207 sfsrd: ファイルの読込み中にエラーが発生しました。

ORA-09208 sftcls: ファイルのクローズ中にエラーが発生しました。

ORA-09209 sftget: ファイルの読込み中にエラーが発生しました。

ORA-09210 sftopn: ファイルのオープン中にエラーが発生しました。

ORA-09211 sfwfb: ファイルの書込み中にエラーが発生しました。

ORA-09212 sfwfbmt: ファイルの書込み中にエラーが発生しました。

ORA-09213 slgfn: ファイル名の作成中にエラーが発生しました。

ORA-09214 sfdone: I/Oエラーが検出されました。 

ORA-09215 sfqio: I/O完了ルーチンでエラーが検出されました。

ORA-09216 sdnfy: 値 '%s'が正しくありません (パラメータ :%s)。

ORA-09217 sfsfs: ファイルのサイズ変更に失敗しました。

ORA-09218 sfrfs: ファイル・サイズのリフレッシュに失敗しました。

ORA-09240 smpalo: PGAメモリーの割当て中にエラーが発生しました。

ORA-09241 smsalo: SGAメモリーの割当て中にエラーが発生しました。

ORA-09242 smscre: SGAの作成中にエラーが発生しました。

ORA-09243 smsget: SGAとの連結中にエラーが発生しました。

ORA-09244 smprset: メモリー保護の設定中にエラーが発生しました。

ORA-09245 smcstk: スタックの切換え中にエラーが発生しました。

ORA-09246 sfsmap: SGAをマップできません。
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ORA-09247 smsdes: SGAの破棄中にエラーが発生しました。

ORA-09260 sigpidu: プロセス IDの取得中にエラーが発生しました。

ORA-09261 spdcr: 連結解除 (バックグラウンド )プロセス作成中にエラーが発生しました。

ORA-09262 spdde: 連結解除 (バックグラウンド )プロセス終了中にエラーが発生しました。

ORA-09263 spini: プロセスの初期化中にエラーが発生しました。

ORA-09264 sptpa: プロセスのフラグ化中にエラーが発生しました。

ORA-09265 spwat: プロセスの一時停止中にエラーが発生しました。 

ORA-09266 spawn: Oracleプロセス起動時にエラーが発生しました。

ORA-09270 szalloc: セキュリティ用のメモリー割当て時にエラーが発生しました。

ORA-09271 szlon: ユーザー名検証中にエラーが発生しました。

ORA-09272 リモート OSログインは許可されません。

ORA-09273 szrfc: ロール名検証中にエラーが発生しました。

ORA-09274 szrfc: ロール名のバッファ領域が不足しています。

ORA-09280 sllfcf: ファイルのクローズ中にエラーが発生しました。

ORA-09281 sllfop: ファイルのオープン中にエラーが発生しました。

ORA-09282 sllfrb: レコードの読込み中にエラーが発生しました。

ORA-09283 sllfsk: レコードのスキップ中にエラーが発生しました。

ORA-09290 sksaalo: アーカイブ用のメモリー割当て時にエラーが発生しました。

ORA-09291 sksachk: LOG_ARCHIVE_DESTへのデバイス指定が無効です。

ORA-09292 sksabln: ファイル名を構築できません。

ORA-09293 sksasmo: コンソールにメッセージを送信できません。

ORA-09300 osncon: 接続できないため DPMIを使用できません。

ORA-09301 osncon: ローカル・カーネルは、標準モードでだけサポートされます。

ORA-09310 sclgt: ラッチの解放中にエラーが発生しました。

ORA-09311 slsleep: プロセスの一時停止中にエラーが発生しました。

ORA-09312 slspool: プリンタへのファイルのスプール中にエラーが発生しました。

ORA-09313 slsprom: ユーザーへのプロンプト表示でエラーが発生しました。

ORA-09314 sltln: 論理名変換中にエラーが発生しました。

ORA-09315 sql2tt: ORACLE_EXECUTABLE変換中に 2タスク・エラーが発生しました。

ORA-09316 szrpc: ロールのパスワードは検証できません。

ORA-09317 szprv: 権限が不十分です。

ORA-09318 slkhst: オペレーティング・システムホスト中にエラーが発生しました。

ORA-09319 slgtd: 現在日付および時間を取得できません。

メッセージ 信号 
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ORA-09320 szrfc: 有効な OSロールのリストを取得できません。

ORA-09321 slzdtb: ゾーン 10進数をバイナリに変換できません。

ORA-09322 slpdtb: パック 10進数をバイナリに変換できません。

ORA-09330 Oracleまたは Oracle DBAにより、内部的にセッションが終了しました。

ORA-09331 scgcan: LK_SYNC_CANCELリターン・コードを処理できません。

ORA-09332 scgcc: LK_CLESEリターン・コードを処理できません。

ORA-09333 scggc: LK_OPEN_CONVERTリターン・コードを処理できません。

ORA-09334 scggc: LK_CONVERTリターン・コードを処理できません。

ORA-09335 scgcm: 完了プロシージャのリターン・コードを処理できません。

ORA-09340 指定された ORACLE_SIDが無効か、または長すぎます。 

ORA-09341 scumnt: データベースをマウントできません。

ORA-09342 停止異常終了中に分離プロセスが Oracleによって終了されました。

メッセージ 信号 
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Windows NT固有の Oracleエラー・メッセージ 
このセクションのエラー・メッセージは、Windows NTのエラー条件に応じて発行される
Oracleオペレーティング ・システム固有 (OSD)メッセージです。 このセクションの各メッ
セージは、前のセクションの「Oracle8 Enterprise Editionデータベース・エラー・メッセー
ジ」の項でリストされている、Oracle8 Enterprise Editionデータベース・エラー・メッセー
ジのトリガーとなります。

■ ファイル I/Oエラー・メッセージ : OSD-04000 ～ OSD-04099

■ メモリー・エラー・メッセージ : OSD-04100 ～ OSD-04199

■ プロセス・エラー・メッセージ : OSD-04200 ～ OSD-04299

■ ローダー・エラー・メッセージ : OSD-04300 ～ OSD-04399

■ セマフォ・エラー・メッセージ : OSD-04400 ～ OSD-04499

■ さまざまなエラー・メッセージ : OSD-04500 ～ OSD-04599

ファイル I/Oエラー・メッセージ : OSD-04000 ～ OSD-04099
OSD-04000
論理ブロック・サイズが一致しません。
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るデータベース・ブロック・サイズ
と、実際のデータベース・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 :  一致する論理ブロック・サイズを使用してください。

OSD-04001
論理ブロック・サイズが正しくありません。
原原原原因因因因 :  論理ブロック・サイズが 512バイトの倍数でないか、または大きすぎます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  初期化パラメータ・ファイルで DB_BLOCK_SIZEの値を変更してください。

OSD-04002
ファイルをオープンできません。
原原原原因因因因 :  指定したパスまたはファイル名が無効です。もしくは宛先デバイスが満杯です。 
このエラーは不十分なWindows NTファイル・ハンドルによっても発生します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  パスおよびファイルが存在し、デバイスに空き領域があることを確認してく
ださい。 これで解決できない場合は、Windows NTファイル・ハンドルの数を増加して
ください。 

OSD-04003
ファイル・ヘッダー・ブロックを読み込めません。
原原原原因因因因 :  メディアが破損しています。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要ならファイルを回復し、Windows NTが正しく作動することを検証して
ください。 

OSD-04004
ファイル・ヘッダーが無効です。
原原原原因因因因 :  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 :  ファイルを回復してください。 

OSD-04005
SetFilePointer()エラーです。ファイルからの読込みができません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、SetFilePointer()で予期し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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04006
ReadFile()エラーです。ファイルからの読込みができません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、ReadFile()で予期し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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。

OSD-04007
予期せぬファイルの終わり (EOF)があり、読込みが途中で終了しました。
原原原原因因因因 :  破損したメディアのため、システムが予期しないファイルの終わりを表示しまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが破損していないことを検証してください。 

OSD-04008
WriteFile()エラーです。ファイルへの書込みができません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、WriteFile()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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04009
書込みが途中で終了しました。
原原原原因因因因 :  宛先デバイスが満杯かまたはメディアが破損しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デバイスに空き領域あり、ファイルが破損していないことを検証してくださ
い。 

OSD-04010
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すでに存在しているファイルに <create>オプションが指定されました。
原原原原因因因因 :  作成しようとしたファイル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 :  既存のファイルを削除するか、または SQL文で再使用オプションを使用し
てください。 

OSD-04011
GetFileInformationByHandle()エラーです。ファイル情報を取得できません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、GetFileInformationByHandle()で予期しない
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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04012
ファイル・サイズが一致しません。
原原原原因因因因 :  再使用するファイルが大きすぎるか、または小さすぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しいファイル・サイズを指定するか、既存のファイルを削除してくださ
い。 

OSD-04013
ファイルから行を読み込めません。
原原原原因因因因 :  このエラーはオペレーティング・システムのエラー、または破損したメディアに
より発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  (使用可能ならば )オペレーティング・システム・エラーを調べて、
Windows NTマニュアルを参照してください。オペレーティング・システム・エラー・
コードがない場合、メディアが破損していないことを検証してください。 

OSD-04014
ファイルをクローズできません。
原原原原因因因因 :  メディアが破損しています。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  必要ならファイルを回復し、Windows NTが正しく作動することを検証して
ください。 

OSD-04015
非同期 I/O要求でエラーが戻されました。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービスで予期し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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04016
非同期 I/O要求待機中にエラーが発生しました。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービスで予期しない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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04017
指定された RAWデバイスをオープンできません。
原原原原因因因因 :  無効なパスかファイル名が指定されたか、もしくはデバイスが満杯です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが存在し、および /またはデバイスが満杯でないことを確認してく
ださい。オペレーティング・システムが正しく作動することを検証してください。

OSD-04018
指定されたディレクトリまたはデバイスにアクセスできません。
原原原原因因因因 :  無効なパス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 :  ディレクトリまたはデバイスが存在し、アクセス可能であることを確認して
ください。 

OSD-04019
ファイル・ポインタを設定できません。
原原原原因因因因 :  このエラーはオペレーティング・システムのエラー、または破損したメディアに
より発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  (使用可能ならば )オペレーティング・システム・エラーを調べて、
Windows NTドキュメンテーションを参照してください。 オペレーティング・システ
ム・エラー・コードがない場合、メディアが破損していないことを検証してください。 

OSD-04020
EOFファイル・マーカーを設定できません。
原原原原因因因因 :  このエラーはオペレーティング・システムのエラー、または破損したメディアに
より発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  (使用可能ならば )オペレーティング・システム・エラーを調べて、
Windows NTドキュメンテーションを参照してください。 オペレーティング・システ
ム・エラー・コードがない場合、メディアが破損していないことを検証してください。 

OSD-04021
ファイルを読み込めません。
原原原原因因因因 :  このエラーはオペレーティング・システムのエラー、または破損したメディアに
より発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  (使用可能ならば )オペレーティング・システム・エラーを調べて、
Windows NTドキュメンテーションを参照してください。 オペレーティング・システ
ム・エラー・コードがない場合、メディアが破損していないことを検証してください。 

OSD-04022
ファイルに書き込めません。
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原原原原因因因因 :  このエラーはオペレーティング・システムのエラー、または破損したメディアに
より発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  (使用可能ならば )オペレーティング・システム・エラーを調べて、
Windows NTドキュメンテーションを参照してください。 オペレーティング・システ
ム・エラー・コードがない場合、メディアが破損していないことを検証してください。 

OSD-04023
SleepEx()エラーです。保留できません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービスで予期し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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04024
ファイルを削除できません。
原原原原因因因因 :  このエラーはオペレーティング・システムのエラー、または破損したメディアに
より発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  (使用可能ならば )オペレーティング・システム・エラーを調べて、
Windows NTドキュメンテーションを参照してください。 オペレーティング・システ
ム・エラー・コードがない場合、メディアが破損していないことを検証してください。 

OSD-04025
尋ねた質問が無効です。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。

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。 

OSD-04026
パスしたパラメータが無効です。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。 

メモリー・エラー・メッセージ : OSD-04100 ～ OSD-04199
OSD-04100

Malloc()エラーです。メモリーを割り当てられません。
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 :  不必要なプロセスを終了するか、コンピュータにさらにメモリーをインス
トールしてください。 

OSD-04101
SGAが無効です。SGAが初期化されていません。
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原原原原因因因因 :  システム・グローバル領域 (SGA)が割り当てられていないか、または初期化され
ていません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  起動が完了するまで待機し、接続を試行してください。

OSD-04102
共有メモリー・オブジェクト用のファイルをオープン /作成できません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、CreateFile()で予期し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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04103
SGAに接続できません。SGAが存在していません。
原原原原因因因因 :  SGAが存在しません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracleインスタンスを起動してください。

OSD-04104
共有メモリー (SGA)をアドレス領域にマップできません。
原原原原因因因因 :  　Windows NTシステム・サービス、MapViewOfFileEx()で予期しないエラーが
発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04105
共有メモリー (SGA)が不正なアドレスにマップされました。
原原原原因因因因 :  　Windows NTシステム・サービス、MapViewOfFileEx()で予期しないエラーが
発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04106
VirtualAllocでメモリーを割り当てられません。
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 :  不必要なプロセスを終了するか、コンピュータにさらにメモリーをインス
トールしてください。 

OSD-04107
VirtualFreeでメモリーの割当てを解除できません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、VirtualFree()で予期しないエラーが発生しま
した。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04108
VirtualProtectでメモリーを保護できません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、VirtualProtect()で予期し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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。

プロセス・エラー・メッセージ : OSD-04200 ～ OSD-04299
OSD-04200
別のスレッドを開始できません。
原原原原因因因因 :  プログラムのシステム・リソースが足りません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  不必要なプロセスをすべて終了するか、コンピュータにさらにメモリーをイ
ンストールしてください。

OSD-04201
spdcr()にプロセス ID構造体が与えられていません。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。 

OSD-04202
DosSetPriority()エラーです。プロセス優先順位を設定できません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、DosSetPriority()で予期しないエラーが発生
しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04203
DosKillProcess()エラーです。プロセスを停止できません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、DosKillProcess()から予期しない戻しがあり
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、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04204
無効なプロセス IDです。
原原原原因因因因 :  プロセス IDがシステムに認識されません。プロセスは前に終了しています。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロセス IDが正しく、プロセスがアクティブであることを検証してくださ
い。 

OSD-04205
CreateProcess()エラーです。プロセスを起動できません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、CreateProcess()で予期し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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。

OSD-04207
CONFIGパラメータ ORACLE_PRIORITYに指定された優先順位が正しくありません。
原原原原因因因因 :  指定した優先順位が無効か、または範囲外です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ORACLE_PRIORITYに有効な設定を指定してください。 

OSD-04208
OpenProcess()エラーです。プロセス・ハンドルをオープンできません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、OpenProcess()で予期し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 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

OSD-04209
spdcr()に与えられたバックグランド・イメージ名が不正または不明です。
原原原原因因因因 :  予期しないバックグラウンド名が spdcr()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 :  オラクル社カスタマー・サポートに連絡してください。 

OSD-04210
スレッド・セマフォの待機中にタイムアウトしました。
原原原原因因因因 :  Oracle8スレッドがセマフォを保持したまま停止しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle8インスタンスを再起動してください。 

OSD-04211
スレッド情報が見つかりません。
原原原原因因因因 :  Oracle8スレッドが情報を削除せずに停止しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle8インスタンスを再起動してください。 

OSD-04212
Oracleスレッドが最大数に達しました。
原原原原因因因因 :  インスタンスの Oracle8スレッドが最大数に達しました。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続がいくつか終了するまで待機し、再試行してください。 

OSD-04213
Oracleスレッドは、DuplicateHandle()できません。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。 

OSD-04214
Oracleスレッドは、CreateEvent()できません。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。 

OSD-04215
ssthreadopに与えられた機能コードが正しくありません。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。 

OSD-04216
このスレッドのファイル・ハンドルが見つかりません。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。 

OSD-04217
現ユーザーにシステム・ユーザー名を取出せません。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。 

OSD-04218
スレッドを転記できません。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。 

OSD-04219
スレッド・リスト・セマフォが正しくありません。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。 

ローダー・エラー・メッセージ : OSD-04300 ～ OSD-04399
OSD-04300
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データ・ファイルからレコード全体を読み込めません。
原原原原因因因因 :  データ・ファイルがレコードの中間で終了しました。 固定されたレコードの長さ
でファイルをロードする時に、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・ファイルの長さが正しく、完全なレコードを含むことを検証してく
ださい。 

OSD-04301
レコード・サイズが大きすぎます。
原原原原因因因因 :  このレコード・サイズは大きすぎてロードできません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  レコード・サイズを小さくし、データを再ロードしてください。 

OSD-04302
レコード型またはロード・オプション (あるいはその両方 )が正しくありません。
原原原原因因因因 :  オプション文字列を処理している制御ファイルのWindows NTファイルに無効
なオプションまたはキーワードがあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オプション文字列を処理するWindows NTファイルを受け入れ可能な値に
設定してください。 

セマフォ・エラー・メッセージ : OSD-04400 ～ OSD-04499
OSD-04400
プロセス用に内部セマフォを取得できません。
原原原原因因因因 :  Oracle8 Serverが接続の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 :  未使用の接続を削除して再試行してください。 

OSD-04401
WaitForSingleObject()エラーです。セマフォを取得できません。
原原原原因因因因 :  Windows NTシステム・サービス、WaitForSingleObject()で予期しないエラーが
発生しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  オペレーティング・システム・エラーを調べて、Windows NTドキュメン
テーションを参照してください。 

さまざまなエラー・メッセージ : OSD-04500 ～ OSD-04599
OSD-04500
指定されたオプションが無効です。
原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。

OSD-04501
内部バッファががオーバフロしました。
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原原原原因因因因 :  これは内部エラーで、通常は発生しません。 

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。

OSD-04502
変換のネストが深すぎます。
原原原原因因因因 :  構成変数の変換を試行中に、プログラムが表示した即時性のある変換が多すぎま
した。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  構成パラメータの値を小さくし、あまり多くの即時性のある変換を含まない
ようにしてください。 

OSD-04503
テキストに変換可能な要素はありません。
原原原原因因因因 :  変換するテキストの変数をプログラムが認識できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  確認し、必要ならば、変換するテキストを修正してください。 

OSD-04505
標準入力が応答しません。
原原原原因因因因 :  システムが標準入力ストリームから入力を受け取れません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  プロセスが入力デバイスにアクセスできることを検証してください。 

OSD-04506
system()でプロセスを起動できません。
原原原原因因因因 :  システムのメモリーが足りないか、または実行可能なものが無効です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  不必要なプロセスをすべて終了するか、コンピュータにさらにメモリーをイ
ンストールしてください。 実行可能なものの名前を検証してください。 

OSD-04507
'internal'のパスワードが不正です。
原原原原因因因因 :  無効なパスワードで 'internal'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 :  パスワードが正しいことを検証し、再試行してください。 

OSD-04508
パスワードが入力されていません。
原原原原因因因因 :  パスワードを入力せずに &#39;internal'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 :  内部接続する時は有効なパスワードを入力してください。 

OSD-04509
パスワードがみつかりません。
原原原原因因因因 :  Oracleは 'internal'パスワードの位置確認および取出し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 :  Oracleがインストールされており、構成が正しいことを検証してください。 
23-18 Oracle8 エラー・メッセージ                              



Windows NT固有の Oracleエラー・メッセージ
OSD-04510
オペレーティング・システム・ロールはサポートされていません。
原原原原因因因因 :  オペレーティング・システム・ロール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 :  'IDENTIFIED EXTERNALLY 'ではなく、 &#39;IDENTIFIED BY password'で
作成されたロールのみを使用してください。 

OSD-04511
オペレーティング・システムから日付および時間を取得できません。
原原原原因因因因 :  GetLocalTime()コールから予期しない戻しがありました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  システム時間がコンピュータ上で正しいことを検証してください。 

OSD-04512
'USERNAME '構成変数をサーバーで変換できません。
原原原原因因因因 :  ホストの 'USERNAME '構成パラメータ変数が正しく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 :  'USERNAME '変数が設定されていることを検証してください。 

OSD-04513
'REMOTE_OS_AUTHENT &#39;変数が TRUE'に設定されていません。
原原原原因因因因 :  リモート・オペレーティング・システムがログインして作動するには、
'REMOTE_OS_AUTHENT'パラメータを TRUEに設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 :  初期化パラメータ・ファイルで 'REMOTE_OS_AUTHENT = TRUE'を使用し
てインスタンスを終了および起動してください。 

OSD-04514
Windows NTグループ名が内部バッファに対して長すぎます。
原原原原因因因因 :  The Windows NTグループ名が長すぎます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  短いWindows NTグループ名を使用してください。
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Oracle Expertエラー・メッセージ XP-07000 ～ XP-07999 
XP-07000: トークン、トークン、トークン、トークン、nameがががが行行行行 numberで、またはその付近で不明瞭ですで、またはその付近で不明瞭ですで、またはその付近で不明瞭ですで、またはその付近で不明瞭です。。。。 次の項目次の項目次の項目次の項目のののの 1つつつつ

が必要です。が必要です。が必要です。が必要です。: name
原原原原因因因因 :  解析された SQLテキストに、ワークロードまたはスキーマ・データのコレク
ションまたは編集中に導入された無効な構文があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQLテキストを修正し、操作を再試行してください。 

XP-07001: 値値値値はははは number 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 :  入力された数値が下限以下です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された制限より大きい値を入力してください。 

XP-07002: 値値値値はははは number以下でなければなりません以下でなければなりません以下でなければなりません以下でなければなりません。。。。
原原原原因因因因 :  入力された数値が上限以上です。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定された下限より小さい値を入力してください。 

XP-07003: Cランタイム・エラーです。ランタイム・エラーです。ランタイム・エラーです。ランタイム・エラーです。: error
原原原原因因因因 :  Cプログラム言語のコールに失敗しました。 その他の ERROR テキストは失敗の
詳細情報を提供します。 こうしたエラー型は通常インストレーションの問題か、または
仮想メモリーのようなオペレーティング・システム設定の問題のどちらかを示します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  提供された追加情報を使用して問題の原因を判断してください。 

XP-07004: テンポラリまたはログ・ファイルを作成できませんテンポラリまたはログ・ファイルを作成できませんテンポラリまたはログ・ファイルを作成できませんテンポラリまたはログ・ファイルを作成できません。。。。 
原原原原因因因因 :  ファイルの作成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 :  操作を再試行してください。

XP-07005: nameに依存があるので削除できませんに依存があるので削除できませんに依存があるので削除できませんに依存があるので削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  依存を削除せずにオブジェク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 :  最初にオブジェクトの依存を削除してから、操作を再実行してください。
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XP-07006: オブジェクオブジェクオブジェクオブジェクトトトト IDなしにはルールをインスタンシエートできませんなしにはルールをインスタンシエートできませんなしにはルールをインスタンシエートできませんなしにはルールをインスタンシエートできません。。。。
原原原原因因因因 :  対応するオブジェクト /オーナーなしにルールのコピーを作成しようとしまし
た。 これは予期しないシステム・エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EMリポジトリの XP_USER_RULE表の中身も含めて、バグ・レポートをま
とめてオラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07007: オブジェクオブジェクオブジェクオブジェクトトトト IDでは基盤ルールを挿入できませんでは基盤ルールを挿入できませんでは基盤ルールを挿入できませんでは基盤ルールを挿入できません。。。。 
原原原原因因因因 :  デフォルト・ルールをロードしようとし、対応するオブジェクト /オーナーなし
にルール作成が試行されました。 これは予期しないシステム・エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスまたはクライアン
トとのインストレーション問題を示しています。 オペレーティング・システム、および
EMバージョン、リポジトリのデータベース・バージョンを指定して、バグ・レポート
をまとめてオラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07008: オブジェクオブジェクオブジェクオブジェクトトトト IDなしにはルールを削除できませんなしにはルールを削除できませんなしにはルールを削除できませんなしにはルールを削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  対応するオブジェクト /オーナーを持たないルールのコピーを削除しようとしま
した。 これは予期しないシステム・エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  EMリポジトリの XP_USER_RULE表の中身も含めて、バグ・レポートをま
とめてオラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07009: オブジェクオブジェクオブジェクオブジェクトトトト IDでは基盤ルールを削除できませんでは基盤ルールを削除できませんでは基盤ルールを削除できませんでは基盤ルールを削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービス・リポジトリからデフォルト・ルールを消去しようとし、
対応するオブジェクト /オーナーなしにルールが見つかりました。 これは予期しないシ
ステム・エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracal Expertサービス・リポジトリの XP_USER_RULE表の中身も含めて、
バグ・レポートをまとめてオラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07010: コレクションが異常終了しましたコレクションが異常終了しましたコレクションが異常終了しましたコレクションが異常終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  進行中にコレクションを取り消しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

XP-07011: nameに対する現在の操作が取り消されましたに対する現在の操作が取り消されましたに対する現在の操作が取り消されましたに対する現在の操作が取り消されました。。。。
原原原原因因因因 :  進行中に操作を取り消しました。 セッションは、メイン・アプリケーションまた
は依存操作のどちらかを表しています。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

XP-07012: データベース・エラーが発生しました。データベース・エラーが発生しました。データベース・エラーが発生しました。データベース・エラーが発生しました。: error
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービス・リポジトリまたはターゲットの調整可能データベースへ
のアクセス試行中、Oracleサーバー・エラーが発生しました。 ERRORテキストが特定
の Oracleサーバー・エラー・メッセージを提供します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラーが、インスタンスが起動されていないなどの環境問題を示す場合は、
問題を修正してください。
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XP-07013: 行が削除されませんでした。行が削除されませんでした。行が削除されませんでした。行が削除されませんでした。: name
原原原原因因因因 :  削除に指定した行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。

XP-07014: データベースが起動されていません。データベースが起動されていません。データベースが起動されていません。データベースが起動されていません。: error 
原原原原因因因因 :  インスタンスが起動していないデータベースにアクセスしようとしました。 
ERRORメッセージには Oracleサーバー・エラー・メッセージからのその他の詳細があ
ります。 

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してください。 

XP-07015: データベースに接続する際に無効な接続文字列が使用されました。データベースに接続する際に無効な接続文字列が使用されました。データベースに接続する際に無効な接続文字列が使用されました。データベースに接続する際に無効な接続文字列が使用されました。:name
原原原原因因因因 :  データベースに接続しようとしましたが、有効なログオン資格証明を入力しませ
んでした。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効なログオン資格証明を入力してください。 

XP-07016: データベース・エラーが発生しました。データベース・エラーが発生しました。データベース・エラーが発生しました。データベース・エラーが発生しました。:error error
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービス・リポジトリまたはターゲットの調整可能データベースへ
のアクセス試行中、サーバー・エラーが発生しました。 ERRORテキストが特定の
Oracleサーバー・エラー・メッセージを提供します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  エラーが、インスタンスが起動されていないなどの環境問題を示す場合は、
問題を修正してください。

XP-07017: name列が次のリターン・コードを生成しました。列が次のリターン・コードを生成しました。列が次のリターン・コードを生成しました。列が次のリターン・コードを生成しました。:code error
原原原原因因因因 :  データベースの特定の列にアクセス中に、ローレベル・データのアクセス /OCI
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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、報告されたエラー・メッ
セージのリターン・コード、失敗が発生した列の定義をまとめて、オラクル社技術サ
ポートに連絡してください。

XP-07018: 復帰変数の数が選択リストの項目数を超過しています復帰変数の数が選択リストの項目数を超過しています復帰変数の数が選択リストの項目数を超過しています復帰変数の数が選択リストの項目数を超過しています。。。。
原原原原因因因因 :  データ・アクセス・レイヤーで内部論理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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07019: 選択リストに項目をすべて保管するに十分な復帰変数がありません選択リストに項目をすべて保管するに十分な復帰変数がありません選択リストに項目をすべて保管するに十分な復帰変数がありません選択リストに項目をすべて保管するに十分な復帰変数がありません。。。。
原原原原因因因因 :  データ・アクセス・レイヤーで内部論理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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
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ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07020: データ型の不一致のため、入力データを変換できませんデータ型の不一致のため、入力データを変換できませんデータ型の不一致のため、入力データを変換できませんデータ型の不一致のため、入力データを変換できません。。。。
原原原原因因因因 :  非数値文字を含む値を数値フィールドに入力しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数値文字のみを入力してください。 

XP-07021: デバイスが満杯ですデバイスが満杯ですデバイスが満杯ですデバイスが満杯です。。。。
原原原原因因因因 :  空き領域がないディスクにデータを書込もうとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デバイスに使用可能な空白を作るか、またはプログラム /ファイルを別のデ
バイスに移動してください。

XP-07022: 入力ファイル・ストリームの終わりに達しました入力ファイル・ストリームの終わりに達しました入力ファイル・ストリームの終わりに達しました入力ファイル・ストリームの終わりに達しました。。。。 
原原原原因因因因 :  レコード・カーソルで行の戻し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 :  なし。

XP-07023: ファイルの終わりに達しましたファイルの終わりに達しましたファイルの終わりに達しましたファイルの終わりに達しました。。。。
原原原原因因因因 :  ファイル読込みがファイルの終わりを示しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

XP-07024: Oracle Traceコレクション・クラコレクション・クラコレクション・クラコレクション・クラスススス 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 :  廃棄されたまたはサポートされないデータ項目を含む Oracle Traceコレクション
を収集しようとしました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Traceでバージョンの必要事項 /依存のリリース・ノートを参照して
ください。 現行の構成がサポートされていることが確かな場合は、オペレーティング・
システム、 および EMバージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、報告され
たエラー・メッセージのリターン・コード、追加情報を含む出力中に生成された可能性
のあるログ・ファイルをまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07025: 予期しないエラーで製品が終了しました予期しないエラーで製品が終了しました予期しないエラーで製品が終了しました予期しないエラーで製品が終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  The Oracle Expertサービス・サブシステム (ワークベンチ ) がサーバー・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 :  操作を再試行してください。 環境の原因排除を試行してください。 現行の環
境に問題がないことが確実ならば、オペレーティング・システム、および Oracle Expert
サービス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗時進行していた
操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07026: 致命的なエラーで終了しています致命的なエラーで終了しています致命的なエラーで終了しています致命的なエラーで終了しています。。。。
原原原原因因因因 :  深刻なエラー条件が発生し、Oracle Expertサービスは現行のセッションを続行で
きません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  操作を再試行してください。 環境の原因排除を試行してください。 現行の環
境に問題がないことが確実ならば、オペレーティング・システムおよび Oracle Expert
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サービス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗時進行していた
操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07027: この機能はインプリメントされていませんこの機能はインプリメントされていませんこの機能はインプリメントされていませんこの機能はインプリメントされていません。。。。
原原原原因因因因 :  現行のバージョンでは使用不可能な特徴 /機能を Oracle Expertサービスでアク
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 :  このエラー・メッセージの取得方法をまとめて、オラクル社技術サポートに
連絡してください。

XP-07028: ファイファイファイファイルルルル nameはすでにオープンしていますはすでにオープンしていますはすでにオープンしていますはすでにオープンしています。。。。
原原原原因因因因 :  別のユーザーまたはプロセスですでにオープンしているファイルに書込もうとし
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルが使用中でないことを確認して、操作を再試行してください。 

XP-07029: 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 :  存在しないファイル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 :  要求したファイルが存在することを確認して、操作を再試行してください。 

XP-07030: ファイファイファイファイルルルル nameはアクセス保護されていますはアクセス保護されていますはアクセス保護されていますはアクセス保護されています。。。。
原原原原因因因因 :  権限またはセキュリティの問題の結果、アクセスできない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 :  ファイルのアクセス問題を解決して、操作を再試行してください。 

XP-07032: リポジトリリポジトリリポジトリリポジトリはははは name  number と互換性がなく、アクセスできませんと互換性がなく、アクセスできませんと互換性がなく、アクセスできませんと互換性がなく、アクセスできません。。。。
原原原原因因因因 :  アクセスされているリポジトリを作成した製品バージョンと互換性のない
Enterprise Managerバージョ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 :  リポジトリを削除して、Enterprise Managerを再実行してください。

XP-07033: nameが不完全とマークされていますが不完全とマークされていますが不完全とマークされていますが不完全とマークされています。。。。
原原原原因因因因 :  割込まれたまたは取消されたコレクションの結果として、不完全なオブジェクト
が Oracle Expertサービス・リポジトリで見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このオブジェクトを削除してください。 

XP-07034: Oracle数値を整数に変換中オーバーフローしました数値を整数に変換中オーバーフローしました数値を整数に変換中オーバーフローしました数値を整数に変換中オーバーフローしました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・アクセス・レイヤーで論理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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07035: 日日日日付付付付 /時時時時間間間間 date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 :  不正な形式を使用して日付 /時間を指定しました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  有効な日付 /時間文字列を入力してください。 

XP-07036: 論理デバイ論理デバイ論理デバイ論理デバイスススス nameに位置がありませんに位置がありませんに位置がありませんに位置がありません。。。。
原原原原因因因因 :  ファイルに物理位置を与えずに、Oracle Expertサービス・ リポジトリで論理デバ
イスを作成しました。 Oracle Expertサービスはこれが与えられることを要求していま
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  論理デバイスに位置を与えてください。 

XP-07037: トークトークトークトークンンンン nameは有効な数値ではありませんは有効な数値ではありませんは有効な数値ではありませんは有効な数値ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスの解析機能は数値でない入力ファイルでトークンを見つけ
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルを修正して、操作を再試行してください。

XP-07038: トークトークトークトークンンンン nameは有効な整数ではありませんは有効な整数ではありませんは有効な整数ではありませんは有効な整数ではありません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスの解析機能は整数でない入力ファイルでトークンを見つけ
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ファイルを修正して、操作を再試行してください。

XP-07039: 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 :  特定の操作を試行中にシステム・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07040: 引用された文字列名には印刷できない文字があります引用された文字列名には印刷できない文字があります引用された文字列名には印刷できない文字があります引用された文字列名には印刷できない文字があります。。。。
原原原原因因因因 :  SQLテキストで見つかったリテラル・テキストには印刷できない文字がありま
す。 Oracle Expertサービスはこのテキスト項目を表示または印刷できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

XP-07041: このスキーマこのスキーマこのスキーマこのスキーマにににに Oracle Expertサービス・リポジトリが作成されていませんサービス・リポジトリが作成されていませんサービス・リポジトリが作成されていませんサービス・リポジトリが作成されていません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービス・リポジトリに接続しようとしましたが、提供されたログ
オン資格証明を使用してアクセスしたスキーマは Oracle Expertサービス・リポジトリ
ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  使用するログオン・アカウントが Oracle Expertサービス・ リポジトリ・ス
キーマを確実に含む /持つようにしてください。

XP-07042: nameが確認できないエンティティを含みますが確認できないエンティティを含みますが確認できないエンティティを含みますが確認できないエンティティを含みます。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスによって収集されたオブジェクトは、Oracleリポジトリ
で位置確認できなかった外部エンティティへの参照を含んでいます。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  収集するオブジェクトにより参照された項目を収集してください。 
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XP-07043: データベースが確認できないエンティティを含みますデータベースが確認できないエンティティを含みますデータベースが確認できないエンティティを含みますデータベースが確認できないエンティティを含みます。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスに収集されたオブジェクトは、Oracleリポジトリで位置
確認できなかった外部エンティティへの参照を含んでいます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  収集するオブジェクトにより参照された項目を収集してください。 

XP-07044: ネーミング・テンプレーネーミング・テンプレーネーミング・テンプレーネーミング・テンプレートトトト nameには無効な文字がありますには無効な文字がありますには無効な文字がありますには無効な文字があります。。。。
原原原原因因因因 :  指定したネーミング・テンプレートは、テンプレートを使用して組み立てたオブ
ジェクト名で使用できなかった文字を含んでいます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効な文字を削除してください。 

XP-07045: 型型型型 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 :  見つかったインスタンス・パラメータが不明なグループ化と対応しています。 こ
れは予期しないシステム・エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07046: nameは確認できなは確認できなは確認できなは確認できないいいい errorですですですです。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスに収集されたオブジェクトは、Oracle Expertサービス・
リポジトリで位置確認できなかった外部エンティティへの参照を含んでいます。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  収集するオブジェクトにより参照された項目を収集してください。 

XP-07047: ファイファイファイファイルルルル nameからの行番号からの行番号からの行番号からの行番号 numberがががが number文字より長くなっています文字より長くなっています文字より長くなっています文字より長くなっています。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスがインポート・ファイル (SQLまたは XDL)で見つけたテ
キストが、このメッセージで指定した可能最長バッファの長さ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 :  長い行をブレークして短い行に分けてください。 

XP-07048: メッセージが見つかりませんでしたメッセージが見つかりませんでしたメッセージが見つかりませんでしたメッセージが見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスがエラー・メッセージを検索できませんでした。 これは予
期しないシステム・エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 製品の再インストールを試行してください。 問題が修正さ
れない場合は、オペレーティング・システム および Oracle Expertサービス・バージョ
ン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行していた操作をま
とめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07049: 表、表、表、表、name、、、、がががが Oracle Traceデータベースで見つかりませんでしたデータベースで見つかりませんでしたデータベースで見つかりませんでしたデータベースで見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスがワークロードコレクションに確認された Oracle Trace
データベースで、要求された表を検索できませんでした。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Traceでバージョンの必要事項 /依存のリリース・ノートを参照して
ください。 現行の構成がサポートされていることが確かな場合は、オペレーティング・
システム、 および EMバージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、報告され
たエラー・メッセージのリターン・コード、追加情報を含む出力中に生成された可能性
のあるログ・ファイルをまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。 

XP-07050: リポジトリ情報が見つかりませんでしたリポジトリ情報が見つかりませんでしたリポジトリ情報が見つかりませんでしたリポジトリ情報が見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  スキーマへの接続中に、不完全な Oracle Expertサービス・ スキーマが検索され
ました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Performance Packを再インストールし、DOSウィンドウから次のコマンド
を発行して Oracle Expertサービスを再作成してください。:VOBSH -c "repos user/ 
repos password" -o DROP -p " Oracle Expert"

XP-07051: Oracle Traceコレクションの情報が見つかりませんでしたコレクションの情報が見つかりませんでしたコレクションの情報が見つかりませんでしたコレクションの情報が見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Traceデータベースにはコレクションがありませんでした。そのためデー
タは Oracle Expertサービスに収集されません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

XP-07053: 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 :  Oracle Expertサービス・レポジトリから存在しないオブジェクトを選択しようと
しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

XP-07054: 仕様仕様仕様仕様部部部部 nameには無効なデバイス名がありますには無効なデバイス名がありますには無効なデバイス名がありますには無効なデバイス名があります。。。。
原原原原因因因因 :  入力したファイル名には無効なディスクまたはデバイス名があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  デバイスの参照を修正して、操作を再試行してください。 

XP-07055: 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はははは Oracle Traceコレクションではありませんコレクションではありませんコレクションではありませんコレクションではありません。。。。
原原原原因因因因 :  データベース接続文字列がワークロード・コレクションに指定されており、アク
セスしたスキーマは Traceデータを含みません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Traceデータベースを指定してください。 

XP-07056: Oracle数値の変換中内部エラーが発生しました数値の変換中内部エラーが発生しました数値の変換中内部エラーが発生しました数値の変換中内部エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・アクセス・レイヤーで論理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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07057: マシン形式数値マシン形式数値マシン形式数値マシン形式数値をををを Oracle数値に変換中オーバーフローしました数値に変換中オーバーフローしました数値に変換中オーバーフローしました数値に変換中オーバーフローしました。。。。
原原原原因因因因 :  データ・アクセス・レイヤーで論理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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システム、および Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07058: 名名名名前前前前 :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 :  同じ型の既存オブジェクト名を使用して、Oracle Expertサービス・リポジトリで
オブジェクト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 :  一意の名前を入力するか、または既存のオブジェクトを Oracle Expertサー
ビス・リポジトリから削除してください。 

XP-07059: 値値値値 numberがががが nameのののの number かかかからららら numberまでの範囲外ですまでの範囲外ですまでの範囲外ですまでの範囲外です。。。。
原原原原因因因因 :  指定した属性に指定された数値が属性に要求された値の範囲内ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数値を必須範囲内で指定してください。 

XP-07060: 値値値値がががが numberかかかからららら numberまでの範囲外ですまでの範囲外ですまでの範囲外ですまでの範囲外です。。。。
原原原原因因因因 :  指定した属性に指定された数値が属性に要求された値の範囲内ではありません。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  数値を必須範囲内で指定してください。 

XP-07061: 値が最小値が最小値が最小値が最小値値値値 number未満です未満です未満です未満です。。。。
原原原原因因因因 :  数的属性に入力された値が必須最小値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 :  必須最小値より大きい値を入力してください。 

XP-07062: 値が最大値が最大値が最大値が最大値値値値 number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 :  数的属性に入力された値が必須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 :  必須最大値より小さい値を入力してください。 

XP-07063: SQL解析機能・スタックのオーバーフローが発生しました解析機能・スタックのオーバーフローが発生しました解析機能・スタックのオーバーフローが発生しました解析機能・スタックのオーバーフローが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービス SQL解析機能で深刻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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07064: 'name'がががが行行行行 number、、、、列列列列 number、またはその付近で見つかりました。次の項目の、またはその付近で見つかりました。次の項目の、またはその付近で見つかりました。次の項目の、またはその付近で見つかりました。次の項目の
1つが必要です。つが必要です。つが必要です。つが必要です。: name
原原原原因因因因 :  ワークロードまたはスキーマ・データのコレクションまたは編集中に解析された
SQLテキストに、無効な構文があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQLテキストを修正し、操作を再試行してください。

XP-07065: nameがががが行行行行 numberで範囲を超えていますで範囲を超えていますで範囲を超えていますで範囲を超えています。。。。
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原原原原因因因因 :  ワークロードの XDLファイルからの収集中、見つかったワークロードの重要性
または頻度が、Oracle Expertサービスで許可された範囲外にあります。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効な値を変更して許される範囲内にし、操作を再試行してください。 

XP-07066: 行行行行 numberでまたはその付近で終了が予期せず終了しましたでまたはその付近で終了が予期せず終了しましたでまたはその付近で終了が予期せず終了しましたでまたはその付近で終了が予期せず終了しました。。。。
原原原原因因因因 :  SQLまたは XDL文の解析中に、まだデータがあるにもかかわらず、Oracle 
Expertサービスは文の終わり (通常は；で )を見つけました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  文を訂正して、操作を再試行してください。

XP-07067: ビュー要求、ビュー要求、ビュー要求、ビュー要求、nameは変更または削除できませんは変更または削除できませんは変更または削除できませんは変更または削除できません。。。。
原原原原因因因因 :  ビューの結果存在する要求 (SQL文 )を変更または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 :  実際のビューを削除して、この文を削除してください。 

XP-07068: Oracle Expertサービス・リポジトリへのデータベース接サービス・リポジトリへのデータベース接サービス・リポジトリへのデータベース接サービス・リポジトリへのデータベース接 続がすでに存在していま続がすでに存在していま続がすでに存在していま続がすでに存在していま
すすすす。。。。
原原原原因因因因 :  現行のセッションで複数回 Oracle Expertサービス・リポジトリに接続しようと
しました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  前のセッションを中断してからこの操作を続行してください。

XP-07069: リポジトリ・データベースには既存の接続がありませんリポジトリ・データベースには既存の接続がありませんリポジトリ・データベースには既存の接続がありませんリポジトリ・データベースには既存の接続がありません。。。。
原原原原因因因因 :  このデータベースに以前接続したことのないチューン可能データベースでデータ
にアクセスしようとしました。 これは予期しないシステム・エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07070: スキースキースキースキーママママ nameの収集中にスキーの収集中にスキーの収集中にスキーの収集中にスキーママママ nameでオブジェクトを作成しようとしましでオブジェクトを作成しようとしましでオブジェクトを作成しようとしましでオブジェクトを作成しようとしまし
たたたた。。。。
原原原原因因因因 :  現在収集しているスキーマでオブジェクト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 :  コレクションの完了まで待機するか、または取消してこの操作を再試行して
ください。 

XP-07071: スキースキースキースキーママママ nameの収集中にスキーの収集中にスキーの収集中にスキーの収集中にスキーママママ nameで統計表示を作成しようとしましたで統計表示を作成しようとしましたで統計表示を作成しようとしましたで統計表示を作成しようとしました。。。。
原原原原因因因因 :  スキーマ名をスキーマ収集オプション・ページでスキーマ・コレクションに指定
しましたが、別名スキーマがスキーマ統計表示ファイルでみつかりました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  統計表示が指定したスキーマ名に使用される場合、ファイルを編集して名前
を変更してください。

XP-07072: nameはすではすではすではすでにににに nameに存在していますに存在していますに存在していますに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  既存の子オブジェクトと同様の名前を使用して子オブジェクトを作成しようとし
ました。 
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  一意の名前を入力してください。 

XP-07073: nameの妥当性検査中、の妥当性検査中、の妥当性検査中、の妥当性検査中、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 :  Oracle Expertサービスは SQL文内で外部参照を解決できませんでした。 外部参
照は有効なワークロード要求か、または Oracle Expertサービス・リポジトリ内の DDL
文のどちらか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 :  参照したエンティティがすべて収集されていることを確実にし、オブジェク
トを確認してください。 

XP-07074: 危険な文字列操作を試行しました危険な文字列操作を試行しました危険な文字列操作を試行しました危険な文字列操作を試行しました。。。。 nameの図形型はサポートされていませんの図形型はサポートされていませんの図形型はサポートされていませんの図形型はサポートされていません。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Expertサービスの内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07075: 操作が無効です。文字列がロックされています操作が無効です。文字列がロックされています操作が無効です。文字列がロックされています操作が無効です。文字列がロックされています。。。。  nameの図形型はサポートされての図形型はサポートされての図形型はサポートされての図形型はサポートされて
いませんいませんいませんいません。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Expertサービスの内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07076: 割り当てた文字列の限度を超過しています割り当てた文字列の限度を超過しています割り当てた文字列の限度を超過しています割り当てた文字列の限度を超過しています。。。。
原原原原因因因因 :  文字列またはバッファ管理サブシステムで論理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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07077: OCI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。message
原原原原因因因因 :  ルーチン・コール中に Oracleコール・インタフェース（OCI）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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。  オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07078: 文字列にはバランスの悪い引用があります文字列にはバランスの悪い引用があります文字列にはバランスの悪い引用があります文字列にはバランスの悪い引用があります。。。。
原原原原因因因因 :  入力ファイルで見つかった文字列には開始または終了引用符がありません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題を修正して、操作を再試行してください。
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XP-07079: 内部バッファにアクセス中に仮想メモリー・エラーが発生しました内部バッファにアクセス中に仮想メモリー・エラーが発生しました内部バッファにアクセス中に仮想メモリー・エラーが発生しました内部バッファにアクセス中に仮想メモリー・エラーが発生しました。。。。
原原原原因因因因 :  文字列またはバッファ管理サブシステムで論理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 :  このエラーは構成問題、論理エラー、または Oracle Expertサービスとのイ
ンストレーション問題を示しています。 最初に、仮想メモリーの設定をオペレーティン
グ・システム上で増加してください。 これで問題が解決しない場合、オペレーティン
グ・システム、および Oracle Expertサービス・バージョン、リポジトリのデータベー
ス・バージョン、失敗が発生した時実行していた操作をまとめて、オラクル社技術サ
ポートに連絡してください。

XP-07080: 操作が無効です。内部バッファがロックされています操作が無効です。内部バッファがロックされています操作が無効です。内部バッファがロックされています操作が無効です。内部バッファがロックされています。。。。
原原原原因因因因 :  文字列またはバッファ管理サブシステムで論理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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07081: 操作が無効です。内部バッファがロック解除されています操作が無効です。内部バッファがロック解除されています操作が無効です。内部バッファがロック解除されています操作が無効です。内部バッファがロック解除されています。。。。
原原原原因因因因 :  文字列またはバッファ管理サブシステムで論理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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07082: 内部バッファが切捨てられています内部バッファが切捨てられています内部バッファが切捨てられています内部バッファが切捨てられています。。。。
原原原原因因因因 :  文字列またはバッファ管理サブシステムで論理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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07084: ターゲット・データベースへの接続がすでに存在していますターゲット・データベースへの接続がすでに存在していますターゲット・データベースへの接続がすでに存在していますターゲット・データベースへの接続がすでに存在しています。。。。
原原原原因因因因 :  現行のセッションで複数回ターゲットのチューン可能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 :  前のセッションを中断してからこの操作を続行してください。

XP-07085: ターゲット・データベースには既存の接続がありませんターゲット・データベースには既存の接続がありませんターゲット・データベースには既存の接続がありませんターゲット・データベースには既存の接続がありません。。。。
原原原原因因因因 :  このデータベースに以前接続したことのないチューン可能データベースでデータ
にアクセスしようとしました。 これは予期しないシステム・エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。
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XP-07086: nameが名前テンプレーが名前テンプレーが名前テンプレーが名前テンプレートトトト nameで範囲外ですで範囲外ですで範囲外ですで範囲外です。。。。
原原原原因因因因 :  ルールで指定されたテンプレートは可能最長名よりも長い名前を生成します。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  テンプレートを変更して、可能限度より短い名前を生成してください。 

XP-07087: 文字列、文字列、文字列、文字列、name、に、に、に、にはははは numberより多い文字がありますより多い文字がありますより多い文字がありますより多い文字があります。。。。
原原原原因因因因 :  指定したテキスト値が可能最大サイズ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 :  テキスト値を短くしてください。 

XP-07088: 文字列クラスのバッファにはより大きな復帰バッファが必要です文字列クラスのバッファにはより大きな復帰バッファが必要です文字列クラスのバッファにはより大きな復帰バッファが必要です文字列クラスのバッファにはより大きな復帰バッファが必要です。。。。
原原原原因因因因 :  これは Oracle Expertサービスの内部エラーです。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07089: このインストレーションではサポートされていない操作ですこのインストレーションではサポートされていない操作ですこのインストレーションではサポートされていない操作ですこのインストレーションではサポートされていない操作です。。。。
原原原原因因因因 :  SQLファイルからのスキーマ・コレクション中に、CREATE TABLE文を解析し
ている時に、サポートされない SQL断片部分が見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効な断片部分を削除して、操作を再試行してください。 

XP-07090: 引用文字引用文字引用文字引用文字列列列列 nameが終了していませんが終了していませんが終了していませんが終了していません。。。。
原原原原因因因因 :  クローズ引用符を終了せずに、引用リテラルが解析された文字列で見つかりまし
た。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  クローズ引用符を文字列に追加して操作を再試行してください。 

XP-07091: 仮想メモリーが割り当てられません仮想メモリーが割り当てられません仮想メモリーが割り当てられません仮想メモリーが割り当てられません。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスが実行しているプラットフォーム上に存在するメモリーが
不十分です。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー容量を増やしてください。 

XP-07092: ワークロード・アプリケーショワークロード・アプリケーショワークロード・アプリケーショワークロード・アプリケーションンンン nameに無効な要求がありますに無効な要求がありますに無効な要求がありますに無効な要求があります。。。。
原原原原因因因因 :  ワークロード・コレクション中、Oracle Expertサービスで見つからなかった項目
への外部参照を持つ要求 (SQL文 )と共にアプリケーションが見つかりました。 

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  ワークロードで参照されたオブジェクト (通常はスキーマ )を収集して、
ワークロードを確認してください。 

XP-07093: 期限コレクションを起動できません期限コレクションを起動できません期限コレクションを起動できません期限コレクションを起動できません。。。。 最後のエラー・コード最後のエラー・コード最後のエラー・コード最後のエラー・コード = error
原原原原因因因因 :  失敗したインスタンス期限コレクション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 :  最後のエラー・コードはMS-Windowsエラーを示すはずです。 このエラーを
解決して、操作を再試行してください。 
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XP-07094: 内部日付書式内部日付書式内部日付書式内部日付書式ははははmonth/day/ yearhour:minute:secondである必要がありますである必要がありますである必要がありますである必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  入力文字列を内部日付に変換しようとしましたが、失敗しました。 入力文字列が
必須の日付マスクに一致しませんでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  指定した日付マスクに一致する日付を入力してください。

XP-07095: 要求された日付フィールドをすべては読み込めませんでした要求された日付フィールドをすべては読み込めませんでした要求された日付フィールドをすべては読み込めませんでした要求された日付フィールドをすべては読み込めませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  入力文字列が日付変換に指定されましたが、日付の要素をすべては含んでいませ
んでした。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  すべてのコンポーネント (月 /日 /年、時間 :分 :秒 )を含む日付を入力し
てください。

XP-07096: リソーリソーリソーリソースススス DLLをロードできません。をロードできません。をロードできません。をロードできません。: name
原原原原因因因因 :  システムが DLL指定のリソース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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 最初に、現行の Performance Packをインストール解除して 
Performance Packを再インストールし、再インストールしてください。 これで問題が解
決しない場合は、オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービス・バー
ジョン、リポジトリのデータベース・バージョン、見つからない DLL名をまとめて、
オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07097: アクセス違アクセス違アクセス違アクセス違反反反反 :アクセスアクセスアクセスアクセスをををを numberに読み込もうとしましたに読み込もうとしましたに読み込もうとしましたに読み込もうとしました。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07098: アクセス違アクセス違アクセス違アクセス違反反反反 : アクセスアクセスアクセスアクセスをををを numberに書込もうとしましたに書込もうとしましたに書込もうとしましたに書込もうとしました。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07099: 限度外にある配列要素にアクセスしようとしました限度外にある配列要素にアクセスしようとしました限度外にある配列要素にアクセスしようとしました限度外にある配列要素にアクセスしようとしました。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07100: ブレーク・ポイントが見つかりましたブレーク・ポイントが見つかりましたブレーク・ポイントが見つかりましたブレーク・ポイントが見つかりました。。。。
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原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07101: データ型アクセスが不整合ですデータ型アクセスが不整合ですデータ型アクセスが不整合ですデータ型アクセスが不整合です。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07102: 浮動小数点演算のオペランドが正しくありません浮動小数点演算のオペランドが正しくありません浮動小数点演算のオペランドが正しくありません浮動小数点演算のオペランドが正しくありません。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07103: 浮動小数点浮動小数点浮動小数点浮動小数点がががが 0除算されました除算されました除算されました除算されました。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07104: 浮動小数点操作の結果は小数としては表示されません浮動小数点操作の結果は小数としては表示されません浮動小数点操作の結果は小数としては表示されません浮動小数点操作の結果は小数としては表示されません。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07105: 浮動小数点の例外です浮動小数点の例外です浮動小数点の例外です浮動小数点の例外です。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07106: 浮動小数点の指数がオーバーフローしました浮動小数点の指数がオーバーフローしました浮動小数点の指数がオーバーフローしました浮動小数点の指数がオーバーフローしました。。。。
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原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07107: スタックのオーバーフローまたは浮動小数点操作ですスタックのオーバーフローまたは浮動小数点操作ですスタックのオーバーフローまたは浮動小数点操作ですスタックのオーバーフローまたは浮動小数点操作です。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07108: 浮動小数点指数がアンダーフローしました浮動小数点指数がアンダーフローしました浮動小数点指数がアンダーフローしました浮動小数点指数がアンダーフローしました。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07109: 無効な指示を実行しようとしました無効な指示を実行しようとしました無効な指示を実行しようとしました無効な指示を実行しようとしました。。。。 
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07110: ページがアクセス不能ですページがアクセス不能ですページがアクセス不能ですページがアクセス不能です。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07111: 整数整数整数整数がががが 0除算されています除算されています除算されています除算されています。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07112: 整数操作がオーバーフローを引き起こしました整数操作がオーバーフローを引き起こしました整数操作がオーバーフローを引き起こしました整数操作がオーバーフローを引き起こしました。。。。
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原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07113: 例外ハンドラで無効な配置が例外ディスパッチャに戻されました例外ハンドラで無効な配置が例外ディスパッチャに戻されました例外ハンドラで無効な配置が例外ディスパッチャに戻されました例外ハンドラで無効な配置が例外ディスパッチャに戻されました。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスと のインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してださい。

XP-07114: 致命的な例外が発生した後、実行を続行しようとしました致命的な例外が発生した後、実行を続行しようとしました致命的な例外が発生した後、実行を続行しようとしました致命的な例外が発生した後、実行を続行しようとしました。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07115: 現行のマシン・モードでは許可されない操作を持つ指示を実行しようとしました現行のマシン・モードでは許可されない操作を持つ指示を実行しようとしました現行のマシン・モードでは許可されない操作を持つ指示を実行しようとしました現行のマシン・モードでは許可されない操作を持つ指示を実行しようとしました。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07116: トレース・トラップまたはその他の単一指示メカニズムが、指示トレース・トラップまたはその他の単一指示メカニズムが、指示トレース・トラップまたはその他の単一指示メカニズムが、指示トレース・トラップまたはその他の単一指示メカニズムが、指示がががが 1つ実行されつ実行されつ実行されつ実行され
たことを通知しましたたことを通知しましたたことを通知しましたたことを通知しました。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07117: スタックがオーバーフローしましたスタックがオーバーフローしましたスタックがオーバーフローしましたスタックがオーバーフローしました。。。。
原原原原因因因因 :  Cランタイム・ライブラリ・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 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。
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XP-07118: 不明な例外、もしくは処理されない例外です不明な例外、もしくは処理されない例外です不明な例外、もしくは処理されない例外です不明な例外、もしくは処理されない例外です。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスの例外処理メカニズムが不明な例外型を捕捉しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07119: アプリケーションの初期化に失敗しました。アプリケーションの初期化に失敗しました。アプリケーションの初期化に失敗しました。アプリケーションの初期化に失敗しました。: error
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスが起動できませんでした。 ERRORテキストが問題の質に
ついての追加情報を提供します。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題を修正して、操作を再試行してください。 最初に Oracle Installerからイ
ンストール解除して、Performance Packを再インストールしてください。 これで問題が
解決しない場合は、オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービス・バー
ジョン、リポジトリのデータベース・バージョン、アプリケーションが報告した追加の
エラー・メッセージをまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください 。

XP-07120: ユーザー名、パスワード、サービス名、またはデータベース・リンク名のいずれユーザー名、パスワード、サービス名、またはデータベース・リンク名のいずれユーザー名、パスワード、サービス名、またはデータベース・リンク名のいずれユーザー名、パスワード、サービス名、またはデータベース・リンク名のいずれ
かを入力してくださいかを入力してくださいかを入力してくださいかを入力してください。。。。
原原原原因因因因 :  インスタンスの作成中、リンク名と接続文字列の部分をいくつかの両方を入力し
ようとしました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  接続文字列またはリンク名のどちらかを指定してください。 両方の指定はで
きません。

XP-07121: ルール所有者が見つかりませんでしたルール所有者が見つかりませんでしたルール所有者が見つかりませんでしたルール所有者が見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスがリポジトリで位置確認を試行しているときに、このルー
ルの所有者オブジェクトが見つかりませんでした。内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。

XP-07122: ユーザー・ルーユーザー・ルーユーザー・ルーユーザー・ルールルルル 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 :  Oracle Expertサービスがリポジトリで位置確認を試行した時、このルールが見つ
かりませんでした。 内部エラーです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。 オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してオラクル社技術サポートに連
絡してください。

XP-07123: 次の列の処理中に、次の列の処理中に、次の列の処理中に、次の列の処理中に、表表表表 table nameのカーディナリティ走査操作が失敗しましたのカーディナリティ走査操作が失敗しましたのカーディナリティ走査操作が失敗しましたのカーディナリティ走査操作が失敗しました。。。。
:column_name_list 
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原原原原因因因因 :  スキーマ表の統計表示の収集中に、おそらく内部サーバー限度のため、
OracelExpertサービスの濃度走査操作に失敗しました。 濃度走査操作は通常小さいセグ
メントで走査を実行するので、エラー・メッセージにリストされていないその他の表の
列は、問題なく走査操作を完了したはずです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  無効な列の濃度値を手動で設定してください。

XP-07124: リポジトリが新規のバージョリポジトリが新規のバージョリポジトリが新規のバージョリポジトリが新規のバージョンンンン name (バージョバージョバージョバージョンンンン number)で作成または最後にで作成または最後にで作成または最後にで作成または最後に
アップグレードされたので、現行のバージョアップグレードされたので、現行のバージョアップグレードされたので、現行のバージョアップグレードされたので、現行のバージョンンンン name (バージョバージョバージョバージョンンンン number)では使用ででは使用ででは使用ででは使用で
きませんきませんきませんきません。。。。
原原原原因因因因 :  現在使用されている Oracle Expertサービスのバージョンと互換性のないリポジ
トリ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 :  (1) Expertの現行のバージョンを使用して、互換性のないリポジトリを削除
し、再インストールしてください。または (2)互換性のないリポジトリを作成または最
後にアップグレードした Oracle Expertサービスのバージョンを再インストールしてく
ださい。

XP-07125: メモリーの割当てに失敗しましたメモリーの割当てに失敗しましたメモリーの割当てに失敗しましたメモリーの割当てに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertが実行しているプラットフォーム上に存在するメモリーが不十分で
す。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  メモリー容量を増やしてください。

XP-07126: 操作を完了できません操作を完了できません操作を完了できません操作を完了できません。。。。 ファイファイファイファイルルルル nameに指定しに指定しに指定しに指定したたたた SMPサービス名、名前、およサービス名、名前、およサービス名、名前、およサービス名、名前、およ
びインスタンス名が合致しませんびインスタンス名が合致しませんびインスタンス名が合致しませんびインスタンス名が合致しません。。。。 正しいサービスでセッションを作成するか、または正しいサービスでセッションを作成するか、または正しいサービスでセッションを作成するか、または正しいサービスでセッションを作成するか、または
ファイルのインスタンス・エクスポートのセクションファイルのインスタンス・エクスポートのセクションファイルのインスタンス・エクスポートのセクションファイルのインスタンス・エクスポートのセクションでででで NAME ISおよおよおよおよびびびび SERVICE 
NAME ISのののの値値値値を変更してくださいを変更してくださいを変更してくださいを変更してください。。。。
原原原原因因因因 :  このチューニング・セッションに対応するインスタンス名が、このセッションを
作成したサービス (データベース )名と一致しません。 操作を完了できません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  チューニング・セッションの作成またはファイルからのインスタンス・デー
タ収集のために、ファイル・オプションから作成を使用する時、ファイルで指定したイ
ンスタンスがセッションを作成する同じサービスを参照する必要があります。 正しい
サービスでセッションを作成するか、またはファイルを変更して、セッションを作成す
るサービスを参照してください。

XP-07127: リポジトリの妥当性チェック操作に失敗しましたリポジトリの妥当性チェック操作に失敗しましたリポジトリの妥当性チェック操作に失敗しましたリポジトリの妥当性チェック操作に失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  リポジトリへの接続中に、妥当性チェック ・プロセスがユーザーのリポジトリの
存在と互換性の検証を試行します。 操作に失敗した場合は、ユーザーは違うリポジトリ
を選択するか、またはリポジトリへの接続を再試行する必要があります。 このメッセー
ジの前に、追加メッセージがあったはずです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  別のリポジトリを選択するか、または操作を再試行してください。

XP-07128: 名名名名前前前前 nameと合致するリポジトリ・コンポーネントが見つかりませんでしたと合致するリポジトリ・コンポーネントが見つかりませんでしたと合致するリポジトリ・コンポーネントが見つかりませんでしたと合致するリポジトリ・コンポーネントが見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  リポジトリ・マネージャのコーラーが、リポジトリ・ドライバ・スクリプトに実
際は存在しない製品名またはグループ名をパスした場合のみ、この問題が発生します。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  正しい製品またはグループ名を決定し、リポジトリ・マネージャのコールを
変更してください。

XP-07129: nameのリポジトリ妥当性チェック・スクリプトがないか、または正しい状態を戻のリポジトリ妥当性チェック・スクリプトがないか、または正しい状態を戻のリポジトリ妥当性チェック・スクリプトがないか、または正しい状態を戻のリポジトリ妥当性チェック・スクリプトがないか、または正しい状態を戻
すのに失敗しましたすのに失敗しましたすのに失敗しましたすのに失敗しました。。。。
原原原原因因因因 :  リポジトリ妥当性チェック・スクリプトがないか、または無効な場合のみ、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 :  スクリプトを確認し、操作を再試行してください。

XP-07130: リポジトリ・バージョンがリポジトリ・バージョンがリポジトリ・バージョンがリポジトリ・バージョンが名前名前名前名前に無効ですに無効ですに無効ですに無効です。。。。
原原原原因因因因 :  アップグレード・スクリプトの指定中に、無効なバージョンを入力しました。 2
つのバージョンは現行のリポジトリ・バージョンと、アップグレード・スクリプト実行
後のリポジトリ・バージョンに相当します。 2つのバージョンは同じではなく、空で
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 :  リポジトリ・マネージャ・スクリプトを編集し、問題を修正してください。

XP-07131: 名前名前名前名前のアップグレードの試行中にアクション・スクリプトが見つからなかったたのアップグレードの試行中にアクション・スクリプトが見つからなかったたのアップグレードの試行中にアクション・スクリプトが見つからなかったたのアップグレードの試行中にアクション・スクリプトが見つからなかったた
め、バージョンめ、バージョンめ、バージョンめ、バージョン version がハンドルできませんでしたがハンドルできませんでしたがハンドルできませんでしたがハンドルできませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  リポジトリ・マネージャが見つけた特定のリポジトリ・バージョンは、アップグ
レード・スクリプトではハンドルされません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  リポジトリ・マネージャ制御スクリプトを編集して、必要なコンポーネント
を追加し指定したバージョンをハンドルしてください。

XP-07132: エクスポート中にエラーまたは警告が検出されましたエクスポート中にエラーまたは警告が検出されましたエクスポート中にエラーまたは警告が検出されましたエクスポート中にエラーまたは警告が検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  エクスポート中に警告またはエラーが表示されました。エクスポート・ファイル
が不完全か、または使用不可能であ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 :  エラー・メッセージおよびエクスポート .XDLファイルを調べ、ファイルが
有効で問題が深刻でないことを確認にしてください。

XP-07133: 値を指定する必要があります値を指定する必要があります値を指定する必要があります値を指定する必要があります。。。。
原原原原因因因因 :  空の文字列が指定した属性に指定されました。 Oracle Expertサービスでは、文字
列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 :  有効な文字列を指定してください。

XP-07134: 操作が異常完了しました操作が異常完了しました操作が異常完了しました操作が異常完了しました。。。。
原原原原因因因因 :  異常な方法で操作が完了しました。 操作中に何かに失敗したか、またはユーザー
が取消したからです。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  問題を修正して、再試行してください。

XP-07135: データベースへの接続が失われましたデータベースへの接続が失われましたデータベースへの接続が失われましたデータベースへの接続が失われました。。。。
原原原原因因因因 :  データベースへの Oracle Expertサービスの接続が失われました。 データベースの
シャットダウンまたは再起動時に問題があった可能性があります。
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解決方解決方解決方解決方法法法法 :  Oracle Expertサービスを終了して、データベースが実行していることを検証
し、再起動してください。

XP-07136:登録変登録変登録変登録変数数数数 'name'が次の位置のどこにも見つかりませんでしが次の位置のどこにも見つかりませんでしが次の位置のどこにも見つかりませんでしが次の位置のどこにも見つかりませんでしたたたた : location_1 
location_2 location_3。製品を終了します。製品を終了します。製品を終了します。製品を終了します。。。。
原原原原因因因因 :  要求された登録変数がウィンドウ登録で見つかりませんでした。 登録ファイルが
インストーラで正しくロードされなかったか、または値が手動で削除されたかの可能性
があります。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  現行の製品を再インストールして登録エントリの再ロードを試行してくださ
い。

XP-07137: エクスポートする環境オブジェクトが見つかりませんでしたエクスポートする環境オブジェクトが見つかりませんでしたエクスポートする環境オブジェクトが見つかりませんでしたエクスポートする環境オブジェクトが見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービス・リポジトリで環境をエクスポートしようとしましたが、
現在環境オブジェクトは存在しません。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  環境オブジェクトを作成してからエクスポートを試行してください。

XP-07138: 行行行行 line number、、、、列列列列 column numberでででで nameの妥当性検査を行っているときにの妥当性検査を行っているときにの妥当性検査を行っているときにの妥当性検査を行っているときに、、、、
nameがががが 1つに決まりませんつに決まりませんつに決まりませんつに決まりません。。。。
原原原原因因因因 :  指定した SQLエンティティの妥当性検査中に、Oracle Expertサービスが複数の
参照元を検索しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  SQL文が正しくフォームされていることを確実にし、オブジェクトを再確認
してください。

XP-07139: 行行行行 line number、、、、列列列列 column numberでででで nameの妥当性検査を行っているときにの妥当性検査を行っているときにの妥当性検査を行っているときにの妥当性検査を行っているときに、、、、
nameが見つかりが見つかりが見つかりが見つかりまままませんでしたせんでしたせんでしたせんでした。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスは SQL文内で外部参照を解決できませんでした。 外部参
照は有効な SQLエンティティ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 :  参照したエンティティが要求された有効範囲内ですべて収集されていること
を確実にし、オブジェクトを再確認してください。

XP-07140: 参照し参照し参照し参照したたたた SQLエンティティがルーチエンティティがルーチエンティティがルーチエンティティがルーチンンンン nameで見つかりませんでしたで見つかりませんでしたで見つかりませんでしたで見つかりませんでした。。。。
原原原原因因因因 :  Oracle Expertサービスが、エクスパート・サブシステム・エンジンで参照された
ように、この SGLエンティティ・クラス・オブジェクト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 :  これはコーディング・エラーです。

XP-07141: 操作が問題なく完了しました操作が問題なく完了しました操作が問題なく完了しました操作が問題なく完了しました。。。。
原原原原因因因因 :  操作が問題なく完了しました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  なし。

XP-07142: 指定されたコレクション名が、指定されたコレクション名が、指定されたコレクション名が、指定されたコレクション名が、Trace Formattedデータベースに存在しません。コデータベースに存在しません。コデータベースに存在しません。コデータベースに存在しません。コ
レクション名にはレクション名にはレクション名にはレクション名には大大大大 /小小小小文字区別があることに注意してください文字区別があることに注意してください文字区別があることに注意してください文字区別があることに注意してください。。。。
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原原原原因因因因 :   指定されたコレクション名が、Oracle Trace Formattedデータベースに存在しま
せん。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :   コレクション名の綴りと大 /小文字をチェックしてください。

XP-07143: コマンコマンコマンコマンドドドド 'name'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 :  Oracle Expertは、別のプロセスでコマンドを実行しようとしたときに、エラーを
受け取りました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  コマンドが正しいことと、システム・リソースが十分であることを確認して
ください。

XP-07144: ターゲット・データベースターゲット・データベースターゲット・データベースターゲット・データベースにににに 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 :  ターゲット・データベースから、存在しないオブジェクト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 :  なし。

XP-07145: 無効無効無効無効なななな OCIハンドルが検出されましたハンドルが検出されましたハンドルが検出されましたハンドルが検出されました。。。。
原原原原因因因因 :  OCIルーチン・コール中に無効な OCIハンドルがアクセスされました。

解決方解決方解決方解決方法法法法 :  このエラーは論理エラー、または Oracle Expertサービスとのインストレー
ション問題を示しています。  オペレーティング・システムおよび Oracle Expertサービ
ス・バージョン、リポジトリのデータベース・バージョン、失敗が発生した時実行して
いた操作をまとめて、オラクル社技術サポートに連絡してください。
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