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（注）
本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは各ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置によりﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称が異なります。下記の各ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置に対するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称
の対応表を参照しﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称を読み替えて下さい。

ﾃﾞｨｽｸ装置

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称

SANRISE2000 ｼﾘｰｽﾞ

FAL

HMDE/KANJI

SANRISE9900 ｼﾘｰｽﾞ

RapidXchange

Code Converter

SANRISE Universal
Storage Platform ｼﾘｰｽﾞ
(略称:SANRISE USP ｼﾘｰｽﾞ)

File Exchange

Hitachi Universal Storage Platform V
ｼﾘｰｽﾞ (略称: USP V ｼﾘｰｽﾞ)
Hitachi Virtual Storage Platform
ｼﾘｰｽﾞ (略称 VSP ｼﾘｰｽﾞ)
Hitachi Virtual Storage Platform
G1000/G1500 ｼﾘｰｽﾞ
(略称 VSP G1000/1500 ｼﾘｰｽﾞ)
Hitachi Virtual Storage Platform
5000 ｼﾘｰｽﾞ
(略称 VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ)
このﾏﾆｭｱﾙに記載されているKB(ｷﾛﾊﾞｲﾄ)などの単位表記は、以下となります。
1KB or 1Kbyte(ｷﾛﾊﾞｲﾄ)、1MB or 1Mbyte(ﾒｶﾞﾊﾞｲﾄ)、1GB or 1Gbyte(ｷﾞｶﾞﾊﾞｲﾄ)、1TB or 1Tbyte(ﾃﾗﾊﾞｲﾄ)
は、それぞれ、1KiB(ｷﾋﾞﾊﾞｲﾄ)、1MiB(ﾒﾋﾞﾊﾞｲﾄ)、1GiB(ｷﾞﾋﾞﾊﾞｲﾄ)、1TiB(ﾃﾋﾞﾊﾞｲﾄ)と読み替えてください。
1KiB、1MiB、1GiB、1TiBは、それぞれ1,024ﾊﾞｲﾄ、1024KiB、1024MiB、1024Gibです。
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はじめに
File Exchange function はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換を実現
するための機能です。
第１章では、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換とｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換とを分けて、それぞれ
の概要を説明しています。
第２章では、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換時における固有な操作について説明しています。
第３章以降の FAL/FCU の機能については、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞ
ｰﾀ交換では、
ほとんど違いがありませんので、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換時を元に説明しています。
一部、操作方法などが異なる点については、その部分に注意書きをしています。
第３章以降、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換時の操作を行いたい場合は、｢ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ｣、｢ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ｣とう
用語を｢中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ｣、｢中間ﾌｧｲﾙ｣と読み替えて下さい。
尚、本ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞの対象ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝは以下となります。
SANRISE2000 ｼﾘｰｽﾞ

：

01-02-46 以降

SANRISE9900 ｼﾘｰｽﾞ

：

01-03-53 以降

SANRISE USP ｼﾘｰｽﾞ

：

01-04-61 以降

USP V ｼﾘｰｽﾞ

：

01-05-66 以降

VSP ｼﾘｰｽﾞ

：

01-06-67 以降

VSP G1000/1500 ｼﾘｰｽﾞ ：

01-07-68 以降

VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ

01-08-69 以降

：

※RADI300/200 ｼﾘｰｽﾞについては、01-01-57 以前の FAL/FCU に同梱されるﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞをご参照
下さい。
これ以降のｼｽﾃﾑは下記機能を追加しています。追加機能については追加前のﾊﾞｰｼﾞｮﾝでは未支援です
ので注意願います。
No ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
１ 01-XX-47/00(UNIX)
01-XX-47/01(NT)
(XX≧02)

２

01-XX-48/00

３

01-XX-48/20
01-XX-48/21

４

01-XX-49/00

追加機能
ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ 3/6/9TB 容量帯ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ方式に加
え、1/5/10TB ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ方式ｻﾎﾟｰﾄ

備考
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
WindowsNT
Digital UNIX
① LUSE/OPEN-E/OPEN-M ｻﾎﾟｰﾄ（ただし、Large ﾌ FAL for Digital UNIX
ｧｲﾙ(2GB を超えるﾌｧｲﾙ／5818 ｼﾘﾝﾀﾞを超える
中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ)ｱｸｾｽ不可)
OPEN-M は Windows2000 のみｻﾎﾟｰﾄ
②同一 VSN 支援
③同一ﾎﾞﾘｭｰﾑ内、異ﾃﾞｰﾀｾｯﾄへの競合可
① Large ﾌｧｲﾙ(2GB を超えるﾌｧｲﾙ／5818 ｼﾘﾝﾀﾞを FAL for Solaris
超える中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ)ｱｸｾｽ可
HP-UX
②Solaris8 ｻﾎﾟｰﾄ(FAL for Solaris のみ)
AIX
WindowsNT
① Tru64 UNIX 5.0(SCSI のみ)
FAL for Tru64 UNIX
② 製品名変更 Digital->Tru64
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No
5

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
01-XX-49/21

追加機能
KANJI 連携時 UNICODE ｻﾎﾟｰﾄ

6

01-XX-49/00
01-XX-49/12
01-XX-49/13
01-XX-50/20
01-XX-50/21

本ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ履歴の No.2 と同機能をｻﾎﾟｰﾄ
2105 DKC ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ
ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ入力
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ（MTO のみ）機能ｻﾎﾟｰﾄ
Tru64 UNIX 5.0 Fibre ｻﾎﾟｰﾄ

8

01-XX-51/20
01-XX-51/21
(XX≧02)

OPEN-L/M ｻﾎﾟｰﾄ
AIX5L ｻﾎﾟｰﾄ

９

01-XX-52/21
(XX≧02)
01-XX-53/20
01-XX-53/21
(XX≧03)
01-XX-54/20
(XX≧03)

GUI 画面非表示 FCU ｻﾎﾟｰﾄ

12

01-XX-55/20
01-XX-55/21

2105 DKC ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ
HP-UX 11i ｻﾎﾟｰﾄ
PIPE ﾀｲﾑｱｳﾄ(UNIX 系 OS)のﾃﾞﾌｫﾙﾄ 10 分に変更
64bitFAL AIX V5.x ｻﾎﾟｰﾄ(XX≧03)

13

01-XX-56/20
01-XX-56/21
(XX≧02)

OPEN-V ｻﾎﾟｰﾄ
ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ入力
Solaris9(32bit)ｻﾎﾟｰﾄ

14

01-XX-57/20
01-XX-57/21
(XX≧02)

(I)/(H)ｼｪｱ、(I)/(F)ｼｪｱ、(H)/(F)ｼｪｱ、
MVS ICKDSF(R17)ｻﾎﾟｰﾄ

15

01-XX-58/20
01-XX-58/21
(XX≧03)
01-XX-59/20
01-XX-59/21
(XX≧03)

RedHat Linux 7.2 及び Windows2003 ｻﾎﾟｰﾄ
RedHat AS2.1 ｻﾎﾟｰﾄ
RedHat AS3.0 ｻﾎﾟｰﾄ
VSE2.4 ｻﾎﾟｰﾄ
ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(AIX 限定)
FCU64bit(Solaris,AIX,HP-UX 限定)

01-XX-60/20
01-XX-60/21
(XX≧03)

DKU ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ 3390-9,L ｻﾎﾟｰﾄ
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄ OTM ｻﾎﾟｰﾄ
AIX 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ共有ｻﾎﾟｰﾄ(AIX 限定)

７

10

11

16

17

備考
FAL for WindowsNT
KANJI 01-05 以降要
FAL for HI-UX/WE2
NCR UNIX
FAL for HI-UX
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
WindowsNT
Tru64 UNIX
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
WindowsNT
FAL for WindowsNT

SANRISE9900 Series ｻﾎﾟｰﾄ

SANRISE9900 Series
64bitFAL ｻﾎﾟｰﾄ
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FAL for Solaris
HP-UX
AIX
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
WindowsNT
Tru64 UNIX
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
WindowsNT
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
WindowsNT
Tru64 UNIX
FAL for Linux
WindowsNT
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
WindowsNT
Tru64 UNIX
Linux
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
WindowsNT
Tru64 UNIX
Linux

No
18

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
01-XX-61/20
01-XX-61/21
(XX≧04)

追加機能
SANRISE Universal Storage Platform ｼﾘｰｽﾞ
(略称：SANRISE USP)ｻﾎﾟｰﾄ
3380-3 ｻﾎﾟｰﾄ

19

01-XX-62/20
(XX≧03 )

Linux AS3.0 IA64 サポート
AIX ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲｻﾎﾟｰﾄ

20

01-XX-63/20
01-XX-63/21
(XX≧03)

ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能ｻﾎﾟｰﾄ
ﾛｸﾞ強化機能ｻﾎﾟｰﾄ
HP-UX(64bit) IA64 サポート
Linux(64bit) AS2.1 IA64 サポート
DKU ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ 6588-9,L ｻﾎﾟｰﾄ

21

01-XX-64/20
01-XX-64/21
(XX≧03)

DKU ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ 3390-M ｻﾎﾟｰﾄ

01-XX-64/20
(XX≧03)
01-XX-64/22
(XX≧03)
01-XX-64/23
(XX≧03)

Linux(32bit)SLES9 x86,AMD64/EM64T ｻﾎﾟｰﾄ

FAL for Solaris
HP-UX
AIX
Windows
Tru64 UNIX
Linux
FAL for HP-UX
AIX
Windows
Tru64 UNIX
Linux
FAL for Linux

HP-UX ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能ｻﾎﾟｰﾄ

FAL for HP-UX

Windows ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能ｻﾎﾟｰﾄ
Windows2003 x64 Edition ｻﾎﾟｰﾄ

FAL for Windows

01-XX-64/24
(XX≧03)
01-XX-64/25
(XX≧03)
01-XX-64/26
(XX≧03)
01-XX-65/20
01-XX-65/21
(XX≧03)

Linux(64bit)SLES9 IA64 ｻﾎﾟｰﾄ

FAL for Linux

HP-UX ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能ｻﾎﾟｰﾄ 2

FAL for HP-UX

solaris10(32bit/64bit)SPARC ｻﾎﾟｰﾄ

FAL for solaris

FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能

28

01-XX-66/20
01-XX-66/21
(XX≧05)

29

01-XX-65/26
(XX≧03)

USP V ｻﾎﾟｰﾄ
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄ 61 ﾎﾞﾘｭｰﾑｻﾎﾟｰﾄ
HP-UX(32bit)Itanium 版ｻﾎﾟｰﾄ
WindowsServer2003(64bit) Itanium/x64 ｻﾎﾟｰﾄ
Windows 版 listvol ｻﾎﾟｰﾄ
OracleVM Solaris10(32bit/64bit)SPARC ｻﾎﾟｰﾄ
OTM 終了時ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能

FAL for Solaris
HP-UX
AIX
Windows
Tru64 UNIX
Linux
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
Windows
Tru64 UNIX
Linux
FAL for Linux

22
23

24
25
26
27
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備考
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
Windows
Tru64 UNIX
Linux
FAL for Linux(64bit)
AIX

No
30

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
01-XX-65/25
(XX≧03)
01-XX-66/25
(XX≧05)
01-XX-66/26
(XX≧05)

31

01-XX-66/24
(XX≧05)

32

01-XX-66/26
(XX≧05)

33

01-XX-66/26
(XX≧05)

34

01-XX-66/24
(XX≧05)
01-XX-66/26
(XX≧05)

35

追加機能
AIX6.1 サポート

備考
FAL for AIX

Linux(32bit) AS4.0 U5(Update 5) AS5.1
x86,AMD64/Intel64※サポート
Linux(64bit) AS4.0 U5(Update 5) AS5.1
IA64 サポート
※ (旧名称 EM64T)
WindowsServer2008(32bit)
x86,AMD64/Intel64 サポート
WindowsServer2008(64bit)
Itanium,AMD64/Intel64 サポート
Linux(32bit) AS5.2
x86,AMD64/Intel64 サポート
Linux(64bit) AS5.2
IA64 サポート
Linux(32bit) AS5.3
x86,AMD64/Intel64 サポート
Linux(64bit) AS5.3
IA64 サポート
WindowsServer2008 R2
Itanium,AMD64/Intel64 サポート
Linux(32bit) SLES10
x86,AMD64/Intel64 サポート
Linux(64bit) SLES10
IA64 サポート
Linux(32bit) SLES11
x86,AMD64/Intel64 サポート
Linux(64bit) SLES11
IA64 サポート
Linux(32bit) AS5.4
x86,AMD64/Intel64 サポート
Linux(64bit) AS5.4
IA64 サポート
VSP ｻﾎﾟｰﾄ

FAL for Linux

36

01-XX-66/26
(XX≧05)

37

01-XX-67/21
01-XX-67/22
(XX≧06)

38

01-XX-67/23

2 バイトデリミタサポート(UNIX)

39

01-XX-68/00

VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ ｻﾎﾟｰﾄ
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FAL for Windows

FAL for Linux

FAL for Linux

FAL for Windows
FAL for Linux

FAL for Linux

FAL for Solaris
HP-UX
AIX
Windows
Linux
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
Linux
FAL for Solaris
HP-UX
AIX
Windows
Linux

No
40

41

42

43

44

45

46

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
01-XX-66/26
(XX≧05)
01-XX-67/24
(XX≧06)
01-XX-68/01
(XX≧07)
01-XX-66/27
(XX≧05)
01-XX-67/26
(XX≧06)
01-XX-68/01
(XX≧07)
01-XX-67/23
(XX≧06)
01-XX-68/00
(XX≧07)
01-XX-67/26
(XX≧06)
01-XX-68/01
(XX≧07)
01-XX-67/23
(XX≧06)
01-XX-68/00
(XX≧07)
01-XX-67/26
(XX≧06)
01-XX-68/01
(XX≧07)
01-XX-67/23
(XX≧06)
01-XX-68/00
(XX≧07)
01-XX-67/26
(XX≧06)
01-XX-68/01
(XX≧07)
01-XX-69/00
(XX＝08)

追加機能
Windows Server2012 サポート
Windows Server2012 R2 サポート

備考
FAL for Windows

AIX(32bit) AIX7.1/7.2 サポート
AIX(64bit) AIX7.1/7.2 サポート
VMware RHEL6.5 サポート

FAL for AIX
Linux

RHEL7.1/7.2 サポート

FAL for Linux

AIX(32bit)7.2+PowerHA+VIOS2.2.6.23 サポート
AIX(64bit)7.2+PowerHA+VIOS2.2.6.23 サポート

FAL for AIX

RHEL6.9/7.4/7.5 サポート
FBA/FBM/VBA/VBM サポート

FAL for Linux

Solaris11.3 サポート

FAL for Solaris

RHEL6.7/7.6 サポート

FAL for Linux

Windows2016 サポート

FAL for Windows

VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ ｻﾎﾟｰﾄ

FAL for Solaris
HP-UX
AIX
Windows
Linux

注：（１）FAL/FCU におけるﾊﾞｰｼﾞｮﾝの意味づけ 01-XX-YY/ZZ
XX: 01＝RAID300/200 , 02＝SANRISE2000 ｼﾘｰｽﾞ , 03＝SANRISE9900 ｼﾘｰｽﾞ
04＝SANRISE USP ｼﾘｰｽﾞ , 05＝USP V ｼﾘｰｽﾞ ,06＝VSP ｼﾘｰｽﾞ ,07=VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ,
08＝VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ
YY: ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ZZ: ﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ(各ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑごとの支援／未支援の差異を示す)

－9－

１ 概要
Hitachi File Exchange function はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間
ﾃﾞｰﾀ交換を実現するための機能です。
1.１各ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの機能
本機能は、以下のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにより実現されます。
1.1.1 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換
(1) ﾌｧｲﾙｱｸｾｽﾗｲﾌﾞﾗﾘ (FAL)
本機能の中で、FALは､ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑとの間でﾌｧｲﾙ･ﾃﾞｰﾀの共用を実現するための手段として､
ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ機能を持つ大型ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置(A-6592/H-6592､A-6593/H-6593､A-65A1/H-65A1型ﾃﾞｨｽｸ制御
装置及びﾃﾞｨｽｸ装置)上にﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で作成したﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀをｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側から読出し/書込みを行う機能
を提供するﾗｲﾌﾞﾗﾘです。
本ﾗｲﾌﾞﾗﾘには以下の特徴があります。
(A) AP(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)は､ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀ特有の｢CKD｣ﾌｫｰﾏｯﾄ等を意識することなく
ﾃﾞｰﾀの読出し/書込みを行うことができます。
(B) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀを直接読み出す/書き込むため､ﾈｯﾄﾜｰｸを経由する転送方式に比較して
高速なﾃﾞｰﾀ転送ができます。
(C) 本ﾗｲﾌﾞﾗﾘの機能は､C言語のﾗｲﾌﾞﾗﾘ(関数)として提供するので､C言語で記述するAPの中から
容易に使用できます。
(D) 32bit用ﾗｲﾌﾞﾗﾘと64bit用ﾗｲﾌﾞﾗﾘがあります。
(2) ﾌｧｲﾙ変換ﾕﾃｨﾘﾃｨ (FCU)
本機能の中で、FCU は､ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ機能を持つ大型ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置上にﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で作成したﾃﾞｰﾀ
ｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側のﾌｧｲﾙに変換する機能、及びｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑで作成したﾌｧｲﾙをﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側のﾃﾞｰﾀｾｯﾄに
変換する機能を提供するﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。
FCUには以下の特徴があります。
(A) FAL(32bit)を経由してﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀを直接読み出す/書き込むため､ﾈｯﾄﾜｰｸを経由する転送方式
に比較してﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ-ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間の高速なﾃﾞｰﾀ交換ができます。
(B) 必要に応じて､ﾃﾞｰﾀ転送時にﾃﾞｰﾀ実体のｺｰﾄﾞ変換(例:EBCDIC ⇒ ASCII)を指示
することができます。
(C) ﾊﾟｲﾌﾟ出力機能を使用することにより、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀを直接OS上のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへ転送することができます。（UNIX系OSの場合）
(3)

補助機能
FAL/FCUを補助する機能として、以下があります。

(A) LISTVOL (UNIX系OSのみ)
LISTVOL/LISTVOL64は指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑ上にあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の一覧を出力します。
＊：Windows版では、FCUのMF-Information機能によりﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の一覧を参照出来ます。
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1.1.2 ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換
(1) ﾌｫｰﾏｯﾀ
ﾌｧｲﾙｱｸｾｽﾗｲﾌﾞﾗﾘ(FAL)/ﾌｧｲﾙ変換ﾕﾃｨﾘﾃｨ(FCU)が中間ﾌｧｲﾙを作成するために使用する中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを
ﾌｫｰﾏｯﾄするﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。
中間ﾎﾞﾘｭｰﾑは、ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ機能を持つ大型ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置が提供するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ ＝
OPEN-3/OPEN-8/OPEN-9/OPEN-K/OPEN-E/OPEN-L/OPEN-M/OPEN-Vのﾎﾞﾘｭｰﾑを使用します。
(2) ｱﾛｹｰﾀ
ﾌｫｰﾏｯﾀがﾌｫｰﾏｯﾄした中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに、FAL/FCUが使用する中間ﾌｧｲﾙを生成(ﾌｧｲﾙｴﾘｱの割付、ﾌｧｲﾙ
属性の定義等)を行うﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。
(3) ﾌｧｲﾙｱｸｾｽﾗｲﾌﾞﾗﾘ (FAL)
異機種のｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑとの間でﾃﾞｰﾀの交換を実現する為の手段として、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑが提供
するﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑとは独立のﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑを中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ上に構築し、ﾃﾞｰﾀの読出し/書込みを行う機能を提供
するﾗｲﾌﾞﾗﾘです。ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑの機種に依存しないﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑを使用することにより、異機種間のﾃﾞｰﾀ
交換を実現しています。
本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑには以下の特徴があります。
(A) ﾌｧｲﾙを経由するﾃﾞｰﾀ転送であるため、ﾈｯﾄﾜｰｸを経由する転送方式に比較して高速なﾃﾞｰﾀ転送が
期待できます。
(B) 本ﾗｲﾌﾞﾗﾘの機能は､C言語のﾗｲﾌﾞﾗﾘ(関数)として提供するので、C言語で記述するAPの中から容易
に使用できます。
(C) 32bit用ﾗｲﾌﾞﾗﾘと64bit用ﾗｲﾌﾞﾗﾘがあります。
(4) ﾌｧｲﾙ変換ﾕﾃｨﾘﾃｨ (FCU)
中間ﾌｧｲﾙとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙとの間のﾃﾞｰﾀ転送を行うﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。
中間ﾌｧｲﾙへのｱｸｾｽはFAL(32bit)を使用し、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙへのｱｸｾｽはOSが提供している通常の
ﾌｧｲﾙｱｸｾｽ機能を使用します。
本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑには以下の特徴があります。
(A) GUIを使用した簡便な操作により、本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが提供する機能を使用することができます。
(5) 補助機能
FAL/FCUを補助する機能として、以下があります。
(A) LISTVOL (UNIX系OS,Windows系OS※)
LISTVOL/LISTVOL64は指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑ上にあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の一覧を出力します。
※：Windows版では01-XX-66以降(XX≧05)でLISTVOL/LISTVOL64が使用出来ます。
また、FCUのMF-Information機能を使用してもﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の一覧を参照出来ます。
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1.2 ｼｽﾃﾑ構成
1.2.1 FAL/FCUﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの位置付け
FAL/FCUが動作するｼｽﾃﾑの構成及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの位置付けを示します｡

ﾎｽﾄ(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ)

ｻｰﾊﾞ(ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ)

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ /

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ /

FCU

ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ﾕﾃｨﾘﾃｨ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

補助機能

FAL
OS(MVS/VSE/VOS3/VOS1/MSP/XSP)*

OS(UNIX / Windows)

ﾁｬﾈﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ

Fibre ｲﾝﾀﾌｪｰｽ*1

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 1

中間ﾌｧｲﾙ 1
(SAM ﾌｧｲﾙ)

中間ﾌｧｲﾙ 2

(CKD ﾌｫｰﾏｯﾄ)

(CKD ﾌｫｰﾏｯﾄ)

(FBA ﾌｫｰﾏｯﾄ)

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 2

(FBA ﾌｫｰﾏｯﾄ)

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ
専用ﾎﾞﾘｭｰﾑ

共用ﾎﾞﾘｭｰﾑ

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ専用ﾎﾞﾘｭｰﾑ

磁気ﾃﾞｨｽｸ装置(ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)
* VSEはVSE2.4以降がｻﾎﾟｰﾄ対象です。
図1.1-1 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換におけるFAL/FCUの位置付け
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[用語の説明]
① ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ専用ﾎﾞﾘｭｰﾑ：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑだけで使用するﾌｧｲﾙ(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ)を格納するためのﾎﾞﾘｭｰﾑです。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはｱｸｾｽできません。
② 共用ﾎﾞﾘｭｰﾑ：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑの間で共用するﾌｧｲﾙ(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ)を格納するためのﾎﾞﾘｭｰﾑです。
詳細は後節で説明します。
③ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ専用ﾎﾞﾘｭｰﾑ：ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑだけで使用するﾌｧｲﾙ及びﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側でﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟするﾌｧｲﾙを
格納するためのﾎﾞﾘｭｰﾑです。
④ CKDﾌｫｰﾏｯﾄ：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑでﾌｧｲﾙを作成する際の磁気ﾃﾞｨｽｸ上の記録ﾌｫｰﾏｯﾄです。
FAL/FCUを使用するときには本ﾌｫｰﾏｯﾄを意識する必要はありません。
⑤ FBAﾌｫｰﾏｯﾄ：ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑでﾌｧｲﾙを作成する際の磁気ﾃﾞｨｽｸ上の記録ﾌｫｰﾏｯﾄです。
通常、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは本ﾌｫｰﾏｯﾄを意識する必要はありません。
⑥ 中間ﾌｧｲﾙ1：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑで作成し､FCUの入出力となるﾌｧｲﾙ(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ)です。
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの編成種別は順編成(SAM)です。
⑦ 中間ﾌｧｲﾙ2：FCUで入出力するｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙです。
⑧ MVS/VSE：IBM社が提供しているﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ用のOS(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ)です。
⑨ VOS3/VOS1：日立が提供しているﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ用のOS(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ)です。
⑩ MSP/XSP：富士通株式会社が提供しているﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ用のOS(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ)です。
⑪ UNIX：IBM社のAIX、Hewlett-Packard社のHP-UX、Sun Microsystems社のSolaris等が
あります。
⑫ Windows NT/2000Server/Server2003/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2
/Server2016：
Microsoft社が提供しているOS(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ)です。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ上のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌｧｲﾙをｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌｧｲﾙに変換する場合、以下のような手順に
なります｡
(1) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑで作成したﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌｧｲﾙを、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ上のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを使用して､
共用ﾎﾞﾘｭｰﾑ上のSAM(順編成)ﾌｧｲﾙに変換する｡
(2) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上でFCUを実行して、共用ﾎﾞﾘｭｰﾑ上のSAMﾌｧｲﾙをｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ専用ﾎﾞﾘｭｰﾑ上の
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙに変換する｡
このとき、ｺｰﾄﾞ変換が必要であればFCUにｺｰﾄﾞ変換を指示する。
(3) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上でｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実行してｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙをﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌｧｲﾙに
変換する。
(注) ﾊﾟｲﾌﾟ機能を使用する場合(2)(3)の手順は次のようになります。
(2) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上で、FCUを実行して、共用ﾎﾞﾘｭｰﾑ上のSAMﾌｧｲﾙを取込み、ﾊﾟｲﾌﾟ(Named pipe)
により、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへﾃﾞｰﾀ転送を行う。
(3) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾃﾞｰﾀﾛｰﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙが、ﾊﾟｲﾌﾟにより転送
されてきたﾃﾞｰﾀを取込み、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌｧｲﾙに変換する。
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ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換の場合のｼｽﾃﾑ構成及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの位置付けは下図のように
なります

ｻｰﾊﾞ(ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ)
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

FCU

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ /

ｻｰﾊﾞ(ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ)
FCU

補助機能

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ /
ﾕﾃｨﾘﾃｨ

ﾕﾃｨﾘﾃｨ
ﾌｫｰﾏｯﾀ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ﾌｫｰﾏｯﾀ

FAL
ｱﾛｹｰﾀ

FAL

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ｱﾛｹｰﾀ

Windows OS

UNIX 系 OS

Fibre ｲﾝﾀﾌｪｰｽ*

UNIX ﾌｧｲﾙ

中間ﾌｧｲﾙ

Windows
ﾌｧｲﾙ

中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ

磁気ﾃﾞｨｽｸ装置(ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)
* Fibreは SANRISE SERIES 及びUSP Vｼﾘｰｽﾞ,VSPｼﾘｰｽﾞ,VSP G1000ｼﾘｰｽﾞ,VSP 5000ｼﾘｰｽﾞのみ
図1.1-2 ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換におけるFAL/FCUの位置付け
[用語の説明]
・中間ﾌｧｲﾙ：異機種のｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間でﾃﾞｰﾀ交換する際に介在するﾌｧｲﾙ。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄと同様のﾌｫｰﾏｯﾄになっています。
・中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ：中間ﾌｧｲﾙを格納するﾎﾞﾘｭｰﾑ。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ専用ﾎﾞﾘｭｰﾑ/共用ﾎﾞﾘｭｰﾑと同様のﾌｫｰﾏｯﾄになっています。
その他の用語については、前ﾍﾟｰｼﾞを参照して下さい。
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1.2.2 ｻﾎﾟｰﾄ対象
1.2.2.1 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換の場合
(1) ｻﾎﾟｰﾄするﾎｽﾄ(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ)のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
MVS/VSE/VOS3/VOS1/MSP/XSP上で作成した以下の属性で定義されているﾃﾞｰﾀｾｯﾄをFAL/FCUで処理す
ることができます｡（ VOS1/XSPをｻﾎﾟｰﾄしているﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑは、Solaris/HP-UX/AIX/Windows NT
/2000Server/Server2003/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016です。
VSEｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ対象はVSE2.4以降です。）
① ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別：順編成(SAM)
② ﾚｺｰﾄﾞ形式：固定長ﾚｺｰﾄﾞ及び可変長ﾚｺｰﾄﾞ (VSE/VOS1の場合､(注)の13参照)
③ ﾌﾞﾛｯｸ長：OSでｻﾎﾟｰﾄしている範囲のﾌﾞﾛｯｸ長 (VSE/VOS1の場合､(注)の13参照)
④ ﾚｺｰﾄﾞ長：OSでｻﾎﾟｰﾄしている範囲のﾚｺｰﾄﾞ長 (VSE/VOS1の場合､(注)の13参照)

(注) 1.本ﾕﾃｨﾘﾃｨで処理するﾃﾞｰﾀｾｯﾄは標準VTOCで管理されていることを前提としています。
索引(論理)VTOCを利用したﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｰﾁのような処理は行いません。ただし、索引VTOCの
場合でも索引を利用した効率的な処理を行わないだけでﾃﾞｰﾀｾｯﾄ管理情報を参照することは
できます。従って索引VTOCで管理されているﾃﾞｰﾀｾｯﾄにもｱｸｾｽは可能です。
2.ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄは01-XX-50/YY(YY≧20)以降のﾊﾞｰｼﾞｮﾝでMTOのみ、01-XX-60/ZZ(XX≧03)
以降からはMTOとOTM転送をｻﾎﾟｰﾄします。
（ｻﾎﾟｰﾄするﾎｽﾄは、MVS/MSP/VOS3です）
それ以前のﾊﾞｰｼﾞｮﾝでは、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄがﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑになっていても1ﾎﾞﾘｭｰﾑ内のﾃﾞｰﾀｾｯﾄについて
だけ処理を行います。ただし、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑがMSPまたはVOS3の場合ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑ以外
のﾎﾞﾘｭｰﾑにあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄからのMTOは行えません。LISTVOL/LISTVOL64のTT R/MF-File/MF-file
information/MF-File selectのDSは、0で表示されます。(最終ﾌﾞﾛｯｸｱﾄﾞﾚｽが0の為)
3.ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌｧｲﾙへの直接ｱｸｾｽはｻﾎﾟｰﾄしていません｡
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌｧｲﾙを処理する場合、一旦SAMﾌｧｲﾙに変換する必要があります。
4.ｷｰ付きのﾚｺｰﾄﾞはｻﾎﾟｰﾄしていません。ｷｰ部があるとｴﾗｰになります。
5.標準R0により管理されているﾄﾗｯｸﾌｫｰﾏｯﾄを前提としています。
同一ﾎﾞﾘｭｰﾑ内に、非標準R0を持つﾄﾗｯｸが存在する場合FAL/FCUの処理は保証できません。
6.順編成以外のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ(DAM,PAM,ISAM,VSAM等)はｻﾎﾟｰﾄしていません。
順編成以外のﾃﾞｰﾀｾｯﾄを指定するとｴﾗｰになります。
7.不定長ﾚｺｰﾄﾞ、ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞはｻﾎﾟｰﾄしていません。
8.異常なﾌﾞﾛｯｸ長、ﾚｺｰﾄﾞ長を持つﾃﾞｰﾀを検出した場合、ｴﾗｰを報告し、処理を中断します。
9.ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-49以前では、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ上の1ﾎﾞﾘｭｰﾑを越える大きさのﾃﾞｰﾀｾｯﾄを処理することは
できません。ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-50ではMTOのみ可能となります。
10.ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別、ﾚｺｰﾄﾞ形式、ﾌﾞﾛｯｸ長、ﾚｺｰﾄﾞ長、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｲｽﾞはFCUまたは
LISTVOL/LISTVOL64で確認できます。
11.ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の中に｢空白｣／｢漢字｣／｢英小文字｣を含むﾃﾞｰﾀｾｯﾄは処理できません。
12.ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへﾃﾞｰﾀを転送する場合、対象となるﾃﾞｰﾀｾｯﾄはVTOCに登録され、
ｴｸｽﾃﾝﾄの割当、属性(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別･ﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾌﾞﾛｯｸ長･ﾚｺｰﾄﾞ長)の定義が済んでいる
必要があります。また、ｴｸｽﾃﾝﾄの自動拡張は行いませんので、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからのﾃﾞｰﾀを格納
できる容量をあらかじめ用意しておく必要があります。
13.ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがVSE2.3または、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑOSがVOS1で可変長ﾚｺｰﾄﾞの場合、ﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･
ﾌﾞﾛｯｸ長がVTOC中に定義されていませんので、FCUのﾊﾟﾗﾒﾀとしてﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･
ﾌﾞﾛｯｸ長を指定する必要があります(7.4節参照)。但し、VSE2.4をﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-03-59で使用す
る場合は、FCUのﾊﾟﾗﾒﾀとしてﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長を指定する必要はありません。
また、ﾕｰｻﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑからFALをｺｰﾙする使用方法では、VSE/VOS1のﾃﾞｰﾀｾｯﾄをFALで処理するこ
とはできません。
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14.ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがXSPの場合、下記制限があります。
・ｻﾎﾟｰﾄしているﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑは、Solaris/HP-UX/AIX/Windows NT/2000Server/Server2003
/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016です。
・拡張VTOCはｻﾎﾟｰﾄしません。
・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞのついているﾎﾞﾘｭｰﾑ／ﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してもﾁｪｯｸなしで、OTM/MTO可能となります。
・LISTVOL/FCUにおいて、ﾚｺｰﾄﾞ形式の表示は、F/FB/V/VBのみです。
・LISTVOL/FCUにおいて、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別がSAM以外の時、TT R EX(Cyl:Trk)の表示内容は
保証できません。
15.ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがVOS1の場合、下記制限があります。
・ｻﾎﾟｰﾄしているﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑは、Solaris/HP-UX/AIX/Windows NT/2000Server/Server2003
/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016です。
・中間ﾎﾞﾘｭｰﾑにOTMしたﾃﾞｰﾀは、FACYで別ﾎﾞﾘｭｰﾑにｺﾋﾟｰするか、ﾃﾞｰﾀ管理を用いて作成した
UPにてﾃﾞｰﾀの読み込みを行ってください。中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ上のﾃﾞｰﾀｾｯﾄは直接拡張処理を行え
ません。（FDUMPによるﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ/ｺﾋﾟｰ後のﾃﾞｰﾀも拡張処理は行えません。）
16.ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑOSのVSEｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝは、VSE2.4以降です。
(2) ｻﾎﾟｰﾄするﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ
ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ機能を持つ大型ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置上に作成する中間ﾌｧｲﾙを格納するﾎﾞﾘｭｰﾑとして、
以下のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟのﾎﾞﾘｭｰﾑをｻﾎﾟｰﾄします。
尚、AIXｻｰﾊﾞでHDLM連携を行う場合は、AIXｻｰﾊﾞに現在適用されている日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｻﾌﾞｼｽﾃﾑ
向けHTC_ODMﾊﾟｯｹｰｼﾞが、中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに使用するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟに対応していることを、
ご確認願います。
(A) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMVS/VSEの場合
3390-3A
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはAを除いた各々のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ (例えば3390-3A
の場合は3390-3)と同様のｱｸｾｽができます。
3380-KA
また、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出し･書込みができます
3390-9A
3390-LA
3390-MA *
3380-3A *
3390-3B
3380-KB
3390-9B

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはBを除いた各々のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ (例えば3390-3B
の場合は3390-3)と同様のｱｸｾｽができます。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出しだけができます。

3390-LB
3390-MB *
3380-3B *
3390-3C
3380-KC
3390-9C

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出しだけができます。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出し･書込みができます。

3390-LC
3390-MC *
3380-3C *
*：3390-M,3380-3はSANRISE USPｼﾘｰｽﾞ及びUSP VｼﾘｰｽﾞとVSPｼﾘｰｽﾞ,VSP G1000ｼﾘｰｽﾞ,
VSP 5000ｼﾘｰｽﾞのｻﾎﾟｰﾄ対象となります。
*：3390-Mは、solarisのみ未ｻﾎﾟｰﾄとなります。
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(B) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMSPの場合
3380-KA
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはAを除いた各々のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ (例えば3380-KAの場
合は3380-K)と同様のｱｸｾｽができます。
また、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出し･書込みができます
3380-KB
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはBを除いた各々のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ (例えば3380-KBの場
合は3380-K)と同様のｱｸｾｽができます。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出しだけができます。
3380-KC
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出しだけができます。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出し･書込みができます。
(C) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがVOS3の場合
6588-3A

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはAを除いた各々のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ (例えば6588-3Aの場

6588-9A

合は6588-3)と同様のｱｸｾｽができます。

6588-LA

また、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出し･書込みができます

6586-KA
6588-3B

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはBを除いた各々のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ (例えば6588-3Bの場

6588-9B

合は6588-3)と同様のｱｸｾｽができます。

6588-LB

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出しだけができます。

6586-KB
6588-3C

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出しだけができます。

6588-9C

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出し･書込みができます。

6588-LC
6586-KC
(D) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがVOS1/XSPの場合
6586-KA
3380-KA

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはAを除いた各々のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ (例えば6586-KAの場
合は6586-K)と同様のｱｸｾｽができます。
また、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出し･書込みができます

6586-KB
3380-KB

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはBを除いた各々のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ (例えば6586-KBの場
合は6586-K)と同様のｱｸｾｽができます。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出しだけができます。

6586-KC

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出しだけができます。

3380-KC

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からはﾃﾞｰﾀの読出し･書込みができます。

(注) (A)～(D)のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟについて、*Cとなっているものはﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からﾃﾞｰﾀの
読み出しだけができるものであるため、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側より初期化等の更新処理を行った場合
はｴﾗｰとなります。ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からのﾃﾞｰﾀ読み出し・書き込みはできます。
また、*Cの初期化(イニシャライズ)をメインフレーム側から実施する場合は、必ずQUICK
イニシャライズ(先頭1シリンダ分のみをイニシャライズする)を指定して実施してくだ
さい。
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(2)-1. ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの制約
下記の表(2)-1.に記されるﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを使用する場合には、SANRISE側及びUSP Vまたは
VSP,VSP G1000,VSP 5000側で使用するDKCﾒｲﾝﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに制約があります。
表(2)-1. 各ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟをｻﾎﾟｰﾄするDKCﾒｲﾝﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
SANRISE 9900 ｼﾘｰｽﾞ

SANRISE,USP,VSP,VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ

3390-9A/9B/9C

21-10-02-00/00 以上

50-01-03-00/00 以上

3390-MA/MB/MC

未ｻﾎﾟｰﾄ

50-04-05-00/00 以上

6588-9A/9B/9C

21-14-07-00/00 以上

50-03-51-00/00 以上

3390-LA/LB/LC

6588-LA/LB/LC
(2)-2. ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟに対応しないｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟをﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに記述した場合
SANRISE側及びUSP VまたはVSP,VSP G1000,VSP 5000側のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟに対応しないｴﾐｭﾚ
ｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟをﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ記述して転送を行った場合、最終的な転送結果が正常終了となった
場合であっても、その転送ﾃﾞｰﾀについては保障しません。SANRISE側及びUSP VまたはVSP,VSP
G1000,VSP 5000側のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟとﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに定義するｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを合わせて
から再度転送を行ってください。
例として、SANRISE側及びUSP VまたはVSP,VSP G1000,VSP 5000側のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ･ﾀｲﾌﾟが
3390-3A/3B/3Cに 対 し、ﾎ ﾞ ﾘ ｭ ｰﾑ 定 義ﾌ ｧ ｲ ﾙの ｴ ﾐｭ ﾚ ｰ ｼ ｮﾝ ﾀ ｲ ﾌﾟ を 合わ せず に 3390-9A/9B/9C 、
3390-LA/LB/LC、3390-MA/MB/MCと定義して転送した場合、下記の表(2)-2.のようになります。
（ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙについては、8.2節を参照して下さい）

ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに定義するｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ

表(2)-2. ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを合わせずに転送した場合
3390-9A/9C

MTO 転送時

OTM 転送時

正常終了または

ｼｽﾃﾑｴﾗｰ(6) (AIX,HP,Sol,Linux)

FAL ｴﾗｰ(-13)

FAL ｴﾗｰ(-27) (Tru64, Win)

3390-9B
3390-LA/LC

FAL ｴﾗｰ(-25)
正常終了

正常終了

3390-LB
3390-MA/MC

FAL ｴﾗｰ(-25)
正常終了

ｼｽﾃﾑｴﾗｰ(5) (AIX,Tru64)
ｼｽﾃﾑｴﾗｰ(22) (HP-UX)
FAL ｴﾗｰ(-27) (Linux, Win)

3390-MB

FAL ｴﾗｰ(-25)
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(3) ｻﾎﾟｰﾄするﾃﾞｰﾀ転送
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへのﾃﾞｰﾀ転送及びｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへのﾃﾞｰﾀ転送をｻﾎﾟｰﾄします。
(注) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへﾃﾞｰﾀを転送する場合、対象となるﾃﾞｰﾀｾｯﾄはVTOCに登録され、
ｴｸｽﾃﾝﾄの割当、属性(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別、ﾚｺｰﾄﾞ形式、ﾌﾞﾛｯｸ長、ﾚｺｰﾄﾞ長)の定義が済ん
でいる必要があります。また、ｴｸｽﾃﾝﾄの自動拡張は行いません。
(4) ﾊﾟｲﾌﾟ出力機能
ﾊﾟｲﾌﾟ(Named pipe)を使用してﾃﾞｰﾀをOS上のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへ転送すること
ができます。(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ方向のﾃﾞｰﾀ転送時でUNIX系OSのみｻﾎﾟｰﾄ)
(5) ｻﾎﾟｰﾄするｺｰﾄﾞ体系
(A) FAL/FCUは、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側のｺｰﾄﾞ体系として｢EBCDIC/EBCDIK｣、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側のｺｰﾄﾞ体系として
｢ASCII/JIS8｣を前提としています。
(B) FCUではﾃﾞｰﾀ実体に対して以下のｺｰﾄﾞ変換を指定できます。
(a) FCUが所持するｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙを使用したｺｰﾄﾞ変換
EBCDIC ⇔ ASCII 及び EBCDIK ⇔ JIS8
(b) ﾕｰｻﾞが所持するｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙを使用したｺｰﾄﾞ変換
･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ-ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間で任意の1ﾊﾞｲﾄｺｰﾄﾞ変換ができます。
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1.2.2.2. FAL/FCUｻﾎﾟｰﾄﾘｽﾄ
(１)FAL/FCU(32bit 版)ｻﾎﾟｰﾄﾘｽﾄ
各ｻﾌﾞｼﾃﾑとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑに対して FAL/FCU(32bit)が動作するｻﾎﾟｰﾄﾘｽﾄを以下に示します。
OS
AIX

Solaris

Linux

Redhat

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ
VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP ｼﾘｰｽﾞ
USP V ｼﾘｰｽﾞ
SANRISE
・USP ｼﾘｰｽﾞ
・9900 ｼﾘｰｽﾞ
・2000 ｼﾘｰｽﾞ(*4)
VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP ｼﾘｰｽﾞ
USP V ｼﾘｰｽﾞ
VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP ｼﾘｰｽﾞ
USP V ｼﾘｰｽﾞ
SANRISE
・USP ｼﾘｰｽﾞ
・9900 ｼﾘｰｽﾞ
・2000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP ｼﾘｰｽﾞ
USP V ｼﾘｰｽﾞ
SANRISE
・USP ｼﾘｰｽﾞ
・9900 ｼﾘｰｽﾞ

SuSE
Windows

VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP ｼﾘｰｽﾞ
USP V ｼﾘｰｽﾞ
SANRISE
・USP ｼﾘｰｽﾞ
・9900 ｼﾘｰｽﾞ

SANRISE
・2000 ｼﾘｰｽﾞ

CPU ﾀｲﾌﾟ
Power PC

OS ﾋﾞｯﾄ
32
64

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
4.3.3(*5), 5.1, 5.2, 5.3,
6.1(*3),7.1(*3),7.2(*2)
4.3.3(*5), 5.1, 5.2, 5.3,
6.1(*3),7.1(*3),7.2(*2)

Power HA(*7)

32/64

7.2

UltraSPARC

32
64

2.6(*5), 7(*5), 8, 9, 10, 11
7(*5), 8, 9, 10, 11

x86

32

AMD64/Intel64

64

x86
AMD64/Intel64
x86

32
64
32

7.2(*5), AS2.1(*5), AS3.0(*1),
AS4.0 U5 以降(*2), AS5.1(*2),
AS5.2(*2),AS5.3(*2),AS5.4(*2),
AS6.1(*2)
AS3.0(*1), AS4.0 U5 以降(*2),
AS5.1(*2),AS5.2(*2),AS5.3(*2),
AS5.4(*2),AS6.1(*2)
SLES9,10(*2),11(*2)

Itanium
AMD64/Intel64

64

x86

32

Windows NT4.0 Server(SP6)(*5)
Windows 2000Server(SP1 以上)(*5)
Windows Server2003
Windows Server2008
Windows Server2008 R2
Windows Server2003
Windows Server2008
Windows Server2008 R2
Windows Server2012 (*6)
Windows Server2012 R2 (*6)
Windows Server2016 (*6)
Windows NT4.0 Server(SP6)
Windows 2000Server(SP1 以上)

*1：01-03-60以降ｻﾎﾟｰﾄ
*2：01-XX-66/26 以降(XX≧05)ｻﾎﾟｰﾄ
*3：01-XX-65/25 以降(XX≧03)及び 01-XX-66/25 以降(XX≧05)ｻﾎﾟｰﾄ
*4：AIX6.1 では未対応
*5：VSP ｼﾘｰｽﾞ対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ以降では未対応
*6：Itanium は未ｻﾎﾟｰﾄ
*7：VIOS 2.2.6.23 でｻﾎﾟｰﾄ
（２）FAL/FCU(32bit 版)対象ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
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各ｻﾌﾞｼｽﾃﾑに対する FAL/FCU(32bit 版)のﾊﾞｰｼﾞｮﾝを示します。
ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ
SANRISE2000 ｼﾘｰｽﾞ(*1)
SANRISE9900 ｼﾘｰｽﾞ
SANRISE USP ｼﾘｰｽﾞ
USP V ｼﾘｰｽﾞ
VSP ｼﾘｰｽﾞ
VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ

FAL/FCU 対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
01-02-46 以降
01-03-53 以降
01-04-61 以降
01-05-66 以降
01-06-67 以降
01-07-68 以降
01-08-69 以降

*1：AIX6.1 では未対応
（３）FAL/FCU(64bit 版)ｻﾎﾟｰﾄﾘｽﾄ
各ｻﾌﾞｼﾃﾑとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑに対して FAL/FCU(64bit 版)が動作するｻﾎﾟｰﾄﾘｽﾄを以下に示します。
OS
HP-UX
Solaris
AIX

Linux

Redhat

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ
VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP ｼﾘｰｽﾞ
USP V ｼﾘｰｽﾞ
SANRISE
・USP ｼﾘｰｽﾞ
・9900 ｼﾘｰｽﾞ

CPU ﾀｲﾌﾟ
Itanium
Ultra SPARC
Power PC

OS ﾋﾞｯﾄ
64

Power HA(*5)
AMD64/Intel64

SuSE
Windows

Itanium
AMD64/Intel64

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
11.23, 11.31
7(*3), 8, 9, 10, 11
4.3.3(*3), 5.1, 5.2, 5.3,
6.1(*2),7.1(*2),7.2(*1)
7.2
AS3.0, AS4.0 U5 以降(*1),
AS5.1(*1),AS5.2(*1),AS5.3(*1),
AS5.4(*1),AS6.1(*1)
SLES9,10(*1),11(*1)
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

*1：01-XX-66/26 以降(XX≧05)ｻﾎﾟｰﾄ
*2：01-XX-65/25 以降(XX≧03)及び 01-XX-66/25 以降(XX≧05)ｻﾎﾟｰﾄ
*3：VSP ｼﾘｰｽﾞ対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ以降では未対応
*4：Itanium は未ｻﾎﾟｰﾄ
*5：USP V ｼﾘｰｽﾞ以降且つ VIOS 2.2.6.23 でｻﾎﾟｰﾄ
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Server2003
Server2008
Server2008 R2
Server2012(*4)
Server2012 R2(*4)
Server2016(*4)

（４）FAL/FCU(64bit)対象ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
各ｻﾌﾞｼﾃﾑに対する FAL/FCU(64bit 版)のﾊﾞｰｼﾞｮﾝを示します。
ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ
SANRISE2000 ｼﾘｰｽﾞ
SANRISE9900 ｼﾘｰｽﾞ
SANRISE USP ｼﾘｰｽﾞ
USP V ｼﾘｰｽﾞ
VSP ｼﾘｰｽﾞ
VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ
VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ

FAL/FCU 対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
未対応
01-03-59 以降
01-04-61 以降
01-05-66 以降
01-06-67 以降
01-07-68 以降
01-08-69 以降
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1.2.2.3. FALﾗｲﾌﾞﾗﾘｻﾎﾟｰﾄﾘｽﾄ
32 ﾋﾞｯﾄ版または 64 ﾋﾞｯﾄ版の FAL ﾗｲﾌﾞﾗﾘは UP(ﾕｰｻﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)に組み込みﾕﾆｰｸに使用することができます。
（１）FAL ﾗｲﾌﾞﾗﾘ(32bit 版)開発環境
FAL ﾗｲﾌﾞﾗﾘ(32bit 版)の開発環境を以下に示します(下記表にある OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝまたはｺﾝﾊﾟｲﾗﾊﾞｰｼﾞｮﾝより新
しい環境で UP を作成する場合には必要な環境下で動作検証を行ってください)。
OS に対する各ｺﾝﾊﾟｲﾗﾊﾞｰｼﾞｮﾝはﾒｰｶが保証するﾊﾞｰｼﾞｮﾝをご使用下さい。
OS

CPU ﾀｲﾌﾟ

開発 OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

開発ｺﾝﾊﾟｲﾗﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

Solaris

Ultra SPARC

2.6

WorkShop Compilers 4.2.1 04 Feb 1997 C 4.2.1

AIX

Power PC

4.3.3

C for AIX Compiler Version 4.4.0.0

Linux

x86

Redhat 7.2

gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.1
2.96-98)

Windows

x86

Windows NT4.0

Visual C++ 6.0 SP6

Server(SP6)

（２）FAL ﾗｲﾌﾞﾗﾘ(64bit 版)ｻﾎﾟｰﾄﾘｽﾄ
FAL ﾗｲﾌﾞﾗﾘ(64bit 版)の開発環境を以下に示します(下記表にある OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝまたはｺﾝﾊﾟｲﾗﾊﾞｰｼﾞｮﾝより新
しい環境で UP を作成する場合には必要な環境下で動作検証を行ってください)。
OS に対する各ｺﾝﾊﾟｲﾗﾊﾞｰｼﾞｮﾝはﾒｰｶが保証するﾊﾞｰｼﾞｮﾝをご使用下さい。
OS

CPU ﾀｲﾌﾟ

開発 OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

開発ｺﾝﾊﾟｲﾗﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

HP-UX

Itanium

11.23

HP aC++/ANSI C B3910B A.05.52 [Sep 05 2003]
※ B3901BA C.05.50 HP C/ANSI C Developer's Bundle
(S800)に下記ﾊﾟｯﾁを適用
・PHSS_29656

HP C Compiler (A.05.52)

・PHCO_29957

libc cumulative patch

Solaris

Ultra SPARC

7

WorkShop Compilers 5.0 98/12/15 C 5.0

AIX

Power PC

4.3.3

C for AIX Compiler Version 4.4.0.0

5.1

C for AIX Compiler Version 5.0.2.8

AS2.1

gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.2

Linux

Itanium

2.96-118.7.2)
AS3.0

gcc

version

3.2.3

20030502

(Red

Hat

Linux

3.2.3-20)
Windows

Itanium

WindowsServer

Microsoft Platform SDK for Windows Server 2003 SP1

(01-XX-66 以降)

x64

2003

Visual C++ 2005
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1.2.2.4.HDLM(JP1/HiCommand Dynamic Link Manager) ｻﾎﾟｰﾄ
FAL/FCUは中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対する交替ﾊﾟｽ指定(HDLM：JP1/HiCommand Dynamic Link Manager)を
ｻﾎﾟｰﾄしています。FAL/FCUとHDLM連携をする場合、FAL/FCUの対象ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは01-XX-56以降です。
FAL/FCUはOS(ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ)上で動作するｿﾌﾄｳｪｱです。接続した中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを使用可能なﾃﾞﾊﾞｲｽ
としてOS上で検出している事がFAL/FCUの動作条件となります。
以下にFAL/FCUが動作実績のあるHDLMﾊﾞｰｼﾞｮﾝを示します。
尚、HDLMに関しての詳細は、HDLMのﾕｰｻﾞｽﾞｶﾞｲﾄﾞを参照してください。
OS(ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ)

HDLM Version

Windows 2000/NT

04-01,05-00-/B

AIX

05-00-/A,05-01

HP-UX

04-00-/A

Solaris

04-01,05-00

AIXｻｰﾊﾞ使用時の注意事項
HDLM連携を行う場合は、現在適用されている日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｻﾌﾞｼｽﾃﾑ向けHTC_ODMﾊﾟｯｹｰｼﾞが、
中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに使用するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟに対応していることを、ご確認願います。
1.2.2.5. (I)/(H)ｼｪｱ、(I)/(F)ｼｪｱ、(H)/(F)ｼｪｱ、MVS ICKDSF(R17)ｻﾎﾟｰﾄ
FAL/FCU は、以下に説明する(I)/(H)ｼｪｱ、(I)/(F)ｼｪｱ、(H)/(F)ｼｪｱ、MVS の ICKDSF(R17)をｻﾎﾟｰﾄ
しています。それぞれの環境で FAL/FCU を使用する場合、FAL/FCU の対象ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 01-XX-57 以降
です。(XX≧02)
・(I)/(H)ｼｪｱ：DKU ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ 3390-3A または 3380-KA を MVS 及び VOS3 で共用して使用する
・(I)/(F)ｼｪｱ：DKU ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ 3380-KA を MVS 及び MSP で共用して使用する
・(H)/(F)ｼｪｱ：DKU ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ 3380-KA を VOS3 及び MSP で共用して使用する
・MVS ICKDSF(R17)：DKU ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ 3390-3 または 3380-K を MVS の ICKDSF(R17)でﾌｫｰﾏｯﾄして使用する｡
1.2.2.6. VSE ｻﾎﾟｰﾄと転送条件
FAL/FCU は、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ OS の VSE をｻﾎﾟｰﾄしています。
以下に、ｻﾎﾟｰﾄ条件と MTO 及び OTM 転送時の条件を示します。
(a) ｻﾎﾟｰﾄ条件
ｻﾎﾟｰﾄする VSE のﾊﾞｰｼﾞｮﾝと FAL/FCU のﾊﾞｰｼﾞｮﾝ及びｻﾌﾞｼｽﾃﾑを示します。
(下記表の組合せ以外では、FAL/FCU の正常動作を保証できません。)
OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

FAL/FCU ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

VSE2.4

SANRAISE9900 ｼﾘｰｽﾞ

01-03-59 以降

SANRISE USP ｼﾘｰｽﾞ

01-04-61 以降

USP V ｼﾘｰｽﾞ

01-05-66 以降

VSP ｼﾘｰｽﾞ

01-06-67 以降

VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ

01-07-68 以降

VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ

01-08-69 以降
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(b) MTO 及び OTM 転送時の条件
VSE2.3(FAL/FCU のﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 01-xx-58 以下)でｱﾛｹｰｼｮﾝしたﾃﾞｰﾀｾｯﾄに MTO 及び OTM 転送を
行なう場合は VSE2.3 のﾃﾞｰﾀ形式上、VSE ﾊﾟﾗﾒﾀにより RF(ﾚｺｰﾄﾞﾌｫｰﾏｯﾄ、以下 RF とする)、
RL(ﾚｺｰﾄﾞ長、以下 RL とする),BL(ﾌﾞﾛｯｸ長、以下 BL とする)の指定が必須となります。
VSE2.4(FAL/FCU のﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 01-xx-59 以降)でｱﾛｹｰｼｮﾝしたﾃﾞｰﾀｾｯﾄに MTO 及び OTM 転送を行なう
場合は、VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの指定無しでも転送を可能としています。以下に VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの指定と MTO/OTM
転送の対応表と転送時のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀ)の条件を示します。
MTO/OTM 転送時の VSE 指定転送対応表
OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

データセット属性

VSE

(FAL/FCU ﾊ ﾞ ｰ 指定

F

FB※5

V

VB※5

ｼﾞｮﾝ)
VSE2.3

有

○

○

○

○

(01-xx-58 以前)

無

×

×

×

×

VSE2.4

有

○

○

○※1

○※2

(01-xx-59 以降)

無

○

○

○※3

○※4

○：転送可能

×：転送不可

F：固定長非ﾌﾞﾛｯｸ化

ＦＢ：固定長ﾌﾞﾛｯｸ化

Ｖ：可変長非ﾌﾞﾛｯｸ化

ＶＢ：可変長ﾌﾞﾛｯｸ化

※1：正常なﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性(5≦RL≦BL－4 が成り立つﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性)では転送可能ですが、
以下に示す VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの指定条件に一致しない場合は転送が無効になります。
・RL≦32756
・BL≦32760
・BL＝RL＋4
また、VTOC 上ﾃﾞｰﾀの RL 及び BL の値が RL＞32756、BL＞32760 の場合は、
上記の条件に一致する様に VSE ﾊﾟﾗﾒﾀを指定しなければ、転送が無効になります。
更にまた、VTOC 上ﾃﾞｰﾀの RL 及び BL の値が RL≦32756、BL≦32760 の場合で、RL＝BL の場合
は、
・RL(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀに入力する値)＝RL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋４≦32756
・BL(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀに入力する値)＝BL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋８≦32760
上記の指定条件で VSE ﾊﾟﾗﾒﾀを指定しなければ、転送が無効になります。
※２：正常なﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性(5≦RL≦BL－4 が成り立つﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性)では転送可能ですが、
以下に示す VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの指定条件に一致しない場合は転送が無効になります。
・RL(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀに入力する値)＝RL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋４≦32756
・BL(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀに入力する値)＝BL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋８≦32760

－25－

※３：正常なﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性(BL＝RL＋4≦32760 が成り立つﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性)では転送可能ですが、
VTOC 上のﾃﾞｰﾀの RL,BL の値が以下に示す条件に一致しない場合は転送が無効になります。
・BL＝RL＋4≦32760
また、VTOC 上ﾃﾞｰﾀの RL 及び BL の値が RL＞32756、BL＞32760 の場合は、
RapidXchange として RL＝32756、BL＝32760 とみなして転送を行います。
更にまた、VTOC 上ﾃﾞｰﾀの RL 及び BL の値が RL≦32756、BL≦32760 の場合で、
RL＝BL の場合は、
・RL(RapidXchange として扱う値)＝RL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋４≦32756
・BL(RapidXchange として扱う値)＝BL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋８≦32760
上記の条件で RapidXchange は、それぞれの RL,BL の値をみなして転送を行います。
※４：正常なﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性(BL＝RL＋4≦32760 が成り立つﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性)では転送可能ですが、
VTOC 上のﾃﾞｰﾀの RL,BL の値が以下に示す条件に一致しない場合は転送が無効になります。
・BL＝RL＋4≦32760
また、VTOC 上ﾃﾞｰﾀの RL 及び BL の値が RL＝BL≦32752 の場合は、RapidXchange として
RL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋４、BL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋８とみなして転送を行います。
※５：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性が FBA/FBM は FB として、VBA/VBM は VB として扱います。
尚、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性の変換規則をﾕｰｻﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにより作成する場合、外部関数は以下が対象となります。
・datasetGetFileInformation()
・datasetGetFileInformationEx()
1.2.2.7.開発ツール対応 OS
開発ツールとそれぞれの対応ＯＳの関係を示します。これは、FAL/FCU で開発、正常動作を確認
したことにより動作を保証した開発ツールと対応 OS の情報です。以下に示したバージョンよりも低い
レベルの環境下でユーザープログラムを開発した場合はユーザの責任により必要な環境化でテスト
して頂く必要があります。
RedHat Linux 7.2(ｶｰﾈﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 2.4.7-10)の対応開発ツール
・gcc(Ver. 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.1 2.96-98))
・glibc(Ver.2.2.4-13)
RedHat Linux AS2.1(64bit)(ｶｰﾈﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 2.4.18-e.31)の対応開発ツール
・gcc(Ver. 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.2 2.96-118.7.2))
・glibc(Ver. 2.2.4-32.3)
RedHat Linux AS3.0(64bit)(ｶｰﾈﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 2.4.21-9.0.1.EL)の対応開発ツール
・gcc(Ver. 3.2.3 20030502 (Red Hat Linux 3.2.3-20))
・glibc(Ver. 2.3.2-95.3)
Solaris2.6 の対応開発ツール
・Work Shop Compilers 4.2.1
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Solaris7(64bit)の対応開発ツール
・Work Shop Compilers 5.0
Windows NT 4.0 service Pack 6a の対応開発ツール
・ Visual C++ 6.0 SP4
WindwosServer2003(64bit) Itanium 版の対応開発ツール
・ Microsoft Platform SDK for Windows Server 2003 SP1
WindwosServer2003(64bit) x64 版の対応開発ツール
・ Visual C++ 2005
HP-UX11iv2(64bit) Itanium 版の対応開発ツール
・HP aC++/ANSI C B3910B A.05.52 [Sep 05 2003]
AIX4.3 の対応開発ツール
・C for AIX 4.4
AIX5L(64bit)の対応開発ツール
・C for AIX, Version 5.0
Tru64 の対応開発ツール
＜バージョン 01-XX-59 以前＞
・Digital UNIX Compiler Driver 3.11
・DEC C V5.6-075 on Digital UNIX V4.0 (Rev. 878)
＜バージョン 01-XX-60 以降＞
・Digital UNIX Compiler Driver 3.11
・DEC C V5.9-005 on Digital UNIX V4.0 (Rev. 1229)
HI-UX の対応開発ツール
・P-1632-111+C0 01-10-/A 最適化Ｃ

－27－

1.2.2.8.FCU64bitｻﾎﾟｰﾄ
FAL/FCUは64bit版対応のFCUをｻﾎﾟｰﾄしています。使用方法は32bit版のFCUと同様です。
但し、64bit版のFCUは、GUIには対応していません(Windows版はGUI対応)。
尚、FAL/FCUの64bit版の対応ﾊﾞｰｼﾞｮﾝと対応OSは以下の通りです。
FAL/FCU ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(64bit対応)
01-03-59以降
01-04-61以降
01-XX-62以降 (XX≧03)
01-XX-63以降 (XX≧03)
01-XX-66以降 (XX≧05)

対応OS
Solaris, HP-UX(PA-RISC), AIX4.3, AIX5L

Redhat Linux AS3.0
Redhat Linux AS2.1, HP-UX11iv2(Itanium)
Windows Server2003(Itanium/x64),
Windows Server2008(Itanium/x64)
Windows Server2008 R2(Itanium/x64)
Windows Server2012(x64)
Windows Server2012 R2(x64)
Windows Server2016(x64)
01-XX-65以降 (XX≧03)
AIX6.1
01-XX-66以降 (XX≧05)
AIX7.1
AIX7.2
01-XX-66以降 (XX≧05)
Redhat Linux AS4.0(Itanium)※1
Redhat Linux AS5.1(Itanium)
Redhat Linux AS5.2(Itanium)
Redhat Linux AS5.3(Itanium)
Redhat Linux AS5.4(Itanium)
Redhat Linux AS6.1(Itanium)
SUSE Linux ES10(Itanium)
SUSE Linux ES11(Itanium)
※1 Linux AS4.0についてはUpdate5以降がサポート対象となります。
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1.2.2.9.ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換の場合
(1) ｻﾎﾟｰﾄするﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ
大型ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置上に作成する中間ﾌｧｲﾙを格納するﾎﾞﾘｭｰﾑとして、ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ＝OPEN-3
/OPEN-8/OPEN-9/OPEN-K/OPEN-E/OPEN-L/OPEN-M/OPEN-Vのﾎﾞﾘｭｰﾑをｻﾎﾟｰﾄします。
(2) ｻﾎﾟｰﾄするﾃﾞｰﾀ転送方向
中間ﾌｧｲﾙからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ及びｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙから中間ﾌｧｲﾙへのﾃﾞｰﾀ転送をｻﾎﾟｰﾄします。
(3) ﾊﾟｲﾌﾟ出力機能
ﾊﾟｲﾌﾟ(Named pipe)を使用してﾃﾞｰﾀをOS上のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへ転送すること
ができます。（中間ﾌｧｲﾙからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ方向のﾃﾞｰﾀ転送時でUNIX系OSのみｻﾎﾟｰﾄ）
(4)ｺｰﾄﾞ体系
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－中間ﾌｧｲﾙ間のﾃﾞｰﾀ転送においては、ｺｰﾄﾞ変換をｻﾎﾟｰﾄしておりません。
(5) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾊｰﾄﾞｳｪｱ･ｿﾌﾄｳｪｱ
(i)ﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀ/FAL/FCUが動作するｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ、OS、GUI については前ﾍﾟｰｼﾞを参照して下さい。
(ii) ﾃﾞｰﾀ交換可能なﾏｼﾝの組合わせは以下の通りです。
後続ﾏｼﾝ
AIX
HP-UX Solaris Windows

Linux

ﾗﾍﾞﾙを書くﾏｼﾝ

AIX
○
○
○
HP-UX
○
○
○
Solaris
○
○
○
Windows
○
○
△
Linux
○
○
○
(凡例) ○：組合わせ可能
△：ﾗﾍﾞﾙの書込みを行った場合不可

○
○
○
△
○
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○
○
○
○
○

1.2.2.10. ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾎﾞﾘｭｰﾑ/ｵｰﾌﾟﾝﾎﾞﾘｭｰﾑ ﾃﾞｰﾀ格納容量算出方法
（１）ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ 3390-3/3390-9/3390-L/3390-M/6588-3/6588-9/6588-L
の場合は、表1.2.2.10-1 ﾌﾞﾛｯｸ長と1ﾄﾗｯｸ当りの書込み可能ﾃﾞｰﾀ量の関係を参照して下さい
①表1.2.2.10-1 を参考に、１ﾄﾗｯｸあたりのﾌﾞﾛｯｸ長がいくつ入るか調べます。
②指定されたﾌﾞﾛｯｸ長の中に、ﾚｺｰﾄﾞ長がいくつ入るか調べます。
例１：ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ 3390-3の場合
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ ﾚｺｰﾄﾞ長:80 ﾌﾞﾛｯｸ長:800 Cyl:10
①39 ②10
１Trkあたり：39×(800／80)×80rec ＝
31,200(byte)
１Cylあたり：31,200×15Trk
＝ 468,000(byte)
10CYLあたり：468,000×10Cyl
＝4,680,000(byte) 格納できます。
例２：ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ 3390-3の場合
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ ﾚｺｰﾄﾞ長:80 ﾌﾞﾛｯｸ長:80 Cyl:10
①78 ②1
１Trkあたり：80×(80／80)×80rec ＝
6,400(byte)
１Cylあたり：6,400×15Trk
＝ 96,000(byte)
10CYLあたり：96,000×10Cyl
＝ 960,000(byte) 格納できます。

ｱﾛｹｰﾀで指定
するﾌﾞﾛｯｸ長
(ﾊﾞｲﾄ)
27999～32760
18453～27998

表 1.2.2.10-1 ﾌﾞﾛｯｸ長と 1 ﾄﾗｯｸ当りの書込み可能ﾃﾞｰﾀ量の関係
1 ﾄﾗｯｸに書込み
ｱﾛｹｰﾀで指定
1 ﾄﾗｯｸに書込み ｱﾛｹｰﾀで指定
可能なﾃﾞｰﾀ量
するﾌﾞﾛｯｸ長
可能なﾃﾞｰﾀ量
するﾌﾞﾛｯｸ長
(ﾊﾞｲﾄ)
(ﾊﾞｲﾄ)
(ﾊﾞｲﾄ)
(ﾊﾞｲﾄ)
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×1
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×22
1851～1946
657～690
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×2
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×23
1749～1850
623～656

1 ﾄﾗｯｸに書込み
可能なﾃﾞｰﾀ量
(ﾊﾞｲﾄ)
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×43
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×44

13683～18452

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×3

1647～1748

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×24

589～622

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×45

10797～13682

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×4

1551～1646

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×25

555～588

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×46

8907～10796

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×5

1483～1550

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×26

521～554

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×48

7549～8906

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×6

1387～1482

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×27

487～520

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×49

6519～7548

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×7

1319～1386

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×28

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×50

5727～6518

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×8

1251～1318

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×29

459～486
425～458

5065～5726

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×9

1183～1250

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×30

391～424

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×54

4567～5064

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×10

1155～1182

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×31

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×55

4137～4566

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×11

1087～1154

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×32

357～390
323～356

3769～4136

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×12

1019～1086

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×33

289～322

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×59

3441～3768

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×13

985～1018

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×34

255～288

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×61

3175～3440

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×14

951～984

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×35

227～254

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×64

2943～3174

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×15

889～950

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×36

193～226

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×66

2711～2942

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×16

855～888

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×37

159～192

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×69

2547～2710

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×17

821～854

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×38

125～158

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×72

2377～2546

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×18

787～820

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×39

91～124

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×75

2213～2376

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×19

753～786

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×40

57～90

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×78

2083～2212

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×20

719～752

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×41

23～56

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×82

1947～2082

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×21

691～718

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×42

1～22

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×86
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(ﾌﾞﾛｯｸ長)×52

(ﾌﾞﾛｯｸ長)×57

（１）ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ 3380-K/3380-3/6586-K
OPEN-3/OPEN-8/OPEN-9/OPEN-K/OPEN-E/OPEN-L/OPEN-M/OPEN-V
の場合は、表2.4-1 ﾌﾞﾛｯｸ長と1ﾄﾗｯｸ当りの書込み可能ﾃﾞｰﾀ量の関係参照して下さい
（格納容量は、OPEN系と3380-Xは同一となりますのでOPENを3380-Xと読み替えて使用して下さい）
①表2.4-1 を参考に、１ﾄﾗｯｸあたりのﾌﾞﾛｯｸ長がいくつ入るか調べます。
②指定されたﾌﾞﾛｯｸ長の中に、ﾚｺｰﾄﾞ長がいくつ入るか調べます。
例３：ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ 3380-Kの場合
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ ﾚｺｰﾄﾞ長:80 ﾌﾞﾛｯｸ長:800 Cyl:10
①36 ②10
１Trkあたり：36×(800÷80)×80rec ＝
28,800(byte)
１Cylあたり：28,800×15Trk
＝ 432,000(byte)
10CYLあたり：468,000×10Cyl
＝4,320,000(byte) 格納できます。
例４：ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ OPEN-3の場合
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ ﾚｺｰﾄﾞ長:80 ﾌﾞﾛｯｸ長:80 Cyl:10
①83 ②1
１Trkあたり：83×(80÷80)×80rec ＝
6,640(byte)
１Cylあたり：6,640×15Trk
＝ 99,600(byte)
10CYLあたり：99,600×10Cyl
＝ 996,000(byte) 格納できます。

LargeﾌｧｲﾙｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝではOPENﾎﾞﾘｭｰﾑをLUSEでつなげた場合、使用できるﾃﾞｰﾀｾｯﾄの最大ｼﾘﾝﾀﾞ数は
65533ｼﾘﾝﾀﾞとなります。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾎﾞﾘｭｰﾑで使用できるﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｼﾘﾝﾀﾞ数は最大で4369ｼﾘﾝﾀﾞとなります。
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄで最大30ﾎﾞﾘｭｰﾑ(*1)のﾃﾞｰﾀｾｯﾄが転送可能です。
*1 01-XX-66以降からは最大61ﾎﾞﾘｭｰﾑをｻﾎﾟｰﾄ
1.2.2.11.ｲﾝｽﾄｰﾙ時のﾃﾞｨｽｸ容量を 表1.2.2.11-1 ｲﾝｽﾄｰﾙﾃﾞｨｽｸ容量一覧をに示す
表1.2.2.11-1 ｲﾝｽﾄｰﾙﾃﾞｨｽｸ容量一覧
OS

CPU ﾀｲﾌﾟ

FAL/FCU(32bit)

FAL/FCU(64bit)

HP-UX

Itanium

Solaris

Ultra SPARC

約 1.5M

約 1.0M

AIX

Power PC

約 1.5M

約 1.0M（AIX4,AIX5L,AIX6.1）

Linux

x86

約 1.0M

約 1.0M

約 2.0M

AMD64/Intel64
Windows

x86

約 2.0M

Windows

Itanium

約 8.2M

Windows

x64

約 4.3M
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２ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換時の環境構築
2.1 環境設定
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ-ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換を行うためには、以下の手順により動作環境を設定します。
①
②
③
④
⑤
⑥

中間ﾎﾞﾘｭｰﾑとして使用するRAWﾃﾞﾊﾞｲｽの定義
ﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀ/FAL/FCUのｲﾝｽﾄｰﾙ
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの作成
ﾌｫｰﾏｯﾀによる中間ﾎﾞﾘｭｰﾑの生成
ｱﾛｹｰﾀによる中間ﾌｧｲﾙの生成
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ定義ﾌｧｲﾙの作成(FCUを使用する場合)
FALを使用するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｺﾝﾊﾟｲﾙ(FALを使用する場合)
⑦ ﾃﾞｰﾀ交換の元ﾃﾞｰﾀ/ﾌｧｲﾙの作成

FCU/FALを使用するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実行
2.2 RAW ﾃﾞﾊﾞｲｽの定義
中間ﾎﾞﾘｭｰﾑとして使用するﾎﾞﾘｭｰﾑ(ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ＝OPEN-X)をRAWﾃﾞﾊﾞｲｽとして定義して下さい。
(中間ﾎﾞﾘｭｰﾑとして使用するOPEN-Xと他の目的に使用するOPEN-Xとを識別する情報はありませんので
使い分けに十分注意して下さい)(X:3,8,9,K,E,L,M,V)
なお、中間ﾎﾞﾘｭｰﾑにﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑを作成する以下ような処理を実行してはなりません。
(情報が破壊され、中間ﾎﾞﾘｭｰﾑとして使用できなくなります)
(1) Solarisの場合
･ newfsｺﾏﾝﾄﾞの実行
(2) HP-UXの場合
･ pvcreateｺﾏﾝﾄﾞの実行
(3) AIXの場合
･ ﾎﾞﾘｭｰﾑｸﾞﾙｰﾌﾟの生成/PVIDの設定
(4) Digital UNIX/Tru64 UNIXの場合
･ newfsｺﾏﾝﾄﾞの実行
(5) DYNIX/ptxの場合
･ ｽﾗｲｽの設定/ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑの生成(ﾗﾍﾞﾙ書込み)
(6) NCR UNIXの場合
･ ｽﾗｲｽの設定/ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑの生成
(7) WindowsNT/2000Server/Server2003/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2
/Server2016の場合
･ ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝの設定/ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑの生成
(8) Linuxの場合
･ mkfsｺﾏﾝﾄﾞの実行
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2.3 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑの生成
ﾌｫｰﾏｯﾀを起動して、raw ﾃﾞﾊﾞｲｽとして定義されたﾎﾞﾘｭｰﾑ上に､FAL/FCU が使用する中間ﾎﾞﾘｭｰﾑの
ﾌｫｰﾏｯﾄを作成します。
(注 1) ﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀには UNIX 系 OS 用と Windows 用とがあります。
(注 2) 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのｻｲｽﾞを表すｼﾘﾝﾀﾞの大きさは以下の通りですが、実際に格納できるﾃﾞｰﾀ量は以下
の値より小さくなります。詳細は2.4節を参照して下さい。
･ 1 ｼﾘﾝﾀﾞ＝15 ﾄﾗｯｸ、1 ﾄﾗｯｸ＝96 ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ、1 ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ＝512 ﾊﾞｲﾄ
（注 3）ﾌｫｰﾏｯﾀで指定できるｼﾘﾝﾀﾞ容量の最大値は、ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟにより異なります。
また Solaris では、使用できるｼﾘﾝﾀﾞ数が他と異なる場合があるので注意して下さい。(*4)
( YY≧48, x＝数字 ,ZZ＜20 )
ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ
01-XX-47 以前
01-XX-YY/ZZ LUSE なし
01-XX-YY/ZZ LUSE あり
01-XX-YY/2x LUSE なし
01-XX-YY/2x LUSE あり
n:連結ﾎﾞﾘｭｰﾑ数

ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ

01-XX-55 以前
01-XX-56/2x
LUSE なし
n:連結ﾎﾞﾘｭｰﾑ数

OPEN-3

OPEN-8

OPEN-9

OPEN-K

3331
3331
5818(*1)
3331

5818(*1)
5818(*1)
5818(*1)
9959

5818(*1)
5818(*1)
5818(*1)
10009

3338×n－7

9966×n－7

(*2)(*4)

(*2) (*4)

2536
2536
5818(*1)
2536

OPEN-E(*3)
未ｻﾎﾟｰﾄ
5818(*1)
5818(*1)
19752

OPEN-L(*3)
未ｻﾎﾟｰﾄ
5818(*1)
5818(*1)
49429(*4)

OPEN-M(*3)
未ｻﾎﾟｰﾄ
5818(*1)
5818(*1)
63976(*4)

10016×n－7

2543×n－7

19759×n－7

49439×n－7

63999×n－7

(*2) (*4)

(*2) (*4)

(*2) (*4)

(*2) (*4)

(*2) (*4)

OPEN-V 作成時（１ﾄﾗｯｸ＝128 ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ換算）

OPEN-V ﾌｫｰﾏｯﾀ指定
（１ﾄﾗｯｸ＝96 ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ換算）
未ｻﾎﾟｰﾄ

49160

65534

Solaris の場合 32768 以上使用する場合(*4)(*5)

(*2) (*4) (*5)

(*3)

参照してください。
01-XX-56/2x
LUSE あり
n:連結ﾎﾞﾘｭｰﾑ数

LUSE で連結して 49160 ｼﾘﾝﾀﾞの場合
ﾌｫｰﾏｯﾀの最大値 65534 ｼﾘﾝﾀﾞ設定可能

ﾌｫｰﾏｯﾀで指定可能なｼﾘﾝﾀﾞ数(整数)

≦

(OPEN-V 作成時のｼﾘﾝﾀﾞ値×n×128÷96)－7
(注)割り切れない数値は使用しないで下さい。
(*2) (*4) (*5)

(*1): ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-YY/ZZ(YY＝数字,ZZ＜20)(Large ﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ版)では
最大ｼﾘﾝﾀﾞまで扱えません。
(*2):ﾎﾞﾘｭｰﾑを連結しても、最大 65534 ｼﾘﾝﾀﾞしかﾌｫｰﾏｯﾄできません。
(*3):OPEN-E/L/M/V は AIX/HP-UX/Solaris/Windows 版のみのｻﾎﾟｰﾄです。
（*4):Solaris では、32768 ｼﾘﾝﾀﾞ以上のﾎﾞﾘｭｰﾑに対するｼﾞｵﾒﾄﾘ設定値が変わる為
それ以上のﾎﾞﾘｭｰﾑ（LUSE 含む）では、指定できるｼﾘﾝﾀﾞ数が小さくなります。
（ FAL で指定するｼﾘﾝﾀﾞ数は、Head＝15、Block/Track＝96 として扱います。）
Solaris を使用する場合、指定ｼﾘﾝﾀﾞ数は次を参考に算出して下さい。
ｼﾞｵﾒﾄﾘ ﾊﾟﾗﾒｰﾀで指定する Head
：A
ｼﾞｵﾒﾄﾘ ﾊﾟﾗﾒｰﾀで指定する Block/Track ：B
ｼﾞｵﾒﾄﾘ ﾊﾟﾗﾒｰﾀで指定する Cylinder
：C とすると
指定ｼﾘﾝﾀﾞ数（整数）≦ （A×B×C）÷（15×96）－ 5
（ｼﾞｵﾒﾄﾘ情報に関しては、SCSI/Fibre Installation Manual を参照願います。）
上記計算式の結果がﾌｫｰﾏｯﾄ指定ｼﾘﾝﾀﾞ数以上の場合に使用してください。
32768 ｼﾘﾝﾀﾞ以上のﾎﾞﾘｭｰﾑで Solaris と他 OS でｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ-ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ交換を実施する場合
Solaris でﾌｫｰﾏｯﾄを行ない運用してください。
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(*5) OPEN-V は、１ｼﾘﾝﾀﾞ＝15 ﾄﾗｯｸ、１ﾄﾗｯｸ＝128 ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ、１ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ＝512 ﾊﾞｲﾄです。
しかし中間ﾎﾞﾘｭｰﾑをﾌｫｰﾏｯﾀでﾌｫｰﾏｯﾄを行なう際は 1 ｼﾘﾝﾀﾞ＝15 ﾄﾗｯｸ、1 ﾄﾗｯｸ＝96 ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ
1 ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ＝512 ﾊﾞｲﾄで計算したｼﾘﾝﾀﾞ数を指定する必要があります。
また、OPEN-V はﾃﾞﾌｫﾙﾄ値が決まっていない為、ﾎﾞﾘｭｰﾑ毎にﾌｫｰﾏｯﾄ可能ｼﾘﾝﾀﾞ数を算出
する必要があります。
Solaris で 65534 ｼﾘﾝﾀﾞ使用する場合は、下記の値で割り当ててください。（推奨値）
（ｼﾞｵﾒﾄﾘ情報に関しては、SCSI/Fibre Installation Manual を参照願います。）
OPEN-V

49160 ｼﾘﾝﾀﾞのｼﾞｵﾒﾄﾘ設定例

#

Data CylindersPartition Size - (1 )

Heads – ( 2 )

Blocks/Track-( 3 )

Usable Blocks
{(1)＋2}×(2)×(3)

1

24578

30

128

94387200

（注 4）CVS(Customizable Volume Size)適用ﾎﾞﾘｭｰﾑの場合、ﾌｫｰﾏｯﾀにて指定できるｼﾘﾝﾀﾞ容量は
CV 設定ｻｲｽﾞをｼﾘﾝﾀﾞ数に換算した値－7 ｼﾘﾝﾀﾞとなります。（換算方法に関しては、SCSI/Fibre
Installation Manual を参照願います。）
(例) ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-YY/ZZ(YY＝数字,ZZ＜20)(Large ﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ版)では OPEN-8/OPEN-9
/OPEN-E/OPEN-M/OPEN-L の場合 CVS の設定により 4096Mbyte を指定すると、
ﾎﾞﾘｭｰﾑを効率良く利用できます。
（注 5）間違ったﾎﾞﾘｭｰﾑに対しﾌｫｰﾏｯﾀを実行すると、そのﾎﾞﾘｭｰﾑは使用できなくなります。
ﾌｫｰﾏｯﾀの実行時はﾊﾟﾗﾒｰﾀ指定に十分注意して下さい。
（注 6）ﾌｫｰﾏｯﾀとｱﾛｹｰﾀを同時に起動しないで下さい。ﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀが終了(NT 版の場合は、操作
画面を閉じる)してから、ｱﾛｹｰﾀ/ﾌｫｰﾏｯﾀを起動して下さい。
（注 7）ﾌｫｰﾏｯﾀ実行後の中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対し、ﾎﾞﾘｭｰﾑ容量を変更しないで下さい。ｱﾛｹｰﾀが正常に
動作出来なくなります。もしﾎﾞﾘｭｰﾑ容量を変更した場合は、ﾌｫｰﾏｯﾀからやり直して下さい。
(注 8) UNIX 系 OS のﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀで、ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞやﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名に”\”や”〵”等の文字を使用
する場合は、使用するｼｪﾙの特殊文字の扱いに注意して指定して下さい。
例えば、Bourne ｼｪﾙでは”\”や”〵”はｴｽｹｰﾌﾟ文字として扱われる為、”\\”又は”〵〵”と指定
する必要があります。
(注 9) ﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀを使用する前に、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを作成しておく必要があります。
（ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙについては、8.2 節を参照して下さい）
（注 10）ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-YY/2x(YY≧48,x＝数字)(Large ﾌｧｲﾙｻﾎﾟｰﾄ版)でﾌｫｰﾏｯﾄした中間ﾎﾞﾘｭｰﾑは
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-YY/ZZ(YY＝数字,ZZ＜20)(Large ﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ版)からはｱｸｾｽできません。
混在環境で OTO を行う場合は、必ずﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-YY/ZZ(YY＝数字,ZZ＜20)(Large ﾌｧｲﾙ
未ｻﾎﾟｰﾄ版)のｼｽﾃﾑを用いて、ﾌｫｰﾏｯﾄして下さい。(ただし、このﾎﾞﾘｭｰﾑでは、4369 ｼﾘﾝﾀﾞ
を超えるﾃﾞｰﾀｾｯﾄは作成できません。）≧＞

－34－

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝごとの機能ﾏﾄﾘｸｽ(01-XX-YY/ZZ)
ｱｸｾｽ
YY ≧ 48 か つ ZZ ≧
ﾌｫｰﾏｯﾄ
20(Large ﾌｧｲﾙｻﾎﾟｰﾄ
版)
YY ≧ 48 か つ ZZ ≧ ○ ｱﾛｹｰﾄは 1 ﾃﾞｰﾀｾｯ
20(Large ﾌｧｲﾙｻﾎﾟｰﾄ ﾄあたり、65533 ｼﾘﾝﾀﾞ
版)
まで
YY≧48 かつ ZZ＜20 ○ ｱﾛｹｰﾄは 1 ﾃﾞｰﾀｾｯ
(Large ﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ ﾄあたり、4369 ｼﾘﾝﾀﾞ
版)で LUSE にて最大 まで
ｼﾘﾝﾀﾞ数以上ﾌｫｰﾏｯﾄ
YY≧48 かつ ZZ＜20 ○
(Large ﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ
版)で OPEN-3 を 3331
ｼﾘﾝﾀﾞ以下にﾌｫｰﾏｯﾄ
YY≧48 かつ ZZ＜20 ○
(Large ﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ
版)で OPEN-K を 2536
ｼﾘﾝﾀﾞ以下にﾌｫｰﾏｯﾄ
YY≧48 かつ ZZ＜20 ○ ｱﾛｹｰﾄは 1 ﾃﾞｰﾀｾｯ
(Large ﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ ﾄあたり、4369 ｼﾘﾝﾀﾞ
版 ) で OPEN-8/9 を まで
5818 ｼﾘﾝﾀﾞ以下にﾌｫｰ
ﾏｯﾄ
YY≧48 かつ ZZ＜20 ○ ｱﾛｹｰﾄは 1 ﾃﾞｰﾀｾｯ
(Large ﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ ﾄあたり、4369 ｼﾘﾝﾀﾞ
版 ) で 、 OPEN-E/L/M まで
を 5818 ｼﾘﾝﾀﾞ以下に
ﾌｫｰﾏｯﾄ
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YY≧48 かつ ZZ＜20 旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(YY≦47)
(Large ﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ
版)
×ｱﾛｹｰﾀ/LISTVOL/
×ｱﾛｹｰﾀ/LISTVOL/
OTM/MTO 全不可
OTM/MTO 全不可
○ 同左

×

○ ｱﾛｹｰﾄは 1 ﾃﾞｰﾀｾｯ ○
ﾄあたり、4369 ｼﾘﾝﾀﾞ
まで
○ ｱﾛｹｰﾄは 1 ﾃﾞｰﾀｾｯ 01-XX-44 以降は可能
ﾄあたり、4369 ｼﾘﾝﾀﾞ その他×
まで
○ ｱﾛｹｰﾄは 1 ﾃﾞｰﾀｾｯ 01-XX-44 以降は可能
ﾄあたり、4369 ｼﾘﾝﾀﾞ その他×
まで

○ ｱﾛｹｰﾄは 1 ﾃﾞｰﾀｾｯ ×
ﾄあたり、4369 ｼﾘﾝﾀﾞ
まで

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-YY/ZZ(YY≧48,ZZ≧20)(Large ﾌｧｲﾙｻﾎﾟｰﾄ版)での最大ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞを
以下に示します。中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾚｺｰﾄﾞ長／ﾌﾞﾛｯｸ長により大きく異なります。
ﾎﾞﾘｭｰﾑｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ
LUSE なし
LUSE あり
備考
1
OPEN-3
約 2.1GB
約 42.8 GB
2
OPEN-8
約 6.5GB
約 42.8 GB
3
OPEN-9
約 6.5GB
約 42.8 GB
4
OPEN-K
約 1.6GB
約 42.8 GB
5
OPEN-E
約 12.9GB
約 42.8 GB
6
OPEN-L
約 32.3GB
約 42.8 GB
7
OPEN-M
約 41.9GB
約 42.8 GB
8
OPEN-V
最大約 42.8 GB 約 42.8 GB
9
3390-3X
約 2.6 GB
10
3380-KX／6586-KX
約 1.7 GB
11
3380-3
約 2.1GB
12
3390-9／6588-9
約 8.3GB
13
3390-L／6588-L
約 27.1GB
14
3390-M
約 54.2GB
15
6588-3X
約 2.6 GB
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2.3.1 UNIX系OSの場合
(1) 実行方法
以下のｺﾏﾝﾄﾞとﾊﾟﾗﾒﾀによりﾌｫｰﾏｯﾀを実行させます。
・32bit の場合：# mfformat -d devname -v VOLSER-name [-p primary_cylinders]
・64bit の場合：# mfformat64 -d devname -v VOLSER-name [-p primary_cylinders]
-d devname

: 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾌｧｰﾏｯﾄを作成する raw ﾃﾞﾊﾞｲｽの名称を指定します。
本指定は省略できません。
(FAL/FCU 用のﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ中の記述形式と同様です。)

-v VOLSER-name

: 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを識別するためのﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞを 6 桁以下の
英字(A-Z、@、#、\(＼))、数字(0-9)で指定します。
(FAL/FCU 用のﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ中の記述形式と同様です。)

-p primary_cylinders : ﾌﾟﾗｲﾏﾘｼｼﾝﾀﾞ数を、 2～ 65534 の範囲の十進数で指定します。
指定は省略可能で、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値は各ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの最大ｼﾘﾝﾀﾞとなり
ます(下表参照)。尚、LUSE 設定時の場合に本ﾊﾟﾗﾒﾀを省略しても
LUSE 連結による最大ｼﾘﾝﾀﾞ数は設定されず、各ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの
ﾎﾞﾘｭｰﾑ単位の最大ｼﾘﾝﾀﾞ数が設定されます。また、CVS 適用ﾎﾞﾘｭｰﾑの
場合、本ﾊﾟﾗﾒﾀの省略できません。
ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ
OPEN-3 OPEN-8 OPEN-9 OPEN-K
OPEN-E OPEN-L
OPEN-M
OPEN-V
01-XX-YY/ZZ
3331
5818
5818
(ZZ＜20:LARGE ﾌｧｲﾙ
未ｻﾎﾟｰﾄ版）
01-XX-YY/ZZ
3331
9959
10009
(ZZ≧20:LARGE ﾌｧｲﾙ
ｻﾎﾟｰﾄ版）
(注) -d/-v/-p の後に付く値は各々一つだけです。

2536

5818

5818

5818

2536

19752

49429

63976

65534

(2) ﾘﾀｰﾝ値
実行終了後、以下のﾘﾀｰﾝ値を返します。
0：正常終了
1：異常終了
(3) ﾒｯｾｰｼﾞ
ﾌｫｰﾏｯﾄが正常終了した場合、完了ﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
処理中に、異常を検出した場合は、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
(詳細は、2.5節を参照して下さい)
(4) 注意事項
・次のﾒｯｾｰｼﾞが表示された時は、ﾌｫｰﾏｯﾄは実行されず、ﾎﾞﾘｭｰﾑ上にはﾌｫｰﾏｯﾀ実行前の状態が
残ります。
「Format check error」
・上記のﾒｯｾｰｼﾞが表示されない時は、ﾌｫｰﾏｯﾄ実行中(ﾎﾞﾘｭｰﾑへの書込み中)にｴﾗｰが発生して
いますので、ﾌｫｰﾏｯﾀを再度実行して下さい。
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2.3.2 Windowsの場合
ﾌｫｰﾏｯﾀのｱｲｺﾝを選択してﾌｫｰﾏｯﾀを起動します
以下の操作画面が表示されます。

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-48
以降
ｽﾋﾟﾝﾎﾞﾀﾝはなくな
図2.3-1 ﾌｫｰﾏｯﾀの操作画面
(1)

ります。

VOLSER
中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを識別するためのﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞ(VSN)を1～6桁で指定します。
･使用できる文字は、英字(A-Z、@、#、\(＼))、数字(0-9)です。
･ここで指定したVSNは以下のように使用します。
･ｱﾛｹｰﾀを実行する際の中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを識別する情報として使用します。
･FAL/FCUを実行させる際のﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ中のVSNとして指定します。

(2)

Physical drive No
ﾌｫｰﾏｯﾄするﾄﾞﾗｲﾌﾞの物理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ番号を指定します。
･1～4桁の数字で指定します。
･ここで指定した物理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ番号を、FAL/FCUを実行させる際のﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ中の物理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
番号として指定します。

(3)

Cylinder No
中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのｻｲｽﾞをｼﾘﾝﾀﾞ数で指定します。
･2～ 65534(ﾊﾞｰｼﾞｮﾝにより異なります)までの値を指定できます。

(4)

Min.
中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのｻｲｽﾞを数値で指定する代わりに最小値(2)を指定するときにｸﾘｯｸします。

(5)

Max.

中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのｻｲｽﾞを数値で指定する代わりにﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-47以前では、最大値(5818)を指定すると
きにｸﾘｯｸします。ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-48/ZZ以降ではｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟごとに異なります。
ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ
OPEN-3 OPEN-8
OPEN-9
OPEN-K
OPEN-E OPEN-L
OPEN-M OPEN-V
ZZ＜20(Large ﾌｧｲﾙ未
ｻﾎﾟｰﾄ版)
ZZ≧20(Large ﾌｧｲﾙｻ
ﾎﾟｰﾄ版)

3331

5818

5818

2536

5818

5818

5818

3331

9959

10009

2536

19752

49429

63976
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65534

(6)

Start
必要情報設定後、ﾌｫｰﾏｯﾀを起動するときにｸﾘｯｸします。
本ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると処理を実行してよいか否かの確認のために以下のﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します。
実行させる場合は｢OK｣を、やめる場合は｢ｷｬﾝｾﾙ｣をｸﾘｯｸして下さい。
(注) 中間ﾌｧｲﾙを作成済みのﾎﾞﾘｭｰﾑに対してﾌｫｰﾏｯﾀを実行すると、ﾌｧｲﾙは全てなくなります。

図2.3-2 実行確認ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

指定されたVSNが他の中間ﾎﾞﾘｭｰﾑで既に使用されている場合は、
“This VOLSER is already used.”のErrorメッセージを表示します。
ﾌｫｰﾏｯﾀの処理が正常終了した場合は、”Format complete!”のﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
ﾌｫｰﾏｯﾀの処理が異常終了した場合は、”Format Failed”のErrorﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
本ﾀﾞｲｱﾛｸﾞで報告するｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞについては2.5節を参照して下さい。

(注1) ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ中次のﾒｯｾｰｼﾞが表示された時は、ﾌｫｰﾏｯﾄは実行されず、ﾎﾞﾘｭｰﾑ上にはﾌｫｰﾏｯﾀ実行前
の状態が残ります。
「Format check error」
上記のﾒｯｾｰｼﾞが表示されない時は、ﾌｫｰﾏｯﾄ実行中(ﾎﾞﾘｭｰﾑへの書込み中)にｴﾗｰが発生して
いますので、ﾌｫｰﾏｯﾀを再度実行して下さい。
(注2) 最終ｼﾘﾝﾀﾞ数を超えた値を指定してﾌｫｰﾏｯﾄを実行すると、下記のｴﾗｰが表示されます。
「Format Failed…
Format check error」
Windows NT/2000Server/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
では、上記ﾒｯｾｰｼﾞを即時に出力しますが、Windows Server2003では、上記ﾒｯｾｰｼﾞを約1分後に
出力しますのでﾌｫｰﾏｯﾄ完了と誤認しないで下さい。
(7)

Close
ﾌｫｰﾏｯﾀを終了させるときにｸﾘｯｸします。
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2.4 中間ﾌｧｲﾙの生成
ｱﾛｹｰﾀを起動して、ﾌｫｰﾏｯﾀでﾌｫｰﾏｯﾄしたﾎﾞﾘｭｰﾑに中間ﾌｧｲﾙを作成します。
ただし、ﾃﾞｰﾀ実体は作成しません。
（注 1）ﾌｫｰﾏｯﾀでﾌｫｰﾏｯﾄしていない中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対して、ｱﾛｹｰﾀを使用することはできません。
ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを表示してｱﾛｹｰﾀの処理を中止します。
（詳細は、2.5 節を参照して下さい）
（注２）ｱﾛｹｰﾀにて作成可能なﾃﾞｰﾀｾｯﾄの数はﾎﾞﾘｭｰﾑｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ／LUSE の有無にかかわらず、最大 740
個です。
(注３) 中間ﾌｧｲﾙに格納できるﾃﾞｰﾀ量は、物理的な記憶容量より小さく、かつﾌﾞﾛｯｸ長により変動します。
表 2.4-1 により 1 ﾄﾗｯｸに格納できるﾃﾞｰﾀ量を求め、中間ﾌｧｲﾙの必要ｻｲｽﾞを計算して下さい。
なお、ﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の場合、実際のﾌﾞﾛｯｸ長が定義したﾌﾞﾛｯｸ長よりも小さくなることが
ありますので、余裕を持たせた中間ﾌｧｲﾙのｻｲｽﾞにして下さい。

ｱﾛｹｰﾀで指定
するﾌﾞﾛｯｸ長
(ﾊﾞｲﾄ)
23477～32760
15477～23476
11477～15476
9077～11476
7477～9076
6357～7476
5493～6356
4821～5492
4277～4820
3861～4276
3477～3860
3189～3476
2933～3188
2677～2932
2485～2676
2325～2484
2165～2324
2005～2164
1877～2004
1781～1876
1685～1780

表 2.4-1 ﾌﾞﾛｯｸ長と 1 ﾄﾗｯｸ当りの書込み可能ﾃﾞｰﾀ量の関係
1 ﾄﾗｯｸに書込み
ｱﾛｹｰﾀで指定
1 ﾄﾗｯｸに書込み ｱﾛｹｰﾀで指定
可能なﾃﾞｰﾀ量
するﾌﾞﾛｯｸ長
可能なﾃﾞｰﾀ量
するﾌﾞﾛｯｸ長
(ﾊﾞｲﾄ)
(ﾊﾞｲﾄ)
(ﾊﾞｲﾄ)
(ﾊﾞｲﾄ)
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×1
1589～1684
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×22
565～596
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×2
1493～1588
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×23
533～564
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×3
1397～1492
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×24
501～532
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×4
1333～1396
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×25
469～500
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×5
1269～1332
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×26
437～468
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×6
1205～1268
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×27
405～436
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×7
1141～1204
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×28
373～404
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×8
1077～1140
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×29
341～372
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×9
1045～1076
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×30
309～340
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×10
981～1044
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×31
277～308
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×11
949～980
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×32
245～276
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×12
917～948
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×33
213～244
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×13
853～916
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×34
181～212
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×14
821～852
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×35
149～180
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×15
789～820
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×36
117～148
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×16
757～788
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×37
85～116
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×17
725～756
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×38
53～84
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×18
693～724
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×39
21～52
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×19
661～692
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×40
1～20
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×20
629～660
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×41
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×21
597～628
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×42

1 ﾄﾗｯｸに書込み
可能なﾃﾞｰﾀ量
(ﾊﾞｲﾄ)
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×44
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×45
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×46
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×48
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×49
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×51
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×53
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×55
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×57
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×59
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×62
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×65
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×68
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×71
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×74
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×78
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×83
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×88
(ﾌﾞﾛｯｸ長)×93

(注1) ｢書込み可能なﾃﾞｰﾀ量｣には、ﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の場合、ﾚｺｰﾄﾞ長を表す情報(ﾚｺｰﾄﾞ毎に 4 ﾊﾞｲﾄ)
とﾌﾞﾛｯｸ長を表す情報(ﾌﾞﾛｯｸに 4 ﾊﾞｲﾄ)を含むﾊﾞｲﾄ数です。ﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の場合、
ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀに加え、当該情報のｴﾘｱが必要となります。
(注 2) 本表の｢書込み可能なﾃﾞｰﾀ量｣を 15 倍したものがｼﾘﾝﾀﾞ当りのﾃﾞｰﾀ量になります。
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2.4.1 UNIX系OSの場合
(1) 実行方法
以下のｺﾏﾝﾄﾞとﾊﾟﾗﾒﾀによりｱﾛｹｰﾀを実行します。
・32bit 版の場合：
# allocds { -d devname | -v VOLSER-name | -d devname –v VOLSER-name } [-n datasetname]
[-f F/FB/V/VB] [-r reclen] [-b blocklen] [-c cylinders]
・64bit 版の場合：
# allocds64 { -d devname | -v VOLSER-name | -d devname –v VOLSER-name } [-n datasetname]
[-f F/FB/V/VB] [-r reclen] [-b blocklen] [-c cylinders]
-d devname

: ﾌｫｰﾏｯﾀでﾌｫｰﾏｯﾄした中間ﾎﾞﾘｭｰﾑの raw ﾃﾞﾊﾞｲｽ名を指定します。

-v VOLSER-name

: 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを識別するためのﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞを 6 桁以下の
英字(A-Z、@、#、\(＼))、数字(0-9)で指定します。

-n datasetname

: 作成するﾃﾞｰﾀｾｯﾄの名称を 44 桁以下の英字(A-Z、@、#、\(＼))、数字(0-9)
およびﾋﾟﾘｵﾄﾞ(.)で指定します。
中間ﾌｧｲﾙをｱﾛｹｰﾄする場合、本指定を省略するこはできません。
本指定が省略された場合、当該中間ﾎﾞﾘｭｰﾑの残容量(ｼﾘﾝﾀﾞ数)を表示します。

-f F/FB/V/VB

： ﾚｺｰﾄﾞ形式を指定します。
F ：固定長非ﾌﾞﾛｯｸ化
FB：固定長ﾌﾞﾛｯｸ化
V ：可変長非ﾌﾞﾛｯｸ化
VB：可変長ﾌﾞﾛｯｸ化
本指定は省略可能で、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値は ”F” です。

-r reclen

: ﾚｺｰﾄﾞ長をﾊﾞｲﾄ数(十進数)で、1～32760 の範囲で指定します。
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝Fのとき：ﾚｺｰﾄﾞ長 ＝ ﾌﾞﾛｯｸ長
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝FBのとき：ﾚｺｰﾄﾞ長 ＝ (ﾌﾞﾛｯｸ長)÷n n:整数
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝V/VBのとき：5 ≦ ﾚｺｰﾄﾞ長 ≦ (ﾌﾞﾛｯｸ長－4)
本指定は省略可能で、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値は 4096 ﾊﾞｲﾄです。

-b blocklen

: ﾌﾞﾛｯｸ長をﾊﾞｲﾄ数(十進数)で、1～32760 の範囲で指定します。
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝F のとき：ﾌﾞﾛｯｸ長 ＝ ﾚｺｰﾄﾞ長
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝FB のとき：ﾌﾞﾛｯｸ長 ＝ ﾚｺｰﾄﾞ長の整数倍
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝V/VB のとき：ﾌﾞﾛｯｸ長 ＝ ﾚｺｰﾄﾞ長 ＋ 4 以上
（9 ≦ ﾌﾞﾛｯｸ長 ≦ 32760）
本指定は省略可能で、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値は以下の通りです。
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝F/FB のとき：ﾌﾞﾛｯｸ長 ＝ ﾚｺｰﾄﾞ長
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝V/VB のとき：ﾌﾞﾛｯｸ長 ＝ ﾚｺｰﾄﾞ長 ＋ 4

-c cylinders

: 作成するﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｻｲｽﾞをｼﾘﾝﾀﾞ数(十進数)で指定します。
本指定は省略可能で、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値は 100 ｼﾘﾝﾀﾞです。
指定可能なｼﾘﾝﾀﾞ数は
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-YY/ZZ(YY＝数字,ZZ＜20)(Large ﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ版)
でﾌｫｰﾏｯﾄした場合： 4369 ｼﾘﾝﾀﾞ、空きｼﾘﾝﾀﾞの小さい方です。
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-YY/ZZ(YY≧48,ZZ≧20)(Large ﾌｧｲﾙｻﾎﾟｰﾄ版)で、
ﾌｫｰﾏｯﾄした場合： 空きｼﾘﾝﾀﾞ分
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(注1) -d/-v/-n/-f/-r/-b/-cの後に付く値は、各々一つだけです。
(注2) devname と VOLSER-name ﾊﾟﾗﾒﾀは、両方もしくはどちらか一方を指定します。
ｱﾛｹｰﾄ対象ﾎﾞﾘｭｰﾑの指定ﾐｽを防ぐ上で、両方指定することを推奨します。
(2) ﾘﾀｰﾝ値
実行終了後、以下のﾘﾀｰﾝ値を返します。
0：正常終了
1：異常終了
(3) ﾒｯｾｰｼﾞ
ｱﾛｹｰﾀ終了時、使用可能な残ｼﾘﾝﾀﾞ数と完了ﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
処理中に、異常を検出した場合は、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを表示します。(詳細は、2.5節を参照して下さい)
(4) 注意事項
・以下のﾒｯｾｰｼﾞが表示された時は、ｱﾛｹｰﾄは実行されず、ﾎﾞﾘｭｰﾑ上にはｱﾛｹｰﾀ実行前の状態
が残ります。
「Allocate check error」
・上記のﾒｯｾｰｼﾞが表示されない時は、ｱﾛｹｰﾄ実行中(ﾎﾞﾘｭｰﾑへの書込み中)にｴﾗｰが発生して
いますので、ｱﾛｹｰﾀを再度実行して下さい。
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2.4.2 Windowsの場合
ｱﾛｹｰﾀのｱｲｺﾝを選択してｱﾛｹｰﾀを起動します。
ｱﾛｹｰﾀ起動時、ﾌｫｰﾏｯﾀで生成した中間ﾎﾞﾘｭｰﾑがｼｽﾃﾑに存在する場合は図2.4-1の操作画面を表示し、
中間ﾎﾞﾘｭｰﾑが存在しない場合は図2.4-2のﾌｫｰﾏｯﾄされたﾎﾞﾘｭｰﾑなしの画面を表示します。
ﾌｫｰﾏｯﾄされたﾎﾞﾘｭｰﾑなしの画面が表示された場合、ﾌｫｰﾏｯﾀが実行されているか否かﾁｪｯｸして下さい。
ｱﾛｹｰﾀで指定可能なｼﾘﾝﾀﾞ数/ﾄﾗｯｸ数の合計は最大下記通りです。
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-YY/ZZ(YY＝数字,ZZ＜20)(Largeﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ版)でﾌｫｰﾏｯﾄした場合 :
4369ｼﾘﾝﾀﾞまたは空き容量の小さい方です。
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-YY/ZZ(YY≧48,ZZ≧20)(Largeﾌｧｲﾙｻﾎﾟｰﾄ版)でﾌｫｰﾏｯﾄした場合:
空き容量分(ただしﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-YY/ZZ(YY≧48,ZZ≧20)のみｱｸｾｽ可能)

図2.4-1 ｱﾛｹｰﾀの操作画面

図2.4-2 処理可能な中間ﾎﾞﾘｭｰﾑがない場合のﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
操作画面は以下のようにして使用します。

(1)

VOLSER
ﾌｫｰﾏｯﾀでﾌｫｰﾏｯﾄした中間ﾎﾞﾘｭｰﾑの中から、ｱﾛｹｰﾀで処理するﾎﾞﾘｭｰﾑを選択します。
処理対象の中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのVSNを、ﾘｽﾄをﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝさせてﾘｽﾄ中から選択します。
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(2)

Dataset
生成する中間ﾌｧｲﾙの名称を指定します。
･1～44 桁の英字(A-Z、@、#、\(＼))、数字(0-9)、およびﾋﾟﾘｵﾄﾞ(.)で指定します。
(英小文字は英大文字に変換して表示します)

(3)

Allocation Capacity
作成する中間ﾌｧｲﾙのｻｲｽﾞを指定します。

(A) Cylinder
作成する中間ﾌｧｲﾙのｻｲｽﾞをｼﾘﾝﾀﾞ数で指定します。
下記(B)のﾄﾗｯｸ数も合わせて指定すると、指定ｼﾘﾝﾀﾞ数 ＋ ﾄﾗｯｸ数がﾌｧｲﾙｻｲｽﾞとなります。
(B) Track
作成する中間ﾌｧｲﾙのｻｲｽﾞをﾄﾗｯｸ数で指定します。
上記(A)のｼﾘﾝﾀﾞ数も合わせて指定すると、指定ｼﾘﾝﾀﾞ数 ＋ ﾄﾗｯｸ数がﾌｧｲﾙｻｲｽﾞとなります。
(C)

Max.
作成する中間ﾌｧｲﾙのｻｲｽﾞをｼﾘﾝﾀﾞ数/ﾄﾗｯｸ数で指定する代わりに、最大値を指定するときにｸﾘｯｸ
します。
Available Capacity
に表示されている全空きｴﾘｱがﾌｧｲﾙｴﾘｱとして割当てられます。

(4)

Record format
ﾚｺｰﾄﾞ形式を指定します。
以下の文字列を、ﾘｽﾄをﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝさせて選択します。
F ：固定長非ﾌﾞﾛｯｸ化
FB：固定長ﾌﾞﾛｯｸ化
V ：可変長非ﾌﾞﾛｯｸ化
VB：可変長ﾌﾞﾛｯｸ化

(5)

Record length
ﾚｺｰﾄﾞ長を10進数(ﾊﾞｲﾄ数)で指定します。
指定可能な値は以下の範囲です。
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝Fのとき：ﾚｺｰﾄﾞ長 ＝ ﾌﾞﾛｯｸ長
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝FBのとき：ﾚｺｰﾄﾞ長 ＝ (ﾌﾞﾛｯｸ長)÷n n:整数
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝V/VBのとき：5 ≦ ﾚｺｰﾄﾞ長 ≦ (ﾌﾞﾛｯｸ長－4)

(6)

Block length
ﾌﾞﾛｯｸ長を10進数(ﾊﾞｲﾄ数)で指定します。
指定可能な値は以下の範囲です。
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝F/FBのとき：1 ≦ ﾌﾞﾛｯｸ長 ≦ 32760
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝V/VBのとき：9 ≦ ﾌﾞﾛｯｸ長 ≦ 32760
Copy をｸﾘｯｸするとﾚｺｰﾄﾞ長と同じ値がﾌﾞﾛｯｸ長として設定されます。
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(7) Start
必要情報の設定後、ｱﾛｹｰﾀを起動するときにｸﾘｯｸします。
ｱﾛｹｰﾀの処理が正常終了した場合は、”Allocation complete!”のﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
ｱﾛｹｰﾀの処理が異常終了した場合は、”Allocating dataset failed.”のｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
本ﾀﾞｲｱﾛｸﾞで報告するｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞについては2.5節を参照して下さい。
（注1）
・ﾀﾞｲｱﾛｸﾞに次のﾒｯｾｰｼﾞが表示された時は、ｱﾛｹｰﾄは実行されず、ﾎﾞﾘｭｰﾑ上にはｱﾛｹｰﾀ実行前
の状態が残ります。
「Allocate check error」
・上記のﾒｯｾｰｼﾞが表示されない時は、ｱﾛｹｰﾄ実行中(ﾎﾞﾘｭｰﾑへの書込み中)にｴﾗｰが発生して
いますので、ｱﾛｹｰﾀを再度実行して下さい。

(注2) DS List は機能しません。ｸﾘｯｸもできません。
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2.5 ﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀのｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
ﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀが出力するｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞには以下のものがあります。
2.5.1 UNIX系OSの場合
ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

内容

Format Failed…
Format check error

ﾌｫｰﾏｯﾄ異常終了
ﾌｫｰﾏｯﾄﾁｪｯｸでｴﾗｰ検出
指定したﾌﾟﾗｲﾏﾘｼﾘﾝﾀﾞ数を確認して下さい

ﾌ
ｫ
｜ VOLSER-name error
ﾏ Primary cylinders error
primary_cylinders=[2- 5818]
ｯ
ﾀ The number of cylinder is too large

ﾎﾞﾘｭｰﾑ名称に不正な文字が指定されています
ﾌﾟﾗｲﾏﾘｼﾘﾝﾀﾞの指定範囲ｴﾗｰ
または不正な文字が指定されています

Available volume is not found for formatting
Allocating dataset failed…
Allocate check error

ｱ
ﾛ
ｹ Record_format error
｜ Record_length error Record_length=[指定範囲]
ﾀ Block_length error Block_length=[指定範囲]
Cylinders error
Cylinders Large error
Dataset name error (too long)
Dataset name error (Invalid letter)
This device is not formatted
Dataset is full
This dataset is already exists
The number of cylinders is too large
Available volume is not found for allocating
The VSN of allocating volume is disagreement

共

Volume definition file is not found
Volume definition file has no data
Volume definition file is not valid data
The devname and/or VOLSER-name is not found
in volume definition file

通 The partition name is invalid

指定したｼﾘﾝﾀﾞ容量がありません
ﾌｫｰﾏｯﾄ可能なﾎﾞﾘｭｰﾑ(OPEN-X)がありません
ｱﾛｹｰﾄ異常終了
ｱﾛｹｰﾄﾁｪｯｸでｴﾗｰ検出
指定したｼﾘﾝﾀﾞ数を確認して下さい
ﾚｺｰﾄﾞ形式指定不正
ﾚｺｰﾄﾞ長指定不正
ﾌﾞﾛｯｸ長指定不正
ｼﾘﾝﾀﾞ数に数値以外の文字が指定されています。又
は 指定可能範囲外の数値 が指定されています｡
ｼﾘﾝﾀﾞ数が6桁以上指定されています。又は 指定可
能範囲外の数値、文字 が指定されています｡
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名が、44文字を越えて指定されています
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名に不正な文字が指定されています。
又はﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名が指定されていません
指定したﾃﾞﾊﾞｲｽがﾌｫｰﾏｯﾄされていません
作成可能なﾃﾞｰﾀｾｯﾄの数を越えています
同一のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名が既に存在しています
指定したｼﾘﾝﾀﾞ容量がありません
ｱﾛｹｰﾄ可能なﾎﾞﾘｭｰﾑ(OPEN-X)がありません
指定された(又はﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の)VSNと、
ﾎﾞﾘｭｰﾑ上のVSNが不一致です
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙがありません
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに定義がされていません
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾊﾟﾗﾒﾀ数が不正です
指定したﾃﾞﾊﾞｲｽ名/ﾎﾞﾘｭｰﾑ名称、又はその組合せに
一致するものが、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙにありません
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名が不正です

in volume definition file
Partition name length error
in volume definition file
VSN length error in volume definition file
Emulation type length error
in volume definition file
Volume definition file record length error
Volume definition file read error
Volume definition file close error
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ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名が長すぎます
(1024文字以内)
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のVSNの指定が長すぎます
（6文字以内）
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの指定が
長すぎます(10文字以内)
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの１ﾚｺｰﾄﾞのｻｲｽﾞが長すぎます
(2081文字以内)
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのﾘｰﾄﾞに失敗しました
(再起動して下さい)
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました
(再起動して下さい)

2.5.2 Windowsの場合
ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

内容

ﾌｫ Format Failed…
｜ Format check error
ﾏ
ｯ Available volume is not found for formatting
ﾀ
Allocating dataset failed..
Allocating dataset failed.. Allocate check error

ｱ
ﾛ
ｹ There is no volume for allocating!
｜ This VOLSER is already exists
ﾀ This dataset is already exists

Available volume is not found for allocating
Format information is error
The VSN of allocating volume is disagreement

共

Volume definition file is not found
Volume definition file has no data
The devname and/or VOLSER-name is not found
in volume definition file

通
Partition name length error
in volume definition file
VSN length error in volume definition file
Emulation type length error
in volume definition file
Volume definition file record length error
Volume definition file read error
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ﾌｫｰﾏｯﾄ異常終了
ﾌｫｰﾏｯﾄﾁｪｯｸでｴﾗｰ検出
指定したﾌﾟﾗｲﾏﾘｼﾘﾝﾀﾞ数を確認して下さい
ﾌｫｰﾏｯﾄ可能なﾎﾞﾘｭｰﾑ(OPEN-X)が
ありません
ｱﾛｹｰﾄ異常終了
ｱﾛｹｰﾄﾁｪｸでｴﾗｰ検出
指定したｼﾘﾝﾀﾞ数を確認して下さい
ﾌｫｰﾏｯﾄされているﾎﾞﾘｭｰﾑがありません
同一のVOLSER名が既に存在しています
同一のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名が既に存在しています
ｱﾛｹｰﾄ可能なﾎﾞﾘｭｰﾑ(OPEN-X)がありません
指定したﾎﾞﾘｭｰﾑの情報が不正です
ﾎﾞﾘｭｰﾑをﾌｫｰﾏｯﾄして下さい
指定された(又はﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の)VSN
と、ﾎﾞﾘｭｰﾑ上のVSNが不一致です
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙがありません
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに定義がされていません
指定したﾃﾞﾊﾞｲｽ名/ﾎﾞﾘｭｰﾑ名称、またはその
組合わせに一致するものが、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義
ﾌｧｲﾙにありません
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名が
長すぎます。(1024文字以内)
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のVSNの指定が
長すぎます（6文字以内）
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの指定
が長すぎます(10文字以内)
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの１ﾚｺｰﾄﾞのｻｲｽﾞが
長すぎます(2081文字以内)
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのﾘｰﾄﾞに失敗しました
(再起動して下さい)

３ FAL のｲﾝｽﾄｰﾙ
3.1 FAL/FCU ﾒﾓﾘ使用量
･FAL/FCU 起動時のﾒﾓﾘ使用量は約 20MB となります。
･FCU（GUI 版）を使用すればさらに約 5MB となります。
3.2 FAL のｲﾝｽﾄｰﾙ
3.2.1 32bit用FAL/FCUのｲﾝｽﾄｰﾙ/ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ
32bit版及び64bit版対応のFAL/FCUをｲﾝｽﾄｰﾙ/ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙする場合、本章に示す手順に従って行って下さい。
(FAL/FCU64bit版は、01-XX-59版以降の対応となります。)
Code Converter(注)と連携される場合は次の点に注意して下さい。
・FAL及びCode Converterをｲﾝｽﾄｰﾙする場合：
→FALをｲﾝｽﾄｰﾙ後、Code Converterをｲﾝｽﾄｰﾙして下さい。
・FAL及びCode Converterを共にｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙする場合：
→Code Converterのｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ後にFALをｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙして下さい。
・FAL及びCode Converterがｲﾝｽﾄｰﾙされている状態でFALをﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟする場合：
→3.3章を参照して下さい。
(1) UNIX系OSの場合

[ｲﾝｽﾄｰﾙ方法]
以下の手順によりｲﾝｽﾄｰﾙを行いますが、旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝがｲﾝｽﾄｰﾙされている場合には、最初に旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
をｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙする必要があります。後述のｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙの手順により旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝのｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙを実施した後、
新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝのｲﾝｽﾄｰﾙを行って下さい。
① rootでﾛｸﾞｲﾝする。
② CD-ROMをﾄﾞﾗｲﾌﾞに入れてﾏｳﾝﾄする。(CD-ROMはiso9660にて作成しています。)
③ 以下のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの存在を確認し、なければ当該ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを作成する。
/usr, /usr/bin, /usr/include, /usr/lib, /usr/lib/X11, /usr/lib/X11/app-defaults
(例) ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘX11の作成
： # mkdir /usr/lib/X11
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ app-defaultsの作成： # mkdir /usr/lib/X11/app-defaults
④ ﾙｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに移動する。
⑤ FAL/FCUをCD-ROMからｲﾝｽﾄｰﾙする。
CD-ROMのﾏｳﾝﾄの仕方によりﾌｧｲﾙ名/ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名の大文字/小文字の見え方が異なり、またﾌｧｲﾙ名に
‘;1’等が付加される場合(この場合ﾌｧｲﾙ名をｼﾝｸﾞﾙｺｰﾃｲｼｮﾝ(‘’)で囲む必要あり)があります。必ず、
lsｺﾏﾝﾄﾞにて確認してください。
次にFAL/FCUｲﾝｽﾄｰﾙ指定例を示します。
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FAL/FCUｲﾝｽﾄｰﾙ指定例
OS
ﾋﾞｯﾄ
32

64

対象OS
AIX
Solaris
Linux
(CPUﾀｲﾌﾟ)
AIX

HP-UX

(x86、AMD64/
Intel64共通)
AIX5L
AIX6.1
AIX7.1
AIX7.2
(Itanium)

(CPUﾀｲﾌﾟ)
Solaris
Linux

AS3.0
AS4.0
AS5.1-AS5.4
AS6.1-AS6.4
SuSE

備考

ｲﾝｽﾄｰﾙ指定例
cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/HMDE/AIX/AIX.CPI
cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/HMDE/SOLARIS/SOLARIS.CPI
cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/HMDE/LINUX/LINUX.CPI

―
―
―

cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/FAL64/AIX/AIX5/AIX.CPI

―

cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/FAL64/HP_UX/IA/HP_UX.CPI

―

cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/FAL64/SOLARIS/SOLARIS.CPI

―

cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/FAL64/LINUX/AS3/LINUX.CPI

―

･Solarisの場合、FCUを使用するﾕｰｻﾞ対応に、ﾘｿｰｽﾌｧｲﾙへのﾊﾟｽの設定が必要です。
下記の例を参考に設定して下さい。(ﾊﾟｽの設定は一度行えば次回からは不要です)
･Cｼｪﾙの場合、以下の行をﾎｰﾑﾃﾞｨﾚｸﾄﾘのﾌｧｲﾙ｢.cshrc｣の最終行として追加する。
(｢.cshrc｣がない場合は、作成して記述する)
setenv XFILESEARCHPATH /usr/lib/X11/app-defaults/%N:$XFILESEARCHPATH
･Cｼｪﾙ以外の場合、以下の2行をﾎｰﾑﾃﾞｨﾚｸﾄﾘのﾌｧｲﾙ｢.dtprofile｣の最終行として追加する。
(｢.dtprofile｣がない場合は、作成して記述する)
XFILESEARCHPATH=/usr/lib/X11/app-defaults/%N:$XFILESEARCHPATH
export XFILESEARCHPATH
注：共通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ環境がないﾏｼﾝでは、｢.profile｣に上記行を追加してください。
ﾌｧｲﾙがない場合は作成してください。
なお、上記の設定後に一度ﾛｸﾞｱｳﾄし、ﾛｸﾞｲﾝし直して下さい。
⑥ ｱﾝﾏｳﾝﾄして、CD-ROMをﾄﾞﾗｲﾌﾞから取り出す。(solarisでは、ejectｺﾏﾝﾄﾞで、CD-ROMを取り出す
場合もあります。)
⑦ 一度ﾛｸﾞｱｳﾄし、再度ﾛｸﾞｲﾝする。
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（補足）
32/64bit版のFAL/FCUがｲﾝｽﾄｰﾙされるﾌｧｲﾙ一覧
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名
1 /usr/bin
2
3
4
5
6
7
8 /usr/lib
9
10
11
12 /usr/lib
/X11/app-defaults
13 /usr/include

ﾌｧｲﾙ名

説明

32bit版
fcu(*3)
fcunw
listvol
mfformat
allocds
ppkeyset
autoppkeyset

―
fcunw64
listvol64
mfformat64
allocds64
ppkeyset64
autoppkeyset64

libuoc.*
(*1)(*2)
libfal.* (*2)
libfalmt.*

libuoc64.*
(*1)(*2)
libfal64.* (*2)
―

FCU(GUI版)
FCU(GUIなし版)
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ一覧表示
ﾌｫｰﾏｯﾀ
ｱﾛｹｰﾀ
ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ設定ｺﾏﾝﾄﾞ
ﾗｲｾﾝｽｷｰ ﾌｧｲﾙ
入力ｺﾏﾝﾄﾞ
HMDE/KANJI用
ﾀﾞﾐｰﾗｲﾌﾞﾗﾘ
FAL
FALﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ用

libfal.ver
FcuMf

libfal.ver
―

FALのVerﾌｧｲﾙ
GUIﾌｧｲﾙ

dataset.h

dataset.h

ﾍｯﾀﾞﾌｧｲﾙ

備考

64ﾋﾞｯﾄ版

Ver.01-XX-56/ZZ
以降ｻﾎﾟｰﾄ
拡張子はOSに
より異なる
(#10はVer.01XX-59/20以降ｻ
ﾎﾟｰﾄ(AIX))

*1：libuoc.*及びlibuoc64.*ﾌｧｲﾙは、HMDE/KANJIをｲﾝｽﾄｰﾙするとHMDE/KANJIのﾗｲﾌﾞﾗﾘに
置換わります。HMDE/KANJIをｲﾝｽﾄｰﾙする場合は、libuoc.*及びlibuoc64.*ﾌｧｲﾙを別名で保存
してからｲﾝｽﾄｰﾙして下さい。
*2：Solaris及びHP-UXの場合は/usr/libﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ配下のOS固有のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘにﾌｧｲﾙがｲﾝｽﾄｰﾙされます。
以下を参照して下さい。
・64bit版Solarisの場合
：/usr/lib/sparcv9
・64bit版HP-UX(Itanium)の場合 ：/usr/lib/hpux64
*3：Linuxの場合は当該ﾌｧｲﾙはｲﾝｽﾄｰﾙされません。fcunwｺﾏﾝﾄﾞのみのｻﾎﾟｰﾄとなります。

[ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ方法]
FAL/FCUの旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝがｲﾝｽﾄｰﾙされている場合、以下の手順で旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝをｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙし
て下さい。
① ｲﾝｽﾄｰﾗを使用してFDからｲﾝｽﾄｰﾙした場合 (Ver.01-01-31より前のﾊﾞｰｼﾞｮﾝが対象です)
ｲﾝｽﾄｰﾙ時のﾕｰｻﾞIDでﾛｸﾞｲﾝし、当該FDに格納されているｱﾝｲﾝｽﾄｰﾗを起動してｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙする。
(ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ手順は当該ﾊﾞｰｼﾞｮﾝに対応するﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞに記述してあります)
なお、旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝのFDがない場合、下記②と同様の手順でｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙして下さい。
② DATからtarｺﾏﾝﾄﾞによりｲﾝｽﾄｰﾙした場合 (Ver.01-01-31より前のﾊﾞｰｼﾞｮﾝが対象です)
ｲﾝｽﾄｰﾙ時のﾕｰｻﾞIDでﾛｸﾞｲﾝし、fcu/fal.o/dataset.hのﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに移動して、
以下のｺﾏﾝﾄﾞによりｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙする。
# rm fcu fal.o dataset.h $HOME/FcuMf
なお、旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝのﾃﾞｨﾚｸﾄﾘが不明の場合は、以下の手順により検索します。
･rootでﾛｸﾞｲﾝする。
･以下のｺﾏﾝﾄﾞを実行する。
# find / -name “fcu” -print
# find / -name “fal.o” -print
# find / -name “dataset.h” -print
# find / -name “FcuMf” –print

－50－

③ cpioｺﾏﾝﾄﾞによりｲﾝｽﾄｰﾙした場合 (Ver.01-01-31以降のﾊﾞｰｼﾞｮﾝが対象です)
通常、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ時はｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ手順は不要です。旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝに新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝをｵｰﾊﾞﾗｲﾄします。
ただし、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾀﾞｳﾝ時はｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙが必要となります。
ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙだけを実施したい場合は以下の手順で行います。
･rootでﾛｸﾞｲﾝする。
･以下のｺﾏﾝﾄﾞを実行する。
32bit版FAL/FCUの場合
64bit版FAL/FCUの場合
・Linuxの場合
―
―
・それ以外の場合
# rm /usr/bin/fcu
# rm /usr/bin/fcunw
# rm /usr/bin/fcunw64
# rm /usr/include/dataset.h
# rm /usr/include/dataset.h
# rm /usr/lib/libfal.*
# rm /usr/lib/libfal.ver
･ AIX,Linuxの場合
# rm /usr/lib/libfal64.*
･ HP-UX(Itanium)の場合
# rm /usr/lib/hpux64/libfal64.so
･ Solarisの場合
# rm /usr/lib/sparcv9/libfal64.so.1
・AIX(Ver.01-XX-59/20以降)の場合
―
# rm /usr/lib/libfalmt.a
# rm /usr/lib/libuoc.*
･ AIX,Linuxの場合
# rm /usr/lib/libuoc64.*
･ HP-UX(Itanium)の場合
# rm /usr/lib/hpux64/libuoc64.so
･ Solarisの場合
# rm /usr/lib/sparcv9/libuoc64.so.1
# rm /usr/lib/X11/app-defaults/FcuMf
―
HI-UX/WE2以外の、Ver.01-01-40以降のﾊﾞｰｼﾞｮﾝでは､以下の操作が必要です。
32bit版FAL/FCUの場合
64bit版FAL/FCUの場合
# rm /usr/bin/mfformat
# rm /usr/bin/mfformat64
# rm /usr/bin/allocds
# rm /usr/bin/allocds64

Ver.01-01-41以降のﾊﾞｰｼﾞｮﾝでは､さらに以下の操作が必要です。
32bit版FAL/FCUの場合
64bit版FAL/FCUの場合
# rm /usr/bin/listvol
# rm /usr/bin/listvol64
SANRISE SERIES対応版及びUSP V,VSP,VSP G1000,VSP 5000対応版ではさらに下記操作が必要です。
（他ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄでも使用している場合は削除しないで下さい。）
32bit版FAL/FCUの場合
64bit版FAL/FCUの場合
# rm /usr/bin/ppkeyset
# rm /usr/bin/ppkeyset64
# rm /usr/bin/autoppkeyset
# rm /usr/bin/autoppkeyset64
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(2)

Windowsの場合

[ｲﾝｽﾄｰﾙ方法]
-----------------------------------------------------------------(注) 旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝの FCU が既にｲﾝｽﾄｰﾙされている場合は、先に FCU の
ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙを行って下さい。（後述のｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ方法を参照）
-----------------------------------------------------------------[SANRISE SERIES 及び USP V ｼﾘｰｽﾞ VSP ｼﾘｰｽﾞ VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ]
① 提供CD-ROMをCD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞにｾｯﾄして下さい。
② 提供CD-ROMの中の｢[CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ]\PROGRAM\HMDE\WIN_NT\DISK1\setup.exe｣をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸするとｲﾝ
ｽﾄｰﾙが始まります。
画面の案内に従って完了するまで操作して下さい。
（補足）
ｲﾝｽﾄｰﾙされるﾌｧｲﾙ一覧
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名

ﾌｧｲﾙ名

説明

1 C:\FCU (ﾃﾞﾌｫﾙﾄ)
2

32bit版
fcu.exe
fcunw.exe

64bit版
fcu64.exe
fcunw64.exe

FCU(GUI版)
FCU(GUIなし版)

3
4

format.exe
listvol.exe

format64.exe
listvol64.exe

ﾌｫｰﾏｯﾀ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ一覧表示

5
6
7

alloc64.exe
ppkeyset64.exe
autoppkeyset64.
exe
fal64.dll
fal64.lib
uoc64.dll

ｱﾛｹｰﾀ
ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ設定ｺﾏﾝﾄﾞ
ﾗｲｾﾝｽｷｰ ﾌｧｲﾙ入力ｺﾏﾝﾄﾞ

8
9
10
11
12

alloc.exe
ppkeyset.exe
autoppkey
set.exe
fal.dll
falmt.dll
fal.lib
falmt.lib
uoc.dll (*1)

13
14 %SystemRoot%
(環境変数)

dataset.h
libfal.ver
-

dataset.h
libfal.ver

備考

Ver.01-XX-52/
ZZ 以降
Ver.01-XX-66/
21 以降(XX≧05)

Ver.01-XX-56/
ZZ 以降

FALのDLLﾌｧｲﾙ
FALのLIBﾌｧｲﾙ
FALのﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ用LIBﾌｧｲﾙ
HMDE/KANJI用
ﾀﾞﾐｰﾗｲﾌﾞﾗﾘ
ﾍｯﾀﾞﾌｧｲﾙ
FALのVerﾌｧｲﾙ

注：*1 uoc.dllﾌｧｲﾙは、HMDE/KANJIをｲﾝｽﾄｰﾙするとHMDE/KANJIのﾗｲﾌﾞﾗﾘに置換わります。
HMDE/KANJIをｲﾝｽﾄｰﾙする場合は、uoc.dllを別名で保存してからｲﾝｽﾄｰﾙして下さい。

[ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ方法]
①「ｽﾀｰﾄ」ﾎﾞﾀﾝを押して「設定」の｢ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ｣を選択して下さい。
② ｢ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの追加と削除｣ｱｲｺﾝをｸﾘｯｸし、「ｲﾝｽﾄｰﾙと削除」ﾀｸﾞのｿﾌﾄｳｪｱ一覧の中
から「FCU」を選択して下さい。
③「追加と削除」をｸﾘｯｸするとｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙが始まります。画面の案内に従って完了する
まで操作して下さい。
--------------------------------------------------------------------注 ① Ver. 01-01-33/00 以前の場合は、ｲﾝｽﾄｰﾗを使用していませんので、
ｲﾝｽﾄｰﾙ時に作成したﾌｫﾙﾀﾞごと手動で削除して下さい。
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾀﾞｳﾝを行う場合、C:\WINNTﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内にlibfal.verﾌｧｲﾙが残って
いると誤動作する可能性がある為、必ず削除してください。
② HMDE/KANJIをｲﾝｽﾄｰﾙしている場合、次の点に注意して下さい。
FALをｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙする前に、必ずｲﾝｽﾄｰﾙしてあるﾌｫﾙﾀﾞ毎ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟを取って下さい。
FALをｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙした時に、HMDE/KANJIのﾌｧｲﾙも一緒に削除されてしまった場合
HMDE/KANJIを再度ｲﾝｽﾄｰﾙして下さい。もしHMDE/KANJIのﾌｧｲﾙを更新して
使用していた場合はｲﾝｽﾄｰﾙ後に、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟからそのﾌｧｲﾙを戻して下さい。
---------------------------------------------------------------------
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3.2.2 64bit用FAL/FCUのｲﾝｽﾄｰﾙ/ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ
(1) UNIX の場合

[ｲﾝｽﾄｰﾙ方法]
64bit用のFAL単体(ﾗｲﾌﾞﾗﾘ単体)のｲﾝｽﾄｰﾙは01-XX-58版以前の対応となります。01-XX-59版以降で64bit対応
をｲﾝｽﾄｰﾙする場合は、FAL/FCU(FCU込み)のｲﾝｽﾄｰﾙとなります。以下を参照して下さい。
① rootでﾛｸﾞｲﾝする。
② CD-ROMをﾄﾞﾗｲﾌﾞに入れてﾏｳﾝﾄする。(CD-ROMはiso9660にて作成しています。)
③ 以下のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの存在を確認し、なければ当該ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを作成する。
/usr, /usr/include, /usr/lib ：全ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ共通
/usr/lib/hpux64
：HP-UX(Itanium)の場合
/usr/lib/sparcv9
：Solarisの場合
④ ﾙｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに移動する。
⑤ FAL(64bit)をCD-ROMからｺﾋﾟｰする。
CD-ROMのﾏｳﾝﾄの仕方によりﾌｧｲﾙ名/ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名の大文字/小文字の見え方が異なり、またﾌｧｲﾙ名に
‘;1’等が付加される場合(この場合ﾌｧｲﾙ名をｼﾝｸﾞﾙｺｰﾃｲｼｮﾝ(‘’)で囲む必要あり)があります。必ず、
lsｺﾏﾝﾄﾞにて確認してください。以下に指定例を示します。
注：AIX版64bitFALは、V4.3.3とV5.xで互換性がありません。
ｲﾝｽﾄｰﾙする際にはOSのﾊﾞｰｼﾞｮﾝにより、対象ﾌｧｲﾙ（ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ）を使い分けてください。
･ HP-UX(Itanium)の場合
cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/FAL64/HP_UX/IA/HP_UX.CPI
･ Solarisの場合
cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/FAL64/SOLARIS/SOLARIS.CPI
･ AIX（V5.x, V6.x, V7.x）の場合
cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/FAL64/AIX/AIX5/AIX.CPI
･ Linux(AS3.0, AS4.0, AS5.1-AS5.4, AS6.1-AS6.4, SuSE)の場合
cpio -iBmuv <(MountPoint)/PROGRAM/FAL64/LINUX/AS3/LINUX.CPI

⑥ ｱﾝﾏｳﾝﾄして、CD-ROMをﾄﾞﾗｲﾌﾞから取り出す。(solarisでは、ejectｺﾏﾝﾄﾞで、CD-ROMを取り出す
場合もあります。)
⑦ 一度ﾛｸﾞｱｳﾄし、再度ﾛｸﾞｲﾝする。
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[ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ方法]
64bit用のFAL単体(ﾗｲﾌﾞﾗﾘ単体)のｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙは01-XX-58版以前の対応となります。以下を参照して下さい。
（01-XX-59版以降で64bit対応をｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙする場合は、FAL/FCU(FCU込み)のｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙとなります。）
① rootでﾛｸﾞｲﾝする。
② 以下のｺﾏﾝﾄﾞを実行する。
# rm /usr/bin/ppkeyset64
# rm /usr/include/dataset.h
# rm /usr/lib/libfal.ver
･ HP-UX(Itanium)の場合
# rm /usr/lib/hpux64/libfal64.so
･ Solarisの場合
# rm /usr/lib/sparcv9/libfal64.so.1
･ AIXの場合
# rm /usr/lib/libfal64.a
･ Linuxの場合
# rm /usr/lib/libfal64.so.1
(2) Windows の場合

[ｲﾝｽﾄｰﾙ方法]
-----------------------------------------------------------------(注) 旧ﾊﾞｰｼﾞｮﾝの FCU が既にｲﾝｽﾄｰﾙされている場合は、先に FCU の
ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙを行って下さい。（後述のｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ方法を参照）
-----------------------------------------------------------------[USP V ｼﾘｰｽﾞ VSP ｼﾘｰｽﾞ VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ]
① 提供CD-ROMをCD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞにｾｯﾄして下さい。
② Itanium版の場合
提供CD-ROMの中の｢[CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ]\PROGRAM\FAL64\WIN\IA\WIN.MSI｣をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸするとｲﾝｽﾄｰﾙが
始まります。
画面の案内に従って完了するまで操作して下さい。
③ x64版の場合
提供CD-ROMの中の｢[CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ]\PROGRAM\FAL64\WIN\X64\WIN.MSI｣をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸするとｲﾝｽﾄｰﾙ
が始まります。
画面の案内に従って完了するまで操作して下さい。

[ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ方法]
①「ｽﾀｰﾄ」ﾎﾞﾀﾝを押して「設定」の｢ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ｣を選択して下さい。
②Itanium版の場合
｢ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの追加と削除｣ｱｲｺﾝをｸﾘｯｸし、「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの変更と削除」ﾀｸﾞの現在ｲﾝｽﾄｰﾙされている
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの中から「FALFCU for Windows IA64」を選択して下さい。
③ x64の場合
｢ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの追加と削除｣ｱｲｺﾝをｸﾘｯｸし、「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの変更と削除」ﾀｸﾞの現在ｲﾝｽﾄｰﾙされている
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの中から「FALFCU for Windows x64」を選択して下さい。
④「削除」をｸﾘｯｸするとｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙが始まります。画面の案内に従って完了する
まで操作して下さい。
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3.2.3 ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞについて
SANRISE SERIES 用ｼｽﾃﾑ及び USP V ｼﾘｰｽﾞ VSP ｼﾘｰｽﾞ VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ 用ｼｽﾃﾑでは、
FAL/FCU/LISTVOL/LISTVOL64/FCUNW/FCUNW64 を動作させるにはﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞを設定する必要があります。
ﾗｲｾﾝｽｷｰ設定ｺﾏﾝﾄﾞを用いて、ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞを設定して下さい。(SANRISE SERIES 時及び USP V ｼﾘｰｽﾞ VSP ｼ
ﾘｰｽﾞ VSP G1000 ｼﾘｰｽﾞ VSP 5000 ｼﾘｰｽﾞ時も、ﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀはﾗｲｾﾝｽｷｰ不要)
（注）
・01-XX-55以前のﾊﾞｰｼﾞｮﾝでのﾗｲｾﾝｽｷｰ設定は、ﾎｽﾄ名設定後に行って下さい。ﾗｲｾﾝｽｷｰ設定後
ﾎｽﾄ名を変更するとｴﾗｰとなります。
HI-UXの時、myhostname.rcﾌｧｲﾙにﾎｽﾄ名を設定していないと、ｴﾗｰとなる場合があります。
・AIXの時、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ動作後、ﾗｲｾﾝｽｷｰ設定を行うとｴﾗｰとなることがあります。slibcleanｺﾏﾝﾄﾞ
発行後、再度ﾗｲｾﾝｽｷｰ設定の操作を行って下さい。
・ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞの設定は、新規ｲﾝｽﾄｰﾙ及びﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝ時にも必要となります。
・USP Vｼﾘｰｽﾞ(01-05-YYのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ)でのﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞは以下のようになります。
File ExchangeとCode Converterの場合
『Hitachi Cross-OS File Exchange software(P-012R-JC1S1K)』
File Exchange Optionの場合(HULFTｵﾌﾟｼｮﾝ用)
『Hitachi Cross-OS File Exchange software Option set(P-F012R-JC11SK)』
Code ConverterOptionの場合(Code Converter-EUC,CODECHK,UNICODE用)
『Hitachi Cross-OS File Exchange software Code Converter Option set(P-F012R-JC12SK)』
・VSPｼﾘｰｽﾞ(01-06-YYのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ)、VSP G1000ｼﾘｰｽﾞ(01-07-YYのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ)及びVSP 5000ｼﾘｰｽﾞ(01-08-YYの
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ)でのﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞは以下のようになります。
File ExchangeとCode Converterの場合
『Hitachi Cross-OS File Exchange software(P-012R-JDS1K)』
File Exchange Optionの場合(HULFTｵﾌﾟｼｮﾝ用)
『Hitachi Cross-OS File Exchange software Option set(P-F012R-JE11SK)』
Code ConverterOptionの場合(Code Converter-EUC,CODECHK,UNICODE用)
『Hitachi Cross-OS File Exchange software Code Converter Option set(P-F012R-JE12SK)』
・FAL HULFTｵﾌﾟｼｮﾝは32bit版のみであるため、ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ設定には必ずFAL 32bit版のﾗｲｾﾝｽｷｰ
設定ｺﾏﾝﾄﾞを使用してください。FAL 64bit版対応のｺﾏﾝﾄﾞ(ppkeyset64,autoppkeyset64)での
ﾗｲｾﾝｽｷｰ設定はできません。
(1) ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ ｴﾗｰ
「FCU/FCUNW/FCUNW64/LISTVOL/LISTVOL64の場合」
・ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞを設定せずに、起動すると、下記ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。
Couldn't permit execution that does not have a software license.
・ｿﾌﾄｳｪｱﾗｲｾﾝｽ期限を超過しているか、このﾎｽﾄの時刻を不正に戻すと、下記ﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。
Couldn't permit execution that had an expired trying time limit of a software license.
・ｲﾝｽﾄｰﾙされたﾎｽﾄ上で動作していないか、ﾎｽﾄ名を変更すると下記ﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。ﾎｽﾄ名を
変更した場合、再度 FAL/FCU をｲﾝｽﾄｰﾙして、ﾗｲｾﾝｽｺｰﾄﾞを設定して下さい。(01-XX-55 以前)
Couldn't permit execution that this host and a host installed are not identical and/or hostname
is changed.
・FCU/FCUNW/FCUNW64 立ち上がり後、途中でｿﾌﾄｳｴｱﾗｲｾﾝｽの期限が超過すると、次の転送／
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ一覧表示のﾀｲﾐﾝｸﾞで、FAL ｴﾗｰが返ります。
｢FAL の場合(UP 等)｣ FAL ｴﾗｰが返ります。
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3.2.4 ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞの設定方法
(1)ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ設定方法 （ﾗｲｾﾝｽｷｰ直接入力）
32bit版及び64bit版対応のFAL/FCUのﾗｲｾﾝｽｷｰを設定することにより動作可能とします。
ﾗｲｾﾝｽｺｰﾄﾞ設定ｺﾏﾝﾄﾞにﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞを直接入力することにより、ﾗｲｾﾝｽｷｰを設定します。
(FAL/FCU64bit版は、01-XX-59版以降の対応となります。対応OSについては1.2.2.8節を
参照して下さい。)
「UNIXの場合」（32/64bit版）
ｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝより、下記に示す通りにppkeysetｺﾏﾝﾄﾞを起動して下さい。
① HP-UXの場合
・64bit版(Itanium)
#ppkeyset64 <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/bin/fcunw64 /usr/lib/hpux64/libfal64.so
② Solarisの場合
・32bit版
#ppkeyset <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/bin/fcunw /usr/bin/fcu /usr/lib/libfal.so.1
・64bit版
#ppkeyset64 <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/bin/fcunw64 /usr/lib/sparcv9/libfal64.so.1
③ Linuxの場合
・32bit版(x86/AMD64/Intel64共通)
#ppkeyset <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/bin/fcunw /usr/lib/libfal.so.1
・64bit版(AMD64/Intel64共通)
#ppkeyset64 <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/bin/fcunw64 /usr/lib/libfal64.so.1
④ AIXの場合
・32bit版(01-XX-58版以前)
#ppkeyset <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/bin/fcunw /usr/bin/fcu /usr/lib/libfal.a
・32bit版(01-XX-59版以降)
#ppkeyset <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/bin/fcunw /usr/bin/fcu /usr/lib/libfal.a
/usr/lib/libfalmt.a
・64bit版
#ppkeyset64 <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/bin/fcunw64 /usr/lib/libfal64.a
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「UNIXの場合」（64bit版FAL）
ｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝより、下記に示す通りにppkeyset64ｺﾏﾝﾄﾞを起動して下さい。
64bit版のFAL単体(ﾗｲﾌﾞﾗﾘ単体)のﾗｲｾﾝｷｰｾｯﾄは01-XX-58版以前の対応となります。
01-XX-59版以降64bit対応をﾗｲｾﾝｽｷｰｾｯﾄする場合は、FAL/FCU(FCU込み)のﾗｲｾﾝｽｷｰｾｯﾄとなります。
・ppkeysetｺﾏﾝﾄﾞでは、ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞを設定できません。ｴﾗｰとなります。
① HP-UXの場合
#ppkeyset64 <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/lib/hpux64/libfal64.so
② Solarisの場合
#ppkeyset64 <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/lib/sparcv9/libfal64.so.1
③ AIXの場合
#ppkeyset64 <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/lib/libfal64.a
④Linuxの場合
#ppkeyset64 <ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ> /usr/lib/libfal64.so.1

[Windows系の場合]（32/64bit版）
①FAL/FCUｲﾝｽﾄｰﾙ先ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内の、ppkeyset.exe(32bit版)またはppkeyset64.exe(64bit版)を
ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸします。
②MS-DOSﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ画面が表示され、以下のﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。
Please enter <License key> [Installed Directory or File]... or <quit> for exit.
③<ﾗｲｾﾝｽｷｰ> <FAL/FCUｲﾝｽﾄｰﾙ先ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ> と入力してEnterｷｰを押下して下さい。但しﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名に
ｽﾍﾟｰｽを含む場合、直接ﾌｧｲﾙ名を指定してください。（<ﾗｲｾﾝｽｷｰ> fal.dll falmt.dll ）(32bit版)
（<ﾗｲｾﾝｽｷｰ> fal64.dll ）
(64bit版)
④再度Please enter <License key> [Installed Directory or File]... or <quit> for exit.
が表示されますので、”quit”を入力してEnterｷｰを押下して下さい。

ppkeyset 正常終了時ﾒｯｾｰｼﾞ
項番
ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
１
２

内 容
無制限のﾗｲｾﾝｽｷｰを設定した場合表示します。
期間限定のﾗｲｾﾝｽｷｰを設定した場合表示します。

set in available for all days.
set in available for xxx days.

(注) xxxは日数

ppkeyset ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
項番
ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

内 容

１
２

Invalid <License key>:Decode error.
skipped for inequality to PP_CODE[xxx].

３

available for all days on hostname on Ser# xxxxx.

４

available for d:hh Hr on hostname on Ser# xxxxx.

５

Couldn't find PP_KEY on [xxx].

ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞが間違えている時に表示します。
当該P.P.以外のﾗｲｾﾝｽｷｰで実行した場合に表示します。
本ﾒｯｾｰｼﾞの場合、ﾗｲｾﾝｽｷｰは入っていない状態です。
xxx:PPID
既にﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞが設定されている時に表示します。
xxxxx:ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ
ﾗｲｾﾝｽｷｰの残り有効期間を表示します。
d:日数 hh:時間 xxxxx:ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ
ﾗｲｾﾝｽｷｰの機能が組み込まれていないﾌｧｲﾙを指定した場合に
表示します。
xxx: ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ or ﾌｧｲﾙ名
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(2)ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ設定方法 （ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ入力）
ﾗｲｾﾝｽｷｰ ﾌｧｲﾙ入力ｺﾏﾝﾄﾞに、ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙを指定することにより、ﾗｲｾﾝｽｷｰを設定します。
この場合、ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙを予めｻｰﾊﾞ上に入れておく必要があります。
（注）本ｺﾏﾝﾄﾞが実行されると、実行結果がﾒｯｾｰｼﾞで表示されます。（下記表示例参照）
ｺﾏﾝﾄﾞ実行時に、ﾒｯｾｰｼﾞが何も表示されなかった場合は、ﾗｲｾﾝｽｷｰは設定されていません。
この場合は、次の要因が考えられます。
・/usr/bin/fcunw /usr/bin/fcu /usr/lib/libfal.xx が存在しない場合
・/usr/bin/fcunw64 /usr/lib/libfal64.xxが存在しない場合
・ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ内に、当該ﾗｲｾﾝｽｷｰが入っていない場合
・指定したﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙのﾌｧｲﾙ形式が異なっている場合
「UNIXの場合」
ｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝより、下記に示す通りにautoppkeysetｺﾏﾝﾄﾞを起動して下さい。
#autoppkeyset <ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ> (32bit版)
#autoppkeyset64 <ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ> (64bit版)
(注) ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙがautoppkeysetと異なるﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに存在する場合は、絶対パスを指定して下さい。
(注) autoppkeysetｺﾏﾝﾄﾞではlibfalmt.*に対するﾗｲｾﾝｽｷｰ設定は行いません。ppkeysetｺﾏﾝﾄﾞを使用
してください。
(例) 正常終了時の画面表示例
# autoppkeyset /FCU/12345.plk
PP=xxx
ppkeyset 12345678901234567890 /usr/bin/fcu
[/usr/bin/fcu] set in available for all days.
-----------------------------PP=xxx
ppkeyset 12345678901234567890 /usr/bin/fcunw
[/usr/bin/fcunw] set in available for all days.
-----------------------------PP=xxx
ppkeyset 12345678901234567890 /usr/lib/libfal.xx
[/usr/lib/libfal.so.1] set in available for all days.
-----------------------------#

(12345.plk：ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ)
(注1)PP=xxx：xxxはPPIDが表示されます。

(注2) libfal.xx：xxはﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑにより異なります。

[Windows系の場合」
ｺﾏﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ（DOS窓）を開き、下記に示す通りにautoppkeyset.exeｺﾏﾝﾄﾞを起動して下さい。
autoppkeyset <ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ> (32bit版)
autoppkeyset64 <ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ> (64bit版)
(注) ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙがautoppkeyset.exeと異なるﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに存在する場合は、絶対パスを指定して
下さい。
(注) autoppkeyset.exeｺﾏﾝﾄﾞではfalmt.dllに対するﾗｲｾﾝｽｷｰ設定は行いません。ppkeyset.exe
ｺﾏﾝﾄﾞを使用してください。
(例) 正常終了時の画面表示例
C:¥FCU>autoppkeyset 12345.plk
PP=xxx
ppkeyset ABCDEFGHIJKLMNOPQRST fal.dll
[fal.dll] set in available for all days.
------------------------------

(12345.plk：ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ)
(注1)PP=xxx：xxxはPPIDが表示されます。

C:¥FCU>
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autoppkeysetｺﾏﾝﾄﾞ実行時にｴﾗｰとなった場合に、次のﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
項番
ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
内 容
１

autoppkeyset [PPID FILE]

２

Too many arguments.

３

[PPID FILE] does not exist.

４

[PPID FILE] was not opened.

５

Defined line in [PPID FILE] is too long.

６

ppkeyset failed

７

ppkeyset64 failed

autoppketsetｺﾏﾝﾄﾞのみで実行しました。
この場合、ｺﾏﾝﾄﾞの指定方法を表示します。
autoppketsetｺﾏﾝﾄﾞに指定した引数が多い。
ｺﾏﾝﾄﾞに指定できる引数はﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙのみです。
ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙが存在しません。
ｻｰﾊﾞにﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙを入れて、ｺﾏﾝﾄﾞを実行して下さい。
ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙがｵｰﾌﾟﾝ出来ません。
再度、ｺﾏﾝﾄﾞを実行して下さい。
ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ内の1行の長さが257ﾊﾞｲﾄ以上です。
ﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙを参照し、1行の長さを確認して下さい。
ppkeysetｺﾏﾝﾄﾞが失敗しました。
再度、ｺﾏﾝﾄﾞを実行して下さい。
ppkeyset64ｺﾏﾝﾄﾞが失敗しました。
再度、ｺﾏﾝﾄﾞを実行して下さい。

項番３,４,５の[PPID FILE]は指定したﾗｲｾﾝｽｷｰﾌｧｲﾙ名を表示します。
その他のｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞはppkeysetのｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを参照してください。
3.2.5 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ確認方法
(1) UNIX 系（GUI 版）
8．6．1 UNIX 系 OS の場合

（２）（Ⅴ）を参照して下さい。

(2) UNIX 系（コマンドライン版）
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙが存在しているのを確認し、fcunw[return]
(3) Windows 系（GUI 版）
8.6.2.2.5 Help ﾒﾆｭｰを参照して下さい。
(4) Windows 系（コマンドライン版）
8.5.2 Windows の場合 (2)GUI 画面を表示しない場合 を参照して下さい。
3.3 HMDE/KANJI 連携時のﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝの注意事項
(1) FAL のみﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟする時は、HMDE/KANJI 用ﾗｲﾌﾞﾗﾘ（UNIX：/usr/lib/libuoc.*、Windows：
ｲﾝｽﾄｰﾙ先ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ\uoc.dll）を別名にｺﾋﾟｰしておき、FAL をｲﾝｽﾄｰﾙ後、元に戻して下さい。
(FAL をｲﾝｽﾄｰﾙすると、ﾀﾞﾐｰのﾗｲﾌﾞﾗﾘをｺﾋﾟｰしてしまい、この状態では HMDE/KANJI は動作
しません。)
この時、HMDE/KANJI のｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙと再ｲﾝｽﾄｰﾙは不要です。ただし、本操作を忘れた場合は、
再度 HMDE/KANJI をｲﾝｽﾄｰﾙして下さい。
(2) Windows 版の場合
KANJI のﾊﾞｰｼﾞｮﾝが 01-05、01-06、01-06/A の場合、FAL 又は KANJI をｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙすると、
両者のﾌｧｲﾙが削除される場合があります。その場合は、FAL から再度ｲﾝｽﾄｰﾙして下さい。
KANJI のｵﾌﾟｼｮﾝﾌｧｲﾙ等、更新して使用している場合もありますので、万が一に備え
ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙを行う前に、次をﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしておいて下さい。
① ｲﾝｽﾄｰﾙ先ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ毎、別名で保存しておく。
② C:\WINNT ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内の、libfal.ver 及び libuoc.ver

ﾌｧｲﾙを①で保存したﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ

へｺﾋﾟｰしておく。
更新しているﾌｧｲﾙがあった場合、FAL 及び KANJI のｲﾝｽﾄｰﾙ後、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしたﾃﾞｨﾚｸﾄﾘから
ﾌｧｲﾙをｺﾋﾟｰして下さい。
（注）HMDE/KANJI（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-07 以降）では発生しません。
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４ FAL の機能
FALは以下の機能をC言語の関数の形式で提供します。
32bit用のFALと64bit用のFALがあります。
(A) ﾎﾞﾘｭｰﾑ名とﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名で指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝする。
･datasetOpen
(B) 指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄからﾚｺｰﾄﾞを読み出す。
･datasetGet
(C) 指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄにﾚｺｰﾄﾞを書き込む。
･datasetPut/datasetPut2
(D) 指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｸﾛｰｽﾞする。
･datasetClose
(E) ｴﾗｰ情報を得る。
･datasetGetLastError
(F) ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を得る。
･datasetGetFileInformation
･datasetFindFirstFile
･datasetFindNextFile
･datasetFindClose
･datasetGetDsorgString
･datasetGetRecfmString
＜ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞの際の注意事項＞
(1) FALはｽﾚｯﾄﾞｾｰﾌではありません。一つのﾌﾟﾛｾｽ内の複数のｽﾚｯﾄﾞからFALを使用した場合の動作は保証
されません。ｼｸﾞﾅﾙﾊﾝﾄﾞﾗから使用することもできません。
(2) 以下の語はFALの予約語です。FALを使ってﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを組む際に、関数名・変数名・記号定数名として
使用することはできません。
・“dataset”で始まる語
・“fast_”で始まる語
・“GetVolSers”
(3) 32bitAPからは32bit用FALを、64bitAPからは64bit用FALを使用して下さい。
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4.1 ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｵｰﾌﾟﾝ
[記述形式] datasetHandle = datasetOpen(pathname, mode)

引数：pathname
mode
戻値：datasetHandle
-1

型
char *
char *
DATASET_HANDLE

内
容
ﾊﾟｽ名(VolumeName:DatasetName,VSN識別子)
ｵｰﾌﾟﾝﾓｰﾄﾞ
ﾊﾝﾄﾞﾙ
異常終了

pathnameで指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄ(ﾌｧｲﾙ)を、modeで指定されたｵｰﾌﾟﾝﾓｰﾄﾞでｵｰﾌﾟﾝします｡
pathname：ﾎﾞﾘｭｰﾑ名とﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名を":"で区切って指定します｡さらに必要であれば、VSN識別子
を”,”で区切って指定します。(VSN識別子は省略可能です。)ここで、VSN識別子を指
定すると、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ上も指定が必要となります。
ﾎﾞﾘｭｰﾑ名：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で定義したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞ(VSN:6桁)
ﾌｧｲﾙ名 ：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で定義したﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名(44桁以下)
VSN識別子:同一ﾎﾞﾘｭｰﾑ名がﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ上に存在し、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内にもVSN
識別子がある場合指定して下さい。(35桁以下)
mode

："r"：読出し用にｵｰﾌﾟﾝする。
"w"：書込み用にｵｰﾌﾟﾝする。

正常終了の場合､pathnameで指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄに関するﾊﾝﾄﾞﾙを返します。
datasetHandle：ｵｰﾌﾟﾝしたﾃﾞｰﾀｾｯﾄを識別するための情報です。
以後のdatasetGet関数、datasetPut関数、datasetClose関数、datasetPut2関数の
引数として使用します。
ﾊﾝﾄﾞﾙの内容を書き換えてはいけません。正常な動作を保証することが出来なくなります。
異常終了の場合､－1を返します。詳細なｴﾗｰ情報は datasetGetLastError関数(後述)で
求めることができます。
(注) ･ﾎﾞﾘｭｰﾑ名とｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側で定義したﾎﾞﾘｭｰﾑ(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)との対応付けは
｢ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ｣(ﾌｧｲﾙ名＝datasetmount.dat 後述)を用いて行います。
･1ﾌﾟﾛｾｽ内で同時にｵｰﾌﾟﾝできるﾃﾞｰﾀｾｯﾄは1ﾃﾞｰﾀｾｯﾄだけです。
複数のﾃﾞｰﾀｾｯﾄを処理する場合は、ｵｰﾌﾟﾝしているﾃﾞｰﾀｾｯﾄをdatasetClose関数により
ｸﾛｰｽﾞしてから、別のﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝして下さい。
また、datasetFindFirstFile関数、datasetFindNextFile関数でﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性を取得中の
場合も、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝすることはできません。
datasetFindClose関数によりﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性の取得処理を終了してから、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝ
して下さい。
なお、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側のﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝについては、本制限に抵触しません。
･本ﾗｲﾌﾞﾗﾘで処理できるﾃﾞｰﾀｾｯﾄには制限があります。1.2.2 節の記述を参照して下さい。
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4.2 ﾃﾞｰﾀの読出し
[記述形式] reclen = datasetGet(datasetHandle, buf, buflen)
型
引数：datasetHandle DATASET_HANDLE
buf
char *
buflen
long
戻値：reclen
long
-1

内

容

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ
読出しﾊﾞｯﾌｧ
ﾊﾞｯﾌｧｻｲｽﾞ
ﾊﾞｯﾌｧに転送したﾃﾞｰﾀ実体の長さ
異常終了

datasetHandle で指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄの1ﾚｺｰﾄﾞを buf に読み出します。
転送するﾃﾞｰﾀは下図のようにﾃﾞｰﾀ実体だけです。
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝固定長

ﾃﾞｰﾀ実体

ﾚｺｰﾄﾞ形式＝可変長 ﾚｺｰﾄﾞ長

ﾃﾞｰﾀ実体
buf に転送するﾃﾞｰﾀ

(注) ﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の場合､ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾌﾞﾛｯｸ及びﾚｺｰﾄﾞは以下の形式に
なっていなければなりません。
ﾌﾞﾛｯｸ長 ﾚｺｰﾄﾞ長

ﾃﾞｰﾀ実体
ﾚｺｰﾄﾞ長

ﾚｺｰﾄﾞ長

ﾃﾞｰﾀ実体
ﾚｺｰﾄﾞ長

ﾌﾞﾛｯｸ長
←2ﾊﾞｲﾄ→ ←2ﾊﾞｲﾄ→

ﾌﾞﾛｯｸ長の形式

ﾌﾞﾛｯｸ長

ﾀﾞﾐｰ

←2ﾊﾞｲﾄ→ ←2ﾊﾞｲﾄ→

ﾃﾞｰﾀ長の形式

ﾚｺｰﾄﾞ長

ﾀﾞﾐｰ

datasetHandle：datasetOpen関数の戻値であるﾊﾝﾄﾞﾙを指定します。
buf

：読み出したﾃﾞｰﾀを格納するｴﾘｱを指定します。

buflen：ﾃﾞｰﾀ格納ｴﾘｱの大きさを指定します。
(実ﾚｺｰﾄﾞ長)＞(buflen) の場合､ buf へのﾃﾞｰﾀ転送は実行せず、ｴﾗｰとします。
正常終了の場合､読み出したﾚｺｰﾄﾞの長さを返します。
戻り値は0≦戻り値≦32760となり、(実ﾚｺｰﾄﾞ長)＝0の時でも正常終了します。
異常終了の場合及びEOF(End of File)検出の場合-1を返します。
詳細なｴﾗｰ情報は datasetGetLastError関数(後述)で求めることができます。
(例：上記のEOF検出の場合、｢DATASET_ERROR_END_OF_FILE｣が返ります)
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4.3 ﾃﾞｰﾀの書込み
[記述形式] reclen = datasetPut(datasetHandle, buf, buflen)
reclen = datasetPut2(datasetHandle, buf, buflen)
型
DATASET_HANDLE
char *
long
long

引数：datasetHandle
buf
buflen
戻値：reclen
-1

内
容
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ
書込みﾃﾞｰﾀ
ﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞ
書き込んだﾃﾞｰﾀ実体の長さ
異常終了

･datasetHandle で指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄに1ﾚｺｰﾄﾞを buf から書き込みます。
･ﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の場合、buf上のﾃﾞｰﾀ実体にﾚｺｰﾄﾞ長を付加してﾃﾞｰﾀｾｯﾄに書き込みます。
buf上

ﾃﾞｰﾀ実体

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ上

ﾚｺｰﾄﾞ長

ﾃﾞｰﾀ実体

２２
ﾚｺｰﾄﾞ長
･ﾃﾞｰﾀｾｯﾄに書き込む際には、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ(VTOC)で定義されているﾌﾞﾛｯｸ長の範囲で複数のﾚｺｰﾄﾞを
ﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞします。
ﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の場合の例を以下に示します。
ﾌﾞﾛｯｸ長 ﾚｺｰﾄﾞ長

ﾃﾞｰﾀ実体
ﾚｺｰﾄﾞ長
ﾃﾞｰﾀ実体
ﾚｺｰﾄﾞ長
ﾚｺｰﾄﾞ長
ﾌﾞﾛｯｸ長(≦ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ(VTOC)で定義されているﾌﾞﾛｯｸ長)
←2ﾊﾞｲﾄ→ ←2ﾊﾞｲﾄ→

ﾌﾞﾛｯｸ長の形式

ﾌﾞﾛｯｸ長

ﾀﾞﾐｰ

←2ﾊﾞｲﾄ→ ←2ﾊﾞｲﾄ→

ﾃﾞｰﾀ長の形式

ﾚｺｰﾄﾞ長

ﾀﾞﾐｰ

datasetHandle：datasetOpen関数の戻値であるﾊﾝﾄﾞﾙを指定します。
buf

：書き込むﾃﾞｰﾀを格納しているｴﾘｱを指定します。

buflen：ﾃﾞｰﾀの大きさを指定します。以下の場合ｴﾗｰとなります。
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝固定長：(buflen)≠(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長)
ﾚｺｰﾄﾞ形式＝可変長：(buflen＋4)＞(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長)
(buflen)＝0(ﾃﾞｰﾀ実体なし)*1
*1：datasetPut関数時のみｴﾗｰとなります。datasetPut2関数時は正常となります。
0byteﾚｺｰﾄﾞ時でも正常に処理を可能とする場合はdatasetPut2関数を使用して下さい。
正常終了の場合､書き込んだﾃﾞｰﾀ実体の長さを返します。
異常終了の場合 －1 を返します。
詳細なｴﾗｰ情報は datasetGetLastError関数(後述)で求めることができます。

－63－

4.4 ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｸﾛｰｽﾞ
[記述定式] datasetError = datasetClose(datasetHandle)

型
引数：datasetHandle DATASET_HANDLE
戻値：0
-1

内

容

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ
正常終了
異常終了

datasetHandleで指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｸﾛｰｽﾞします。
datasetHandle：datasetOpen関数の戻値であるﾊﾝﾄﾞﾙを指定します。

正常終了の場合､ 0 を返します。
異常終了の場合､ －1を返します。
詳細なｴﾗｰ情報は datasetGetLastError関数(後述)で求めることができます。
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4.5 ｴﾗｰ情報の取得
[記述形式] datasetLastError = datasetGetLastError()

型
引数：なし
戻値：datasetLastError long

内

容

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ (注)

最後に発生したｴﾗｰの詳細情報(ｴﾗｰｺｰﾄﾞ)を返します。

(注) FAL固有のｴﾗｰについては､ｴﾗｰｺｰﾄﾞﾌｧｲﾙ(dataset.h)で定義しています。
(ｴﾗｰｺｰﾄﾞの詳細については4.7節を参照して下さい)
ｼｽﾃﾑｴﾗｰについては標準ｴﾗｰﾌｧｲﾙ(errno.h)で定義されています。
(Windows の場合は、Microsoft VisualC++ に付属の errno.h または、winerror.h とな
ります。)
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4.6 ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報の取得
(1) 特定ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報の取得
[記述形式] datasetError = datasetGetFileInformation(pathname, &ffd)

引数：pathname
ffd
戻値：0
-1

型
char *
DATASET_FIND_DATA

内
容
ﾊﾟｽ名(VolumeName:DatasetName)
属性情報
正常終了
異常終了

pathnameで指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を ffd に返します。
pathname：ﾎﾞﾘｭｰﾑ名とﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名を":"で区切って指定します。
ﾎﾞﾘｭｰﾑ名 ：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で定義したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞ(VSN:6桁以下)
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で定義したﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名(44桁以下)
ffd

：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を格納するｴﾘｱを指定します。

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報は以下のようになっています。
typedef struct DATASET_FIND_DATA {
unsigned short blockSize;
unsigned short recordSize;
unsigned char dsorg[2];
unsigned char recfm;
char name[44];
unsigned short lastBlockTt;
unsigned char lastBlockR;
unsigned char mftype;
} DATASET_FIND_DATA;

/* ﾌﾞﾛｯｸ長
*/
/* ﾚｺｰﾄﾞ長
*/
/* ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別 */
/* ﾚｺｰﾄﾞ形式
*/
/* ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名
*/
/* 最終ﾌﾞﾛｯｸｱﾄﾞﾚｽ(相対ﾄﾗｯｸ番号)(*1) */
/* 最終ﾌﾞﾛｯｸｱﾄﾞﾚｽ(相対ﾚｺｰﾄﾞ番号) */
/* ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑOS(MVS･VOS3･MSP/VSE/VOS1/XSP) */

正常終了の場合、0 を返します。
異常終了の場合、－1 を返します。
詳細なｴﾗｰ情報は datasetGetLastError関数で求めることができます。

(注) ･本関数には、datasetOpen関数と同様の制約事項があります。
datasetOpen関数の注記を参照して下さい。
･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙをｵｰﾌﾟﾝしている場合、本関数は使用できません。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙをｵｰﾌﾟﾝする前か、ｸﾛｰｽﾞしてから使用して下さい。
(*1)最終ﾌﾞﾛｯｸｱﾄﾞﾚｽ(相対ﾄﾗｯｸ番号)が0xFFFFを超える場合、下位 2byteのみ出力します。
(ex 0x10000 なら 0x0000を出力します。)
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(2) 複数のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報の取得
datasetFindFirstFile関数、datasetFindNextFile関数、datasetFindClose関数を
組み合わせて使用します。

[記述形式] datasetHandle =

datasetFindFirstFile(pathname, &ffd)

型
引数：pathname
char *
ffd
DATASET_FIND_DATA
戻値：datasetHandle DATASET_HANDLE
-1

内

容

ﾊﾟｽ名(Volumename)
属性情報
正常終了
異常終了

pathnameで指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑに含まれる最初のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報をffdに返します。
引き続き２番目以降のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を得たいときは、datasetFindNextFile関数を使用して
下さい。
pathname：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で定義したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞ(VSN:6桁以下)。必要であれば、VSN識別子を”,”
で区切って指定します（省略可）。VSN識別子を指定する場合ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ上でも
指定して下さい。
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報(DATASET_FIND_DATA)の内容はdatasetGetFileInformation関数で返すものと
同じです。datasetGetFileInformation関数の説明を参照して下さい。
正常終了の場合、属性情報を参照したﾃﾞｰﾀｾｯﾄに関するﾊﾝﾄﾞﾙを返します。
このﾊﾝﾄﾞﾙは、以後のdatasetFindNextFile関数、datasetFindClose関数の引数として指定します
ので、ﾊﾝﾄﾞﾙの内容を書き換えてはいけません。正常な動作を保証できなくなります。
異常終了の場合、－1 を返します。
詳細なｴﾗｰ情報は datasetGetLastError関数で求めることができます。
(例：VTOC中にﾃﾞｰﾀｾｯﾄが無かった場合、｢DATASET_ERROR_NO_DATASET｣が返ります）

(注) ･本関数には、datasetOpen関数と同様の制約事項があります。
datasetOpen関数の注記を参照して下さい。
･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙをｵｰﾌﾟﾝしている場合、本関数は使用できません。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙをｵｰﾌﾟﾝする前か、ｸﾛｰｽﾞしてから使用して下さい。
また、本関数をｺｰﾙしてからdatasetFindClose関数をｺｰﾙするまでの間はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙは
ｵｰﾌﾟﾝできません。
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[記述形式] datasetError = datasetFindNextFile(datasetHandle, &ffd)

型
引数：datasetHandle DATASET_HANDLE
ffd
DATASET_FIND_DATA
戻値：0
-1

内

容

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ
属性情報
正常終了
異常終了及びﾃﾞｰﾀｾｯﾄなし

2番目以降のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を取得したい場合、本関数を使用します。
次のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報の取得を不要と判断するか、あるいは本関数で｢ﾃﾞｰﾀｾｯﾄなし｣
が返されるまで繰り返します。
datasetHandleで指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑの次のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報をffdに返します。
datasetHandle：先行するdatasetFindFirstFile関数で返されたﾊﾝﾄﾞﾙを指定します。
ffd

：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報を格納するｴﾘｱを指定します。

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報(DATASET_FIND_DATA)の内容はdatasetGetFileInformation関数で返すものと
同じです。datasetGetFileInformation関数の説明を参照して下さい。
正常終了の場合、0 を返します。
異常終了の場合、－1 を返します。
詳細なｴﾗｰ情報は datasetGetLastError関数で求めることができます。
(例：VTOC中に次のﾃﾞｰﾀｾｯﾄが無かった場合｢DATASET_ERROR_END_OF_VTOC｣が返ります)

(注) ･本関数には、datasetOpen関数と同様の制約事項があります。
datasetOpen関数の注記を参照して下さい。
･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙをｵｰﾌﾟﾝしている場合、本関数は使用できません。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙをｵｰﾌﾟﾝする前か、ｸﾛｰｽﾞしてから使用して下さい。
また、本関数をｺｰﾙしてからdatasetFindClose関数をｺｰﾙするまでの間はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙは
ｵｰﾌﾟﾝできません。
･本関数を使用する前にdatasetFindFirstFile関数が先行している必要があります。
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[記述形式] datasetError = datasetFindClose(datasetHandle)

型
引数：datasetHandle DATASET_HANDLE
戻値：0
-1

内

容

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ
正常終了
異常終了

datasetFindFirstFile関数、datasetFindNextFile関数で行ってきたﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報の取得処理の
終了を宣言します。
datasetHandle：先行するdatasetFindFirstFile関数で返されたﾊﾝﾄﾞﾙを指定します。
正常終了の場合、0 を返します。
異常終了の場合、－1 を返します。
詳細なｴﾗｰ情報は datasetGetLastError関数で求めることができます。

(注) ･本関数を使用する前にdatasetFindFirstFile関数が先行している必要があります
･本関数の実行により、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝできる状態になります。
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(3) ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別･ﾚｺｰﾄﾞ形式の文字列への変換
[記述形式] datasetError = datasetGetDsorgString(dsorg,text)

引数：dsorg
text

型
u_char []
char [3]

戻値：0
-1

内
容
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別を示す値(2ﾊﾞｲﾄ)
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別を示す文字列(3ﾊﾞｲﾄ)
"PS"：順編成
"VS"：VSAM編成
"DA"：直接編成
"PO"：区分編成
"**"：上記以外
正常終了
異常終了

dsorgで指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別を示す値を文字列textに変換します。
dsorgにはdatasetGetFileInformation/datasetFindFirstFile/datasetFindNextFileで得られた
構造体DATASET_FIND_DATAのﾒﾝﾊﾞ dsorg[]の値を設定して本関数を使用します。

[記述形式] datasetError = datasetGetRecfmString(recfm,text)

引数：recfm
text

戻値：0
-1

型
u_char
char [5]

内
容
ﾚｺｰﾄﾞ形式を示す値(1ﾊﾞｲﾄ)
ﾚｺｰﾄﾞ形式を示す文字列(5ﾊﾞｲﾄ)
text[0]："F"：固定長ﾚｺｰﾄﾞ
"V"：可変長ﾚｺｰﾄﾞ
"U"：不定長ﾚｺｰﾄﾞ
text[1]："B"：ﾌﾞﾛｯｸ化ﾚｺｰﾄﾞ
text[2]："sp"：ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ
以降
“st”：ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ
正常終了
異常終了

recfmで指定されたﾚｺｰﾄﾞ形式を示す値を文字列textに変換します。
recfmにはdatasetGetFileInformation/datasetFindFirstFile/datasetFindNextFileで得られた
構造体DATASET_FIND_DATAのﾒﾝﾊﾞ recfmの値を設定して本関数を使用します。
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4.7 ｴﾗｰ情報
datasetGetLastError関数で返すｴﾗｰ情報のうち､FAL固有のｴﾗｰ情報(ﾌｧｲﾙ: dataset.hで定義)には
以下のものがあります。
(注1) 表4.7-1のｴﾗｰｺｰﾄﾞの中で、ｴﾗｰｺｰﾄﾞ欄に｢**｣が付いているｴﾗｰｺｰﾄﾞは、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ欄で説明して
いる原因の他に、当該ﾌｧｲﾙ/ﾎﾞﾘｭｰﾑへの競合(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ-ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間/ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ-ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間の
同時ｱｸｾｽ(ﾘｻﾞｰﾌﾞｺﾝﾌﾘｸﾄ))が原因となって発生することがあります。
ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ欄で記述している事項の調査とともに、競合が発生して(ﾘｻﾞｰﾌﾞが掛かって)いないか
を調査して下さい。
なお、このとき以下のｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生していることもあります。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞ＝4/5/6/9/11/14/16/22/36/39/45/46/67
また、磁気ﾃﾞｨｽｸ装置の異常がｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのOSからｴﾗｰとして報告されないために、｢**｣を付与
したｴﾗｰｺｰﾄﾞがﾕｰｻﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに返る場合もあります。この場合は、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ欄で記述している
事項の調査とともに、磁気ﾃﾞｨｽｸ装置に何らかの異常が発生していないかを調査して下さい。
(注2) ｴﾗｰ情報のうち、正のｴﾗｰｺｰﾄﾞはｼｽﾃﾑｴﾗｰです。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰについては、UNIX系OSの場合、標準ｴﾗｰﾌｧｲﾙ（errno.h）で定義されています。
Windowsの場合は、Microsoft Visual C++に付属の errno.hまたは、winerror.h となります。
(注3) 下記ｴﾗｰｺｰﾄﾞは、ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ版では発生しません。
-2, -6, -20, -23, -32

表4.7-1

FALのｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰｺｰﾄﾞ定義値 及び意味
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ定義値 及び意味
-2
DATASET_ERROR_ABORTED_BY_SIGNAL
abort 時の ｼｸﾞﾅﾙをうけとりました。⇒起動中にctrl+c,ctrl+zを押下しないでください。
（再度転送をやり直してください。）
-6
DATASET_ERROR_VOLUME_NOT_MOUNTED
ﾎﾞﾘｭｰﾑがﾏｳﾝﾄされてません⇒ﾎﾞﾘｭｰﾑをﾏｳﾝﾄ後、再度転送をやりなおして下さい。
-7
DATASET_ERROR_INVALID_VOLUME
指定されたVSNと実際のﾎﾞﾘｭｰﾑのVSNとが不一致です。 ⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑのVSN及びﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ
**
のVSNをﾁｪｯｸして下さい。
-8
DATASET_ERROR_DATASET_NOT_FOUND
目的とするﾃﾞｰﾀｾｯﾄが見つかりません｡ ⇒ 指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名と実際のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の一致を、
FCUのHelpﾒﾆｭｰのMF-Fileﾘｽﾄまたはﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側のVTOCﾀﾞﾝﾌﾟによりﾁｪｯｸして下さい。
-9
DATASET_ERROR_NOT_SUPPORTED
ﾃﾞｰﾀ処理中にｻﾎﾟｰﾄしていないﾃﾞｰﾀの形式を検出しました。
⇒ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からﾃﾞｰﾀｾｯﾄを 正しく作成しているかどうかﾁｪｯｸして下さい。
または、VSE2.4以降でｱﾛｹｰﾄしたﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへﾃﾞｰﾀ転送するﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性(VSN)が
転送不可の属性である。
⇒ 実際のﾎﾞﾘｭｰﾑの VSN をﾁｪｯｸして下さい。下記条件の場合は本ｴﾗｰを出力します。
・固定長非ﾌﾞﾛｯｸ化の場合：ﾚｺｰﾄﾞ長が 32,760 ﾊﾞｲﾄを超える
・固定長ﾌﾞﾛｯｸ化の場合：ﾚｺｰﾄﾞ長又はﾌﾞﾛｯｸ長が 32,760 ﾊﾞｲﾄを超える
・可変長非ﾌﾞﾛｯｸ化の場合：ﾚｺｰﾄﾞ長が 32,756 ﾊﾞｲﾄを超える
-10
**

・可変長ﾌﾞﾛｯｸ化の場合：ﾚｺｰﾄﾞ長が 32,756 ﾊﾞｲﾄを超えるかﾌﾞﾛｯｸ長が 32,760 ﾊﾞｲﾄを超える
DATASET_ERROR_DEVICE_TYPE_NOT_SUPPORTED
ｻﾎﾟｰﾄしていないﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟです｡ ⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが
規定の文字列になっているかどうかをﾁｪｯｸして下さい。
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-11

-12

-13
**

-14
**
-15

-16

-17

-18
**

-19
**
-20
**
-21
-22

-23
**

DATASET_ERROR_DSORG_NOT_SUPPORTED
ｻﾎﾟｰﾄしていないﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成法です｡ ⇒ FCUのHelpﾒﾆｭｰのMF-Fileﾘｽﾄまたはﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側の
VTOCﾀﾞﾝﾌﾟによりﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別を確認して下さい。
DATASET_ERROR_RECFM_NOT_SUPPORTED
ｻﾎﾟｰﾄしていないﾚｺｰﾄﾞ形式です｡ ⇒ FCUのHelpﾒﾆｭｰのMF-Fileﾘｽﾄまたはﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側の
VTOCﾀﾞﾝﾌﾟによりﾚｺｰﾄﾞ形式を確認して下さい。
DATASET_ERROR_INVALID_DATA
・VTOCまたはﾃﾞｰﾀｾｯﾄ内に異常なﾃﾞｰﾀがあります。 ⇒ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側でVTOC及びﾃﾞｰﾀｾｯﾄを正しく作
成しているかどうかをﾁｪｯｸして下さい。
・ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが間違えています。 ⇒ SANRISE側及びUSP VまたはVSP,VSP
G1000,VSP 5000側 のﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟとﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを合わせてから再度転送を行
ってください。
DATASET_ERROR_VOLUME_DEFINITION_INVALID
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの書式が不正です｡ ⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙがﾏﾆｭｱﾙ通りに作成されているか
どうかをﾁｪｯｸして下さい。
DATASET_ERROR_DATASET_NOT_OPENED
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝせずにﾘｰﾄﾞ/ﾗｲﾄしようとした｡ ⇒ datasetGet/datasetPutをｺｰﾙする前に、
当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してdatasetOpenをｺｰﾙしているかどうかﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをﾁｪｯｸして下さい。
DATASET_ERROR_DATASET_NOT_CLOSED
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｸﾛｰｽﾞせずにｵｰﾌﾟﾝしようとした｡
⇒ 実行したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて以下のﾁｪｯｸをして下さい。
同一のﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してｵｰﾌﾟﾝとｸﾛｰｽﾞとが対になっているか？
同一ﾌﾟﾛｾｽ内で2個以上のﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝしようとしていないか？
DatasetOpenでｵｰﾌﾟﾝ中のﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対して、datasetGetFileInformation、
DatasetFindFirstFileを使用していないか？
DatasetGetFirstFile/datasetFindNextFileでﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性取得の処理中に DatasetOpen､
datasetGetFileInformationまたはdatasetFindFirstFileを使用していないか？
DATASET_ERROR_BUFLEN_SHORT
datasetGetで指定されたﾊﾞｯﾌｧ長がﾚｺｰﾄﾞ長よりも短い。 ⇒ ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長よりも大きい
ﾊﾞｯﾌｧｴﾘｱを用意しているかどうかﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをﾁｪｯｸして下さい。
DATASET_ERROR_VOLUME_LABEL_INVALID
・標準ﾎﾞﾘｭｰﾑﾗﾍﾞﾙがない/標準ﾎﾞﾘｭｰﾑﾗﾍﾞﾙの内容が不正。 ⇒ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からのﾎﾞﾘｭｰﾑの
ｲﾆｼｬﾗｲｽﾞが正しく行われているかどうかをﾁｪｯｸして下さい。
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-YY/ZZ(YY≧48,ZZ≧20)(Largeﾌｧｲﾙｻﾎﾟｰﾄ版)でﾌｫｰﾏｯﾄしたﾎﾞﾘｭｰﾑ
に対し、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-YY/ZZ(YY＝数字,ZZ＜20)(Largeﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ版)からｱｸｾｽ
すると、本ｴﾗｰとなります。
・ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが間違えています。 ⇒ SANRISE側及びUSP VまたはVSP,VSP
G1000,VSP 5000側のﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟとﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを合わせてから再度転送を行
ってください。
・Solarisにおいては、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝの設定を(先頭ｼﾘﾝﾀﾞを含まず)誤った場合に発生します。
DATASET_ERROR_VTOC_INVALID
VTOCがない/VTOCの内容が不正。 ⇒ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からVTOCが正しく作成されているかどうかを
ﾁｪｯｸして下さい。
DATASET_ERROR_VOLUME_NOT_DEFINED
指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑが定義されていません。 ⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容をﾁｪｯｸして下さい。
DATASET_ERROR_INVALID_ARGUMENT
関数の引数が不正です。 ⇒ 関数に与えた引数の内容をﾁｪｯｸして下さい。
DATASET_ERROR_NO_DATASET
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが存在しない。 ⇒ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からﾃﾞｰﾀｾｯﾄが作成されているかどうかﾁｪｯｸして
下さい。
DATASET_ERROR_NON_STANDARD_RO_EXIST
非標準R0があった。⇒ 非標準R0が存在するﾎﾞﾘｭｰﾑにFALでﾃﾞｰﾀを書き込むことはできません。
ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾄﾗｯｸﾌｫｰﾏｯﾄをﾁｪｯｸし、ﾎﾞﾘｭｰﾑ内全ﾄﾗｯｸを標準R0に変更して下さい。
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-24

-25
**

-26

-27
**

-28

-29

-30

-31

-33

-35

-36

-37

-39
(*3)

DATASET_ERROR_INVALID_MODE
DatasetOpen関数のmode引数が誤っている。⇒ modeの指定は｢r｣または｢w｣です。modeの
指定をﾁｪｯｸして下さい。
DATASET_ERROR_VOLUME_DEFINED_READ_ONLY
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からは読出し専用のﾎﾞﾘｭｰﾑに書込みを行おうとした。⇒ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側からﾃﾞｰﾀ
を書き込めるﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟは、3390-3A/3390-3C/3390-9A/3390-9C/3390-LA/3390-LC/
3390-MA/3390-MC/3380-3A/3380-3C/3380-KA/3380-KC/6588-3A/6588-3C/
6588-9A/6588-9C/6588-LA/6588-LC/6586-KA/6586-KCです。
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟをﾁｪｯｸして下さい。
FAL_INTERNAL_ERROR
ＦＡＬの内部エラーです。⇒ｴﾗｰﾛｸﾞﾌｧｲﾙ／ﾀﾞﾝﾌﾟﾌｧｲﾙを採取し、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ製造元に連絡してく
ださい。ﾒﾓﾘ不足時も発生する場合があります。
DATASET_ERROR_END_OF_VOLUME
・ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの終端を検出する前にﾎﾞﾘｭｰﾑの終端を検出した。⇒ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で認識しているﾎﾞﾘｭｰ
ﾑｻｲｽﾞよりも、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側で定義したﾎﾞﾘｭｰﾑ(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)ｻｲｽﾞが小さくなっています。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側のﾎﾞﾘｭｰﾑ(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)ｻｲｽﾞをﾁｪｯｸして下さい。
・MTO時ｵｰﾌﾟﾝ側の容量不足/ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞのﾘﾐｯﾄ値を超えた場合にも発生する場合があります。
・ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが間違えています。 ⇒ SANRISE側及びUSP VまたはVSP,VSP
G1000,VSP 5000側のﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟとﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを合わせてから再度転送を行
ってください。
・WINDOWSの場合はﾎﾞﾘｭｰﾑがｵﾌﾗｲﾝとなっていないことを確認して下さい。
DATASET_ERROR_OVERFLOW
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｴﾘｱが満杯のため、ﾃﾞｰﾀが書き込めません。⇒ ﾃﾞｰﾀｾｯﾄに書き込むﾃﾞｰﾀ量をﾁｪｯｸし、
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｴﾘｱを大きくして下さい。
または、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ形式(ﾌﾞﾛｯｸ指定の有無等)をﾁｪｯｸし、正しい形式でﾃﾞｰﾀｾｯﾄを再作成して下
さい。
DATASET_ERROR_CANNOT_MALLOC
Malloc()関数が異常終了しました。
本ｴﾗｰｺｰﾄﾞは、ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ版のみ発生します。
DATASET_ERROR_FREE_INVALID_AREA
Globalｴﾘｱと不正な領域です。
本ｴﾗｰｺｰﾄﾞは、ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ版のみ発生します。
DATASET_ERROR_CANNOT_FREE
Free()関数が異常終了しました。
本ｴﾗｰｺｰﾄﾞは、ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ版のみ発生します。
DATASET_ERROR_PARAMETER_MISMATCH
･ﾊﾟﾗﾒﾀで指定されたﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長がVTOC中の定義と矛盾しています。
･VTOC中にﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長の定義がなく、ﾊﾟﾗﾒﾀでも指定されていません。
DATASET_ERROR_NO_LICENSE (SANRISE SERIES及びUSP Vｼﾘｰｽﾞ VSPｼﾘｰｽﾞ VSP G1000
ｼﾘｰｽﾞ VSP 5000ｼﾘｰｽﾞで発生)
･ｿﾌﾄｳｴｱﾗｲｾﾝｽが未設定です。ppkeysetｺﾏﾝﾄﾞにて正しいﾗｲｾﾝｽｺｰﾄﾞを入力してください。
DATASET_ERROR_TIME_OUT_LICENSE (SANRISE SERIES及びUSP Vｼﾘｰｽﾞ VSPｼﾘｰｽﾞ VSP
G1000ｼﾘｰｽﾞ VSP 5000ｼﾘｰｽﾞで発生)
･ｿﾌﾄｳｴｱﾗｲｾﾝｽの期限が超過しています。正式に購入してください。
DATASET_ERROR_HOSTNAME_CHANGE (SANRISE SERIES及びUSP Vｼﾘｰｽﾞ VSPｼﾘｰｽﾞ
VSP G1000ｼﾘｰｽﾞ VSP 5000ｼﾘｰｽﾞで発生)
･ｲﾝｽﾄｰﾙしたﾎｽﾄ上で動作していません。ｲﾝｽﾄｰﾙしたﾎｽﾄ上で動作させて下さい。
DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_DEFINITION_RECORD_OVER (ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲ
ﾙのﾚｺｰﾄﾞ数が999ﾚｺｰﾄﾞを超えています。)
･ｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内のﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを999行以内にしてください。ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑかﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ
かの識別を行う為に、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを参照する為、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ未使用時にも本ｴﾗｰは
発生します。
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DATASET_ ERROR_MULTI_VOLUME_NO_DATASET (次ﾎﾞﾘｭｰﾑに該当するﾃﾞｰﾀｾｯﾄが存
在しません。)
･ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の 2 個目以降のﾎﾞﾘｭｰﾑ名が正しいか確認して下さい。
･ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの記述が正しい場合はVTOCのDSCB1にあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑ
ﾌﾗｸﾞが未確定であるため、以下を実施して下さい。
①OTM転送の場合は対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄが新規に割り当てたものであれば、M/F側より一度ﾃﾞｰﾀ
を書き込んでから転送を実行して下さい。
②MTO転送の場合は対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄに転送するﾃﾞｰﾀが書き込み済みであるか確認して下さ
い。
③LISTVOLｺﾏﾝﾄﾞを実行する場合は、対象のﾎﾞﾘｭｰﾑに新規に割り当てたﾃﾞｰﾀｾｯﾄがあれば、
M/F側より一度ﾃﾞｰﾀを書き込んでからｺﾏﾝﾄﾞを実行してください。
･環境変数 FAL_MULTI_CHECKの設定は本ｴﾗｰに影響しません。
DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_NO_TRANSFER (指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対するﾃﾞｰﾀ
転送は行えません。)
･転送対象ﾃﾞｰﾀｾｯﾄがﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに記載されておらず、VTOC上ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄの2番
目以降のﾎﾞﾘｭｰﾑである場合、OTM/MTO要求を行いません。どうしてもOTM/MTOを行う必要
がある場合は、環境変数 FAL_MULTI_CHECKをOFFにして下さい。本ｴﾗｰは01-XX-50以降の
み発生します。それ以前ではVTOC上の途中/最終ﾎﾞﾘｭｰﾑであるか否かのﾁｪｯｸはおこなっていま
せん。
･転送対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄがｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑに新規に割り当てたものである場合、VTOCのDSCB1にある
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞが未確定であるため、以下を実施して下さい。
①OTM転送の場合は対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄにM/F側より一度ﾃﾞｰﾀを書き込んでから転送を実行して
下さい。
②MTO転送の場合は対象ﾃﾞｰﾀｾｯﾄに転送するﾃﾞｰﾀが書き込み済みであるか確認して下さい。
③LISTVOLｺﾏﾝﾄﾞを実行する場合は、対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄにM/F側より一度ﾃﾞｰﾀを書き込んでから
ｺﾏﾝﾄﾞを実行してください。
DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_DEFINITION_INVALID_RECORD_LENGTH
(ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の１行あたりの文字数が1399(*1)ﾊﾞｲﾄを超えています。)
･ ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の１行あたりの文字数を1399(*1)ﾊﾞｲﾄ以下(改行を含めないで)として下
さい。ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑかﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑかの識別を行う為に、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを参照する為、ﾏﾙﾁﾎﾞ
ﾘｭｰﾑ未使用時にも本ｴﾗｰは発生します。
*1 01-XX-66以降の場合には2699ﾊﾞｲﾄとなります。
DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_DEFINITION_PARAMETER_ERROR （ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ
定義ﾌｧｲﾙのﾊﾟﾗﾒｰﾀ数が30(*2)を越えています。）
･ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑとして定義可能なﾎﾞﾘｭｰﾑ数は30(*2)です。30(*2)以下にして下さい。ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑか
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑかの識別を行う為に、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを参照する為、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ未使用時にも
本ｴﾗｰは発生します。
*2 01-XX-66以降の場合には61ﾎﾞﾘｭｰﾑとなります。
DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_DEFINITION_NO_DATASET （ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ
内の先頭にﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名がありません。）
･ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内に、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名を追加して下さい。ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑかﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑかの識別を
行う為に、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを参照する為、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ未使用時にも本ｴﾗｰは発生します。
DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_DEFINITION_VSN_LENGTH_ERROR ( ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ
定義ﾌｧｲﾙ内のﾎﾞﾘｭｰﾑ名長が不正です。)
･ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾎﾞﾘｭｰﾑ名長が６文字以内になるようにしてください。ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑかﾏ
ﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑかの識別を行う為に、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを参照する為、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ未使用時にも本ｴ
ﾗｰは発生します。
DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_DEFINITION_DSN_LENGTH_ERROR ( ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ
定義ﾌｧｲﾙ内のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名長が不正です。)
･ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名長が44文字以内になるようにしてください。ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑ
かﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑかの識別を行う為に、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを参照する為、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ未使用時
にも本ｴﾗｰは発生します。
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-47
(*3)

DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_DEFINITION_VOLID_LENGTH_ERROR (ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰ

ﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の VSN 識別子長が不正です。)
･ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のVSN識別子長が35文字以内になるようにしてください。ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑ
かﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑかの識別を行う為に、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを参照する為、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ未使用時
にも本ｴﾗｰは発生します。
-48
DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_DEFINITION_NO_NEXT_VOLUME (VTOC上まだ
(*3)
続きがあるにもかかわらず（ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞがOFF)、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに
次のﾎﾞﾘｭｰﾑが記載されていません。)
･ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに、全てのﾎﾞﾘｭｰﾑ名を記載して下さい。
-50
DATASET_ERROR_END_OF_FILE
**
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの終端を検出しました。
-51
DATASET_ERROR_END_OF_VTOC
**
VTOCの終端を検出しました。
*3 環境変数FAL_MULTI_DEF_FILEを定義している場合、FCU実行ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ以外のﾌｧｲﾙを定義していない
か確認して下さい。
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4.8 ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄによるﾃﾞｰﾀ転送
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-50/ZZ 以降のｼｽﾃﾑでは、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑにまたがったﾃﾞｰﾀｾｯﾄ(ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄ)からの MTO
が可能（最大 30 ﾎﾞﾘｭｰﾑ(*1)）です。また、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-60/ZZ(XX≧03)以降からはﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄへ
の OTM 転送が可能です。（ZZ≧20 でないと 2Gbyte を超えるﾌｧｲﾙｻｲｽﾞを扱うことができません。）
*1 01-XX-66 以降からは最大 61 ﾎﾞﾘｭｰﾑをｻﾎﾟｰﾄ
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄでのﾃﾞｰﾀ転送を実行する前に以下を確認して下さい。
・MTO 転送の場合
①転送対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄを構成する全てのﾎﾞﾘｭｰﾑが OPEN 側にﾏｳﾝﾄ済みでﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに登録されてい
ること。
②転送対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄを割り当てた全てのﾎﾞﾘｭｰﾑがﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに登録されていること。
③転送したいﾃﾞｰﾀが転送対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄに書き込み済みで、VTOC の DSCB1 にあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終
ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞが確定していること。
・OTM 転送の場合
①転送対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄを構成する全てのﾎﾞﾘｭｰﾑが OPEN 側にﾏｳﾝﾄ済みでﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに登録されてい
ること。
②転送対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄを割り当てた全てのﾎﾞﾘｭｰﾑがﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに登録されていること。
③転送対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄが新規に割り当てられたものである場合は、VTOC の DSCB1 にあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ
の最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞを確定させるため、転送実行前に M/F 側から一度ﾃﾞｰﾀ書込みを実行していること。
(注) OTM 転送の場合、FAL からのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ自動拡張は出来ません。(ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄの先頭ﾎﾞﾘｭｰﾑのみ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞが確定している状態で 2 番目以降のﾎﾞﾘｭｰﾑが必要となるｻｲｽﾞのﾃﾞｰﾀを
転送することは出来ません)
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄを扱うには、あらかじめ FAL/FCU 実行時のｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内にﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを作
成(multidef.dat)する必要があります。本ﾌｧｲﾙのﾌｫｰﾏｯﾄは§8.3 を参照願います。
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑを支援するにあたり、VTOC 上 DSCB1 のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ通し番号/ﾎﾞﾘｭｰﾑ順序番号/ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの
最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞを参照ﾁｪｯｸするようになりました。これはｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄとして転送しようとしたﾎﾞ
ﾘｭｰﾑがﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄの一部だった場合に不当な転送を防ぐことが目的です。その為今まで、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰ
ﾑを意識することなく可能だった OTM/MTO が本ﾁｪｯｸの追加の為できなくなる場合があります。
(具体的には下表参照）
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに未登録のﾃﾞｰﾀｾｯﾄへの MTO/OTM 要求時のチェック仕様
チェック
条件

DSCB1

ﾎﾞﾘｭｰﾑ順序番号

DSCB1 ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ内

１

１

１以外

１以外

ON

OFF

ON

OFF

最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞ
チェック

ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑに対する OTM

OK(OK)

NG(OK)

NG(OK)

NG(OK)

結果

ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑに対する MTO

OK(OK)

NG(OK)

NG(OK)

NG(OK)

（

）内は環境変数 FAL_MULTI_CHECK を OFF とした場合

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-XX-50/ZZ 以前と同等に扱いたい場合は環境変数 FAL_MULTI_CHECK を OFF にしてください。
本環境変数省略時または、ON の場合上記ﾁｪｯｸを行います。
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ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに登録されているﾃﾞｰﾀｾｯﾄについては本環境変数の設定に関係なく、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲ
ﾙの内容が正しいことを確認するため、以下のﾁｪｯｸ処理が実行されます。
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄからの MTO 転送時の VTOC 上 DSCB1 のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ通し番号/ﾎﾞﾘｭｰﾑ順序番号/
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞの VTOC 整合性ﾁｪｯｸ仕様については下記を参照して下さい。

項 ﾎﾞﾘｭｰ
番 ﾑ
１ 先頭
ﾎﾞﾘｭｰ
ﾑ

２ 次ﾎﾞﾘ
ｭｰﾑ

ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに登録されている MTO 要求時のﾁｪｯｸ仕様
VTOC 内 DSCB1
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ
ﾃﾞｰﾀｾｯ ﾎﾞﾘｭｰﾑ ﾃﾞｰﾀｾｯ 定義ﾌｧｲﾙ 処理内容
ﾄ通し
順序番 ﾄｲﾝｼﾞｹ 内次ﾎﾞﾘｭｰ
ﾑの有無
番号
号
ｰﾀ
先頭ﾎﾞ 0001
最終ﾎﾞ あり
EOF がある場合は EOF までﾃﾞｰﾀ転送を行なう。
ﾘｭｰﾑと
ﾘｭｰﾑﾌﾗ
EOF がない場合は、ｴｸｽﾃﾝﾄ最終までのﾃﾞｰﾀ転送
一致
ｸﾞ=ON
を行なう。
なし
EOF がある場合は EOF までﾃﾞｰﾀ転送を行なう。
EOF がない場合は、ｴｸｽﾃﾝﾄ最終までのﾃﾞｰﾀ転送
を行なう。
最終ﾎﾞ あり
ｴｸｽﾃﾝﾄ最終までのﾃﾞｰﾀ転送を行ない次ﾎﾞﾘｭｰﾑ
ﾘｭｰﾑﾌﾗ
のﾃﾞｰﾀ転送へ移行する。
ｸﾞ=OFF なし
DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_DEFINITION_NO_
NEXT_VOLUME ｴﾗｰ(FAL error:-48)
0001 以 ―
―
DATASET_ERROR_VTOC_INVALID ｴﾗｰ
外
(FAL error:-19)
先頭ﾎﾞ
DATASET_ERROR_VTOC_INVALID ｴﾗｰ
ﾘｭｰﾑと －
－
－
(FAL error:-19)
不一致
先頭ﾎﾞ 0001
－
－
DATASET_ERROR_VTOC_INVALID ｴﾗｰ
ﾘｭｰﾑと
(FAL error:-19)
一致
0002 以 最終ﾎﾞ あり
EOF がある場合は EOF までﾃﾞｰﾀ転送を行なう。
降で、 ﾘｭｰﾑﾌﾗ
EOF がない場合は、ｴｸｽﾃﾝﾄ最終までのﾃﾞｰﾀ転送
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘ ｸﾞ=ON
を行なう。
ｭｰﾑ定
なし
EOF がある場合は EOF までﾃﾞｰﾀ転送を行なう。
義ﾌｧｲﾙ
EOF がない場合は、ｴｸｽﾃﾝﾄ最終までのﾃﾞｰﾀ転送
の並び
を行なう。
と同じ 最終ﾎﾞ あり
ｴｸｽﾃﾝﾄ最終までのﾃﾞｰﾀ転送を行ない次ﾎﾞﾘｭｰﾑ
ﾘｭｰﾑﾌﾗ
のﾃﾞｰﾀ転送に移行する。
ｸﾞ=OFF
なし
DATASET_ERROR_MULTI_VOLUME_DEFINITION_NO_
NEXT_VOLUME ｴﾗｰ(FAL error:-48)
0002 以 ―
―
DATASET_ERROR_VTOC_INVALID ｴﾗｰ
降だが
(FAL error:-19)
不一致
先頭ﾎﾞ －
－
－
DATASET_ERROR_VTOC_INVALID ｴﾗｰ
ﾘｭｰﾑと
(FAL error:-19)
不一致
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ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄへの OTM 転送時の VTOC 上 DSCB1 のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ通し番号/ﾎﾞﾘｭｰﾑ順序番号/
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞの VTOC 整合性ﾁｪｯｸ仕様については下記を参照して下さい。
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに登録されている OTM 要求時のﾁｪｯｸ仕様
VTOC 内 DSCB1
項
ﾎﾞﾘｭｰﾑ ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ ﾎﾞﾘｭｰﾑ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
番
通し番
順序番
ｲﾝｼﾞｹｰﾀ
号
号
１ 先頭ﾎﾞ 先頭ﾎﾞﾘ 0001
最終ﾎﾞﾘｭｰ
ﾘｭｰﾑ
ｭｰﾑと一
ﾑﾌﾗｸﾞ=ON
致

ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ
定義ﾌｧｲﾙ
内次ﾎﾞﾘｭｰ
ﾑの有無

未転送
ﾃﾞｰﾀ

あり

なし
あり

なし

なし
あり

最終ﾎﾞﾘｭｰ
ﾑﾌﾗｸﾞ=OFF

あり

なし

なし

あり
なし
あり

先頭ﾎﾞﾘ
ｭｰﾑと不
一致
２ 次ﾎﾞﾘｭ 先頭ﾎﾞﾘ
ｰﾑ
ｭｰﾑと一
致

0001 以
外

―

―

―

―

―

0001

―

0002 以
降
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭ
ｰﾑ
定義ﾌｧｲ
ﾙの定義
順と
一致

最終ﾎﾞﾘｭｰ
ﾑﾌﾗｸﾞ=ON

最終ﾎﾞﾘｭｰ
ﾑﾌﾗｸﾞ=OFF

―

DATASET_ERROR_VTOC_INVALID ｴﾗｰ
(FAL error:-19)

―

―

あり

なし
あり

なし

なし
あり

あり

なし

なし

あり
なし

DATASET_ERROR_VTOC_INVALID ｴﾗｰ
(FAL error:-19)
EOF を設定しﾃﾞｰﾀ転送終了
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ OFF とし EOF を設定し
次のﾎﾞﾘｭｰﾑへ
EOF を設定しﾃﾞｰﾀ転送終了
DATASET_ERROR_OVERFLOW ｴﾗｰ
(FAL error:-28)
EOF を設定しﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ ON としﾃﾞ
ｰﾀ転送終了
EOF を設定し次のﾎﾞﾘｭｰﾑへﾃﾞｰﾀ転送
EOF を設定しﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ ON としﾃﾞ
ｰﾀ転送終了
DATASET_ERROR_OVERFLOW ｴﾗｰ
(FAL error:-28)

0002 以 ―
降
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭ
ｰﾑ
定義ﾌｧｲ
ﾙの定義
順と
不一致

―

－

－

－

EOF を設定しﾃﾞｰﾀ転送終了
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ OFF とし EOF を設定し
次のﾎﾞﾘｭｰﾑへﾃﾞｰﾀ転送
EOF を設定しﾃﾞｰﾀ転送終了
DATASET_ERROR_OVERFLOW ｴﾗｰ
(FAL error:-28)
EOF を設定しﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ ON としﾃﾞ
ｰﾀ転送終了
EOF を設定し次のﾎﾞﾘｭｰﾑへﾃﾞｰﾀ転送
EOF を設定しﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ ON としﾃﾞ
ｰﾀ転送終了
DATASET_ERROR_OVERFLOW ｴﾗｰ
(FAL error:-28)
DATASET_ERROR_VTOC_INVALID ｴﾗｰ
(FAL error:-19)

―

あり

先頭ﾎﾞﾘ
ｭｰﾑと不
一致

処理内容

―
DATASET_ERROR_VTOC_INVALID ｴﾗｰ
(FAL error:-19)

―
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DATASET_ERROR_VTOC_INVALID ｴﾗｰ
(FAL error:-19)

4.9 AIX 共用ｵｰﾌﾟﾝ機能
(1)AIXの中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ共用について
01-XX-59版以前では、AIXから中間ﾎﾞﾘｭｰﾑをｵｰﾌﾟﾝすると、AIXはﾎﾞﾘｭｰﾑに対してﾘｻﾞｰﾌﾞを取得する為、
他のｻｰﾊﾞから同一の中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを共用することはできません。01-XX-60版以降(XX≧03)からは、環境変数
を定義することにより、同一の中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを他のｻｰﾊﾞと共用することが可能となります。下表に対象ﾊﾞｰｼﾞ
ｮﾝを示します。
対象形名
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
中間ﾎﾞﾘｭｰﾑの共用の可/不可
FAL for AIX
(32/64bit)

01-XX-59以前
01-XX-60以降
(XX≧03)

中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを他のｻｰﾊﾞと共用不可
環境変数を定義することにより中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを他のｻｰﾊﾞと共用可

(2)環境変数の定義
環境変数FAL_NO_RESERVEを設定することで、FALから中間ﾎﾞﾘｭｰﾑをｵｰﾌﾟﾝする際に排他ｵｰﾌﾟﾝ(ﾘｻﾞｰﾌﾞを
取得する)と共用ｵｰﾌﾟﾝ(ﾘｻﾞｰﾌﾞを取得しない)を切り替えることができます。下記にFAL_NO_RESERVEと
ｵｰﾌﾟﾝﾓｰﾄﾞの関係を示します。
項番
FAL_NO_RESERVE
ｵｰﾌﾟﾝﾓｰﾄﾞ
1
環境変数未定義
排他ｵｰﾌﾟﾝ(01-XX-59以前と同じ動作)
2
ON
共用ｵｰﾌﾟﾝ
3
OFF
排他ｵｰﾌﾟﾝ
4
その他の値
排他ｵｰﾌﾟﾝ

(3)使用上の注意事項
AIX共用ｵｰﾌﾟﾝ機能を使用した場合は、AIXの仕様によりﾃﾞｰﾀ量が2Gbyteを超える転送を行うことは出来ま
せん。この制限は32bit版OSが対象です。
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4.10 FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能
新規にﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能をご使用になられる場合は、FCUﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能をご使用されることを推奨致します。
既にFALﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能をご使用になられている場合は、FCUﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能に変更することなく、FALﾘｻﾞ
ｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能のご使用は可能です。
尚、FALﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能においては、本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをｲﾝｽﾄｰﾙするｻｰﾊﾞ環境(OS，HBAﾄﾞﾗｲﾊﾞ等)の影響により正し
く動作を行えないことが御座いますので、FALﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能をご使用の場合はこの点にご注意願います。
※ FALﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能及びFCUﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を同時に有効と設定が可能ですが、両ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を有効
と設定した場合には、FCUﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能が動作致します。
(１)FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能について
従来、FAL/FCU によるﾃﾞｰﾀ転送時に対象の中間ﾎﾞﾘｭｰﾑがﾘｻﾞｰﾌﾞされているとｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生して異常終
了していました。しかし、FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能は環境変数を定義することにより、指定秒数間隔で指
定回数分ﾘﾄﾗｲを行い、その間にﾘｻﾞｰﾌﾞが解除されればﾃﾞｰﾀ転送を再開することが可能となります。
(２)ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能をｻﾎﾟｰﾄする OS と OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ及び FAL/FCU ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝを以下に示します。
※下記対象OSﾊﾞｰｼﾞｮﾝ以外で本機能をご使用になる場合は、弊社担当営業もしくは弊社ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽを
契約している場合はｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽにお問い合わせ下さい
FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
対象形名
FAL for AIX(32/64bit)

対象 OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

FAL/FCU ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

4.3.3 ML02(32/64bit)、5.1 ML02(32/64bit)、5.2

01-XX-62 以降(XX

ML01(32/64bit)

＝03,04)

FAL for Solaris(32/64bit) 8(32/64bit)、9(32/64bit) 、10(32/64bit) 、11(32/64bit) 01-XX-63 以降(XX
FAL for Linux(32/64bit)

Redhat

AS3.0 Update3 (x86)

＝03,04)

SuSE

SLES9 (x86)(AMD64/EM64T)

01-XX-64/20 以降
(XX＝03,04)

FAL for HP-UX(64bit)

FAL for Windows(32bit)

11.11[2002/06](64bit),

01-XX-64/25 以降

11.23[2004/09 版]/[2005/04 版](64bit)

(XX＝03,04)

NT4.0 SP6(x86),2000 SP4(x86),

01-XX-64/23 以降

2003 SP1 (x86)(Itanium)(AMD64/Intel64)

(XX＝03,04)

2008 (x86)(Itanium)(AMD64/Intel64)
2008 R2 (x86)(Itanium)(AMD64/Intel64)
2012 (AMD64/Intel64)
2012 R2 (AMD64/Intel64)
2016 (AMD64/Intel64)

※ HP-UX 11.0(64bit)使用時は本機能を適用しないで下さい
※ FAL/FCU ﾊﾞｰｼﾞｮﾝが XX＝03 または 04 で既に FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能をご使用になられている場合は、
XX≧05 でも継続して使用可能です。

－80－

(３)機能一覧
以下に FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能の一覧を示します。
FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能一覧
項番
1

対象

機能

FAL

内容

ﾘﾄﾗｲ有効化設定機能

環境変数によってﾘﾄﾗｲの有効化/無効化を設定する

2

ﾘﾄﾗｲ回数設定機能

環境変数によって最大ﾘﾄﾗｲ回数を設定する

3

ﾘﾄﾗｲ待ち時間設定機能

環境変数によってﾘﾄﾗｲ時の待ち時間を設定する

4

ﾘﾄﾗｲ対象ｴﾗｰｺｰﾄﾞ設定機能

環境変数によってﾘﾄﾗｲの対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを設定する

5

ﾘﾄﾗｲ機能

中間ﾎﾞﾘｭｰﾑで対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生した時、ﾘﾄﾗｲを行う。

(open,close,read,write,seek,flush)
6

ﾘﾄﾗｲ詳細ﾛｸﾞ出力機能

どの操作で、どのｼｽﾃﾑｴﾗｰにより、何回ﾘﾄﾗｲを行ったか FAL ｴ
ﾗｰﾛｸﾞに出力する。

(４)環境変数の定義
(4-1) ﾘﾄﾗｲ有効化設定機能(FAL)
環境変数 FAL_RETRY を設定することで、FAL から中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ(MF/OPEN)に I/O を出した時に特定のｼｽ
ﾃﾑｴﾗｰが発生した場合、ﾘﾄﾗｲを行うかどうか指定する事ができます。以下に FAL_RETRY と FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞ
ﾘﾄﾗｲ機能の有効化/無効化の関係を示します。
FAL_RETRY と FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能の有効化/無効化の関係
項番
1

FAL_RETRY

ﾘﾄﾗｲ回数

環境変数未定義

FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を無効化し、現行動作と同様にﾘﾄﾗｲを
行なわず、即時にｴﾗｰとする

2

ON

FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を有効化する

3

OFF

FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を無効化し、現行動作と同様にﾘﾄﾗｲを
行なわず、即時にｴﾗｰとする

4

その他の値

FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を無効化し、現行動作と同様にﾘﾄﾗｲを
行なわず、即時にｴﾗｰとする

注）FAL_RETRY=ON と FCU_RETRY=ON を両方定義した場合は、FCU_RETRY が有効となり
FAL_RETRY は無効となります。
(4-2) ﾘﾄﾗｲ回数設定機能(FAL)
環境変数 FAL_RETRY_COUNT を設定することで、FAL から中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ(MF/OPEN)に I/O を出した時に特
定のｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生した場合、ﾘﾄﾗｲを行う最大回数を指定する事ができます。以下に FAL_RETRY_COUNT
とﾘﾄﾗｲ回数の関係を示します。
FAL_RETRY_COUNT とﾘﾄﾗｲ回数の関係
項番

FAL_RETRY_COUNT

ﾘﾄﾗｲ回数

1

環境変数未定義

10 回

3

1～600

指定回数分までﾘﾄﾗｲを行う

4

その他の値

10 回
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(4-3) ﾘﾄﾗｲ待ち時間設定機能(FAL)
環境変数 FAL_RETRY_WAIT_TIME を設定することで、FAL から中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ(MF/OPEN)に I/O を出した時に
特定のｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生した場合、ﾘﾄﾗｲを行うまでの待ち時間を秒単位で指定する事ができます。
以下に FAL_RETRY_WAIT_TIME とﾘﾄﾗｲ待ち時間の関係を示します。
FAL_RETRY_WAIT_TIME とﾘﾄﾗｲ待ち時間の関係
項番

FAL_RETRY_WAIT_TIME

ﾘﾄﾗｲ待ち時間

1

環境変数未定義

1 秒間待つ

2

1～60

指定秒数間待つ

3

その他の値

1 秒間待つ

(4-4) ﾘﾄﾗｲ対象ｴﾗｰｺｰﾄﾞ設定機能(FAL)
環境変数 FAL_RETRY_TARGET を設定することで、ﾘﾄﾗｲを行う対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを AIX では
16(EBUSY)、その他 OS では 5(EIO)に加えて最大 5 つまで「,」で区切って指定する事ができます。尚、
6 つ目以降は無効とします。また、数値以外の指定があった場合にはそれ以降の設定を全て無効とし
ます。以下に FAL_RETRY_TARGET とﾘﾄﾗｲ対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞの関係を示します。
※ﾃﾞﾌｫﾙﾄ以外のｼｽﾃﾑｴﾗｰを指定する場合は、弊社担当営業もしくは弊社ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽを
契約している場合はｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽにお問い合わせ下さい。
FAL_RETRY_TARGET とﾘﾄﾗｲ対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞの関係
項番
1

FAL_RETRY_TARGET
環境変数未定義

ﾘﾄﾗｲ対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞ
AIX

16(EBUSY)

Solaris

5(EIO)

備考

Linux
HP-UX

22(EINVAL)
13(EACCES)

Windows
2

170(ERROR_BUSY)

ｼｽﾃﾑｴﾗｰ,ｼｽﾃﾑｴﾗｰ,ｼ

「,」で区切られた最大 5 つ

各 OS における初期値として

ｽﾃﾑｴﾗｰ…

(HP-UX は最大 4 つ)のｼｽﾃﾑｴﾗｰｺ

16(EBUSY),5(EIO),22(EINVAL),

ｰﾄﾞ

13(EACCES)及び 170(ERROR_BUSY)は
既に含まれている

3

その他の値

環境変数未定義時と同様

－

(4-5) 注意事項
ﾎﾞﾘｭｰﾑ競合時に OS 側で出力されるｴﾗｰｺｰﾄﾞは､OS や HBA ﾄﾞﾗｲﾊﾞ等のﾎｽﾄ環境やﾎﾞﾘｭｰﾑ競合ﾀｲﾐﾝｸﾞ等の運
用により変わります｡構築において十分なﾃｽﾄを実施の上､ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値以外でﾘﾄﾗｲ対象とするｴﾗｰｺｰﾄﾞを
選定してください｡
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（５）ﾘﾄﾗｲ詳細ﾛｸﾞ出力機能(FAL)
ｼｽﾃﾑｴﾗｰ 16(EBUSY)が発生したためにﾘﾄﾗｲ処理を行ったことを FAL ｴﾗｰに出力します。出力する内容は、
日付、ﾕｰｻﾞｰ名、ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞ、I/O 種類、ﾘﾄﾗｲ回数、ｿｰｽの行番号、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ、ﾌﾟﾛｾｽ ID、対象ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
名です。以下に FAL ｴﾗｰに出力するﾘﾄﾗｲ詳細ﾛｸﾞの書式を示します。
FAL ｴﾗｰに出力するﾘﾄﾗｲ詳細ﾛｸﾞの書式
Mon Nov
日付

8 16:21:23 2004 : root : err=16 open Retry(1) at 12345 : 01-03-58/21 PID=1234 VSN:DSN
ﾕｰｻﾞｰ名
ｼｽﾃﾑ I/O
ﾘﾄﾗｲ
行番号 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ﾌﾟﾛｾｽ 対象
ｴﾗｰ 種類※1 回数
ID
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
ｺｰﾄﾞ

※1 I/O 種類に出力されるものは、”open”,“close”,“read”,“write”,“seek”,“flush”のいず
れかである
（６）異常処理
以下に本機能で発生するｴﾗｰを示します。
ｴﾗｰ
ｺｰﾄﾞ
16

ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

内容

備考

名称
EBUSY

Resource busy

Reserve が取得されているﾃﾞ AIX のみ
ﾊﾞｲｽをｵｰﾌﾟﾝしようとした。

5

EIO

I/O error

ﾃﾞﾊﾞｲｽが使用不可

－

22

EINVAL

Invalid argument

引数不正

ＨＰのみ

13

EACCES

Permission denied

ｱｸｾｽ権限がない

170

ERROR_BU

The requested resource 要求されたリソースは使用

SY

is in use.

中です。
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Windows のみ

５ FAL の使用方法
5.1 環境設定
(1) 共用ﾎﾞﾘｭｰﾑの定義
FALでｱｸｾｽするﾃﾞｰﾀｾｯﾄを格納するﾌｧｲﾙは｢共用ﾎﾞﾘｭｰﾑ｣として定義しておかなければなりません。
また、FALでｱｸｾｽする中間ﾌｧｲﾙは、ﾌｫｰﾏｯﾀでﾌｫｰﾏｯﾄした中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに、ｱﾛｹｰﾀで作成して
おかなければなりません。ﾌｫｰﾏｯﾀについては2.3節を、ｱﾛｹｰﾀについては2.4節を参照して下さい。
共用ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾀｲﾌﾟ(ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ)については1.2.2節を参照して下さい。
(2) ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの作成
FALが､ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で定義した論理ﾎﾞﾘｭｰﾑまたはﾌｫｰﾏｯﾀでﾌｫｰﾏｯﾄした中間ﾎﾞﾘｭｰﾑとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側
で定義したﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝを対応付けるために使用する｢ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ｣を､FALを使用するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実行時にｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘとなるﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに作成しておかなければなりません。
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの詳細については8.2節で説明します。
(3) ｺﾝﾊﾟｲﾙ方法
FALをﾕｰｻﾞが作成したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに組込む場合の例を以下に示します。
UNIX系OSの場合、 CｺﾝﾊﾟﾗはANSI準拠のｺﾝﾊﾟｲﾙができるのものを使用して下さい(C++には対応して
いません)。
また、ﾍｯﾀﾞﾌｧｲﾙは、FALを使用するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中でｲﾝｸﾙｰﾄﾞして下さい。
(i)

32bit用FAL

① AIXの場合
# cc

-qlanglvl=ansi –D_NO_MT -o 出力ﾌｧｲﾙ名 ｿｰｽﾌｧｲﾙ名 /usr/lib/libfal.a
･libfal.a：FALのｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾓｼﾞｭｰﾙﾌｧｲﾙの名称です。

② Solarisの場合
# cc –D_NO_MT -o 出力ﾌｧｲﾙ名 ｿｰｽﾌｧｲﾙ名 /usr/lib/libfal.so.1
･libfal.so.1：FALのｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾓｼﾞｭｰﾙﾌｧｲﾙの名称です。
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③ Linuxの場合
# gcc –D_NO_MT -o 出力ﾌｧｲﾙ名 ｿｰｽﾌｧｲﾙ名 /usr/lib/libfal.so.1
･libfal.so.1：FALのｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾓｼﾞｭｰﾙﾌｧｲﾙの名称です。
④ Windowsの場合
(ｱ) Developer Studioを起動します。
(ｲ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを新規作成します。
(ｳ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾌｫﾙﾀﾞに以下の三つのFALﾌｧｲﾙをｺﾋﾟｰします。
dataset.h
fal.dll
fal.lib
(ｴ) Developer Studioの｢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣ﾒﾆｭｰの｢設定｣を選択します。
(ｵ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ設定ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ内の｢ﾘﾝｸ｣ﾀﾌﾞを選択します。
(ｶ) ｢ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ/ﾗｲﾌﾞﾗﾘﾓｼﾞｭｰﾙ｣欄に fal.lib を追加します。
(ｷ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ設定ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ内の｢C/C++｣ﾀﾌﾞを選択します。
(ｸ) ｢ﾌﾟﾘﾌﾟﾛｾｯｻの定義｣欄に _NO_MT を追加します。
(ｹ) ﾋﾞﾙﾄﾞ/実行します。
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(ii)

64bit用FAL

① AIXの場合
# cc

-qlanglvl=ansi –q64 –D_NO_MT -o 出力ﾌｧｲﾙ名 ｿｰｽﾌｧｲﾙ名
･libfal64.a：FALの64bit用ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾓｼﾞｭｰﾙﾌｧｲﾙの名称です。

/usr/lib/libfal64.a

② HP-UX(Itanium)の場合
# cc

+DD64 –D_NO_MT -o 出力ﾌｧｲﾙ名 ｿｰｽﾌｧｲﾙ名 /usr/lib/hpux64/libfal64.so
･libfal64.so：FALの64bit用ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾓｼﾞｭｰﾙﾌｧｲﾙの名称です。

③ Solarisの場合
# cc

-xarch=v9 –D_NO_MT -o 出力ﾌｧｲﾙ名 ｿｰｽﾌｧｲﾙ名 /usr/lib/sparcv9/libfal64.so.1
･libfal64.so.1：FALの64bit用ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾓｼﾞｭｰﾙﾌｧｲﾙの名称です。

④ Linuxの場合
# gcc –D_NO_MT -o 出力ﾌｧｲﾙ名 ｿｰｽﾌｧｲﾙ名 /usr/lib/libfal64.so.1
･libfal64.so.1：FALのｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾓｼﾞｭｰﾙﾌｧｲﾙの名称です。
⑤ Windowsの場合
(ｱ) Visual Studioを起動します。
(ｲ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを新規作成します。
(ｳ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾌｫﾙﾀﾞに以下の三つのFALﾌｧｲﾙをｺﾋﾟｰします。
dataset.h
fal64.dll
fal64.lib
(ｴ) Visual Studioの｢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣ﾒﾆｭｰの｢設定｣を選択します。
(ｵ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ設定ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ内の｢ﾘﾝｸ｣ﾀﾌﾞを選択します。
(ｶ) ｢ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ/ﾗｲﾌﾞﾗﾘﾓｼﾞｭｰﾙ｣欄に fal64.lib を追加します。
(ｷ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ設定ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ内の｢C/C++｣ﾀﾌﾞを選択します。
(ｸ) ｢ﾌﾟﾘﾌﾟﾛｾｯｻの定義｣欄に _NO_MT を追加します。
(ｹ) ﾋﾞﾙﾄﾞ/実行します。
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5.2 関数の使用例
(1) 使用例：ﾃﾞｰﾀの読出し

datasetGetFileInformation
ｴﾗｰ

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性を得る

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性の
ﾁｪｯｸ

datasetOpen
ｴﾗｰ

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝする

datasetGet

1ﾃﾞｰﾀ読出す
ｴﾗｰ
EOF

読出したﾃﾞｰﾀの
処理

ｴﾗｰ情報を得る

datasetGetLastError

datasetClose

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｸﾛｰｽﾞ

ｴﾗｰ処理/終了処理

ｴﾗｰ情報を得る

datasetGetLastError

ｴﾗｰ処理/終了処理
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(2) 使用例：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性の取得

datasetFindFirstFile
ｴﾗｰ

先頭のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの
属性情報の取得

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報
のﾘｽﾃｨﾝｸﾞ
ｴﾗｰ

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別､ﾚｺｰﾄﾞ形式
の文字列への変換が必要で
あれば､
datasetGetDsorgString,
datasetGetRecfmString
を使用する。

datasetFindNextFile

次のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの
属性情報の取得
ｴﾗｰ

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報
のﾘｽﾃｨﾝｸﾞ
ｴﾗｰ

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別､ﾚｺｰﾄﾞ形式
の文字列への変換が必要で
あれば､
datasetGetDsorgString,
datasetGetRecfmString
を使用する。

datasetGetLastError

ｴﾗｰ情報の
取得

datasetFindClose

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報取得
処理の終了

datasetGetLastError

ｴﾗｰ情報の
取得
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６ FAL ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞの機能と使用方法
6.1 仕様
FAL は以下の機能を C 言語の関数形式で提供します。(ｽﾚｯﾄﾞｾｰﾌです｡)
(A) 情報格納ｴﾘｱの確保を行います。
･dataset_AllocGlobal
(B) ﾎﾞﾘｭｰﾑ名とﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名で指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝする。
･dataset_Open
(C) 指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄからﾚｺｰﾄﾞを読み出す。
･dataset_Get/dataset_Get2
(d) 指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄにﾚｺｰﾄﾞを書き込む。
･dataset_Put/dataset_Put2
(E) 指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｸﾛｰｽﾞする。
･dataset_Close
(F) 情報格納ｴﾘｱの開放を行います。
･dataset_FreeGlobale
(G) ﾌｧｲﾙﾎﾟｲﾝﾀを先頭に戻します。
･dataset_Rewind
(H) ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を得る。
･dataset_GetFileInformation
･dataset_FindFirstFile
･dataset_FindNextFile
･dataset_FindClose
＜ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞの際の注意事項＞
(1)ｼｸﾞﾅﾙﾊﾝﾄﾞﾗから使用することはできません。
(2)以下の語はFALの予約語です。FALを使ってﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを組む際に、関数名・変数名・記号定数名
として使用することはできません。
・“dataset”で始まる語
・“fast_”で始まる語
・“GetVolSers”
(3)ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ対応 API と非ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ対応 API は混在して使用しないでください。
(4)32bit 版の AIX4.3/5L/6.1 と WindowsNT/Windows2000Server/Server2003/Server2008 に対応しています。
(5)ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ対応 API 使用時、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙは不要です。
(6)ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ対応 API では複数のﾃﾞｰﾀｾｯﾄを同時にｵｰﾌﾟﾝ可能となります。
dataset_AllocGlobal ･･････････ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ’A’に対する情報格納ｴﾘｱの確保
dataset_AllocGlobal ･･････････ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ’B’に対する情報格納ｴﾘｱの確保
dataset_Open………･････……･･ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ’A’に対するｵｰﾌﾟﾝ
dataset_Open………･････……･･ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ’B’に対するｵｰﾌﾟﾝ
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6.1.1.情報格納ｴﾘｱの確保
[記述形式] memError= dataset_AllocGlobal(dgpp,derrno,malloc,free)
型
引数：dgpp

内容

void **

Global ﾒﾓﾘｴﾘｱ

derrno

long*

ｴﾗｰ情報返却ｴﾘｱ

malloc

void**

malloc()

free

void*

free()

戻値：memError

int
異常終了

0

本関数は情報格納ｴﾘｱの取得を行い、Global ﾒﾓﾘｴﾘｱに返します。
dgpp

Global ﾒﾓﾘｴﾘｱ格納ｴﾘｱ

derrno

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

malloc

malloc 関数のｱﾄﾞﾚｽを指定します。malloc と指定してください。

free

free 関数のｱﾄﾞﾚｽを指定します。free と指定してください。

関数が正常に終了した場合は、１を返します。
異常終了時は、derrno の内容を参照し詳細なｴﾗｰｺｰﾄﾞを取得して下さい。
ｴﾗｰの詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照してください。
使用例
void *memptr; /* global memory area */
long err;

/* global err 情報 */

int retcode;
:
retcode = dataset_AllocGlobal(&memptr, &err, malloc, free);
:
retcode = dataset_FreeGlobal(&memptr, &err);
備考
・本関数を発行したら、処理の最後で、dataset_FreeGlobal()を必ず発行してください。
・dataset_Open()、dataset_FindFirstFile()の前に必ず、本関数を発行してください。
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6.1.2.ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｵｰﾌﾟﾝ
[記述形式] datasetError=dataset_Open(global,g_error,devname,dsname,voltype,mode)
型
引数：global
g_error

内容

void*

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾓﾘｴﾘｱ

long*

ｴﾗｰ情報返却エリア

devname char*

raw デバイス名

dsname

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名

char*

voltypr

ﾎﾞﾘｭｰﾑｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ

mode

char*

戻値：datasetError

ｵｰﾌﾟﾝﾓｰﾄﾞ

char*
long

異常終了

-1

dsname で指定されたﾃﾞｰﾀｾｯﾄ(ﾌｧｲﾙ)を、mode で指定されたｵｰﾌﾟﾝﾓｰﾄﾞでｵｰﾌﾟﾝします｡
global

Global ﾒﾓﾘｴﾘｱ(dataset_AllocGlobal で取得した Global ﾒﾓﾘｴﾘｱ
を指定します。)

g_error

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

devname

raw ﾃﾞﾊﾞｲｽ名(special file)

dsname

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名

voltype

Device ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ(3390-3A,3390-3B)

mode

“r”

：読出し用にｵｰﾌﾟﾝします。

“w”

：書込み用にｵｰﾌﾟﾝします。

戻り値
関数が異常終了の場合は、－1 を返します。その他の時は正常終了です。関数が異常終了した場合は、g_error
を参照して詳細なｴﾗｰ情報を取得してください。ｴﾗｰの詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照願います。
使用例
void *memptr;
long err,datasetError;

/* global memory area */
/* global err 情報 */

int retcode;
retcode = dataset_AllocGlobal(&memptr, &err, malloc, free);
～
datasetError = dataset_Open(memptr, &err,”¥¥.¥PHYSICALDRIVE1”,”DSN001”, ”3390-3A”,”r”);
～
datasetError=dataset_Close(memptr, &err);
retcode = dataset_FreeGlobal(&memptr, &err);
備考
・本関数を発行したら処理終了時に必ず dataset_Close()を発行してください。
・dataset_Get()/dataset_Get2()/dataset_Put()/dataset_Put2()/dataset_Rewind()/
dataset_GetFileInformation()関数の発行前に必ず本関数を発行してください。
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6.1.3.ﾃﾞｰﾀの読出し
[記述形式] reclen = dataset_Get(global, g_error, buf, buflen)
reclen= dataset_Get2(global, g_error, buf, buflen)
型
引数：global
g_error

内容

void*

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾓﾘｴﾘｱ

long*

ｴﾗｰ情報返却エリア

buf

char*

読み出しﾊﾞｯﾌｧ

buflen

long

ﾊﾞｯﾌｧに転送したﾃﾞｰﾀ実体の長さ

戻値：reclen

long

ﾊﾞｯﾌｧに転送した実体の長さ
異常終了

-1

先にｵｰﾌﾟﾝしたﾃﾞｰﾀｾｯﾄの 1 ﾚｺｰﾄﾞを buf に読み出します。転送するﾃﾞｰﾀは、ﾃﾞｰﾀ実体だけです。
詳細は 4.2 ﾃﾞｰﾀの読出しを参照願います。
Global ﾒﾓﾘｴﾘｱ(dataset_AllocGlobal で取得した Global ﾒﾓﾘｴﾘｱ

global

を指定します。)
g_error

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

buf

読込んだﾃﾞｰﾀを格納するﾊﾞｯﾌｧを指定します。

buflen

ﾊﾞｯﾌｧの大きさを指定します。

戻り値
dataset_Get()の時
関数が正常に終了した場合は、reclen（ﾚｺｰﾄﾞ長）を返します。(1≦ﾚｺｰﾄﾞ長≦32760)
異常の場合は－１を返します。
EOF 検出時 0 を返します。
Dataset_Get2()の時
関数が正常に終了した場合は、reclen（ﾚｺｰﾄﾞ長）を返します。(0≦ﾚｺｰﾄﾞ長≦32760)
異常の場合は－１を返します。
EOF 検出時は DATASET_ERROR_END_OF_FILE を返します。
関数の戻値＝－1 の場合、g_error の内容を参照し、詳細なｴﾗｰｺｰﾄﾞを取得して下さい。
ｴﾗｰの詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照願います。

－92－

6.1.4.ﾃﾞｰﾀの書込み
[記述形式] recren= dataset_ Put(global, g_error, buf, buflen)
recren= dataset_ Put2(global, g_error, buf, buflen)
型
引数：global
g_error

内 容

void*

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾓﾘｴﾘｱ

long*

ｴﾗｰ情報返却ｴﾘｱ

buf

char*

書き込みﾊﾞｯﾌｧ

buflen

long

ﾊﾞｯﾌｧに転送したﾃﾞｰﾀ実体の長さ

戻値：reclen

long

書き込んだﾃﾞｰﾀ実体の長さ
異常終了

-1
ｵｰﾌﾟﾝしたﾃﾞｰﾀｾｯﾄに 1 ﾚｺｰﾄﾞ書き込みます。

ﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の場合、buf 上のﾃﾞｰﾀ実体にﾚｺｰﾄﾞ長を付加してﾃﾞｰﾀｾｯﾄに書き込みます。
詳細は 4.3 ﾃﾞｰﾀの書込みを参照願います。
global

Global ﾒﾓﾘｴﾘｱ(dataset_AllocGlobal で取得した Global ﾒ
ﾓﾘｴﾘｱを指定します。)

g_error

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

buf

書込みﾊﾞｯﾌｧ

buflen

ﾊﾞｯﾌｧｻｲｽﾞを指定します｡

戻り値
関数が正常に終了した場合は、reclen（ﾚｺｰﾄﾞ長）を返します。
異常の場合は－１を返します。関数の戻値＝－1 の場合、g_error の内容を参照し、詳細なｴﾗｰｺｰﾄﾞを取得し
て下さい。ｴﾗｰの詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照願います。
備考
・buflen＝0 の時、dataset_Put 関数はｴﾗｰとなりますが、dataset_Put2 関数は正常終了
します(実態なしﾃﾞｰﾀも扱えます)。
・満杯ｴﾗｰ時、dataset_Put2 の戻り値＝－1 ですが dataset_Put の戻り値＝0 となります。
g_error はいづれも－50 です。
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6.1.5.dataset_Close
[記述形式] datasetError=dataset_Close(global,g_error)
型

内容

引数：global
g_error
戻値：datasetError

void*

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾓﾘｴﾘｱ

long*

ｴﾗｰ情報返却エリア

long

-1

異常終了

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｸﾛｰｽﾞします。
global

Global ﾒﾓﾘｴﾘｱ(dataset_AllocGlobal で取得した Global ﾒ
ﾓﾘｴﾘｱを指定します。)

g_error

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

戻り値
関数が正常に終了した場合は、０を返します。
異常の場合は－１を返します。関数の戻値＝－1 の場合、g_error の内容を参照し、詳細なｴﾗｰｺｰﾄﾞを取得し
て下さい。ｴﾗｰの詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報の項を参照願います。
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6.1.6.情報格納ｴﾘｱの開放
[表示形式] memError= dataset_FreeGlobal(dgpp, derrno)
型
引数：dgpp
derrno
戻値：memError

内容
void**

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾓﾘｴﾘｱのｴﾘｱ

long*

ｴﾗｰ情報返却エリア

int
異常終了

0
本関数は情報格納ｴﾘｱを開放します。
dgpp

Global ﾒﾓﾘｴﾘｱを指定する。(dataset_AllocGlobal で取
得した Global ﾒﾓﾘｴﾘｱのｴﾘｱを指定します。)

derrno

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

戻り値
関数が正常に終了した場合は、１を返します。
異常の場合は０を返します。異常終了時は、g_error を参照し、詳細なｴﾗｰｺｰﾄﾞを取得して下さい。ｴﾗｰの詳
細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照願います。
備考
・特になし
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6.1.7.処理対象ﾚｺｰﾄﾞﾎﾟｲﾝﾀの初期化
[表示形式] datasetError=dataset_Rewind(global,g_error)
型
引数：global
g_error
戻値：datasetError

内容
void**

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾓﾘｴﾘｱのｴﾘｱ

long*

ｴﾗｰ情報返却エリア

long
異常終了

-1

dataset_Put/dataset_Put2/dataset_Get/dataset_Get2 の前に本関数を発行すると、先頭ﾚｺｰﾄﾞにﾎﾟｲﾝﾀｰが戻り、次
回 dataset_Put/dataset_Put2/dataset_Get/dataset_Get2 は、先頭ﾚｺｰﾄﾞから処理を行います。
global

Global メモリエリア(dataset_AllocGlobal で取
得した Global ﾒﾓﾘｴﾘｱを指定します。)

g_error

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

戻り値
関数が正常に終了した場合は、０を返します。
異常の場合は－１を返します。異常終了時は、g_error を参照し、詳細なｴﾗｰｺｰﾄﾞを取得して下さい。ｴﾗｰの
詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照願います。
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6.1.8.ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報の取得
(1) 特定ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報の取得
[記述形式] datasetError= dataset_GetFileInformation(global, g_error, &ffd)
型
引数：global
g_error
ffd

内容
void*

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾓﾘｴﾘｱのｴﾘｱ

long*

ｴﾗｰ情報返却ｴﾘｱ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報格納ｴﾘｱ

DATASET_FIND_DATA

戻値：datasetError

long
異常終了

-1

既にｵｰﾌﾟﾝ済みのﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性を ffd に返します。
global

Global ﾒﾓﾘｴﾘｱを指定します｡(dataset_AllocGlobal で取
得した Global ﾒﾓﾘｴﾘｱを指定します。)

g_error

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

ffd

最初のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報格納ｴﾘｱ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報は以下のようになっています。
typedef struct DATASET_FIND_DATA {
unsigned short blockSize;

/* ﾌﾞﾛｯｸ長

*/

unsigned short recordSize;

/* ﾚｺｰﾄﾞ長

*/

unsigned char dsorg[2];

/* ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別 */

unsigned char recfm;

/* ﾚｺｰﾄﾞ形式

*/

char name[44];

/* ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名

*/

unsigned short lastBlockTt; /* 最終ﾌﾞﾛｯｸｱﾄﾞﾚｽ(相対ﾄﾗｯｸ番号) */
unsigned char lastBlockR;
unsigned char mftype;

/* 最終ﾌﾞﾛｯｸｱﾄﾞﾚｽ(相対ﾚｺｰﾄﾞ番号) */

/* ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑOS(MVS･VOS3･MSP/VSE/VOS1/XSP) */

} DATASET_FIND_DATA;
戻り値
関数が正常に終了した場合は、０を返します。
異常の場合は－１を返します。異常終了時は、g_error を参照し、詳細なｴﾗｰｺｰﾄﾞを取得して下さい。ｴﾗｰの
詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照願います。
備考
・本関数を呼ぶ前に必ず、dataset_Open()を発行してください。
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(2) 複数ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報の取得
dataset_FindFirstFile 関数、dataset_FindNextFile 関数、dataset_FindClose 関数を組み合わせて使用します。
[記述形式]datasetHandle=dataset_FindFirstFile(global, g_error, pathname, voltype, &ffd)
型
引数：global
g_error
pathname
voltype
ffd

内容
void*

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾓﾘｴﾘｱのｴﾘｱ

long*

ｴﾗｰ情報返却ｴﾘｱ

char*
char*

DATASET_FIND_DATA

戻値:datasetHandle

raw ﾃﾞﾊﾞｲｽ名
Device ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報格納ｴﾘｱ

DATSET_HANDLE
異常終了

-1

raw ﾃﾞﾊﾞｲｽ名で指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑの先頭ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を ffd に返します。
Global ﾒﾓﾘｴﾘｱを指定します｡(dataset_AllocGlobal で取

global

得した Global ﾒﾓﾘｴﾘｱを指定します。)
g_error

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

pathname

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名／物理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ名のｱﾄﾞﾚｽを指定します。

voltype

Device ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ（3390-3A、3390-3B）

ffd

最初のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報格納ｴﾘｱ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報はdataset_GetFileInformationを参照して下さい。

戻り値
関数が正常に終了した場合は、DATASET_HANDLE を返します。このﾊﾝﾄﾞﾙは以降
の dataset_FindNextFile/dataset_FindClose 関数の引数として使用します。
異常の場合は－１を返します。異常終了した際は g_error を参照し、詳細なｴﾗｰｺｰﾄﾞを
取得して下さい。ｴﾗｰの詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照願います。
VTOC 内にﾃﾞｰﾀがなかった場合は、g_error＝DATASET_ERROR_NO_DATASET が
返ります。
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[記述形式] datasetError= dataset_FindNextFile(global,g_error,datasetHandle, &ffd)
型
引数：global
g_error
datasetHandle
ffd

内容
void*

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾓﾘｴﾘｱのｴﾘｱ

long*

ｴﾗｰ情報返却ｴﾘｱ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ

DATASET_HANDLE

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報格納ｴﾘｱ

DATASET_FIND_DATA

戻値：datasetError

long
異常終了

-1

2 番目以降のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの取得は本関数を用いて行います。
次のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報取得を不要と判断するか、あるいは本関数でﾃﾞｰﾀｾｯﾄなしが返
されるまで、繰り返します。
global

Global ﾒﾓﾘｴﾘｱを指定します｡
(dataset_AllocGlobal で取得した Global ﾒﾓﾘｴﾘｱを指定します。)

g_error

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

datasetHandle ﾃﾞｰﾀｾｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙを指定します｡
ffd

次のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報格納ｴﾘｱ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報はdataset_GetFileInformationを参照して下さい。

戻り値
関数が正常に終了した場合は、０を返します。
異常の場合は－１を返します。異常終了した際は g_error を参照し、詳細なｴﾗｰｺｰﾄﾞを
取得して下さい。ｴﾗｰの詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照願います。
VTOC の中に次のﾃﾞｰﾀｾｯﾄがなかった場合は
戻り値－１でエラー情報として DATASET_ERROR_END_OF_VTOC を返します。
備考
・本関数を発行する前に必ず dataset_FindFirstFile を発行して下さい。ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの取
得が終了したら、最後に dataset_FindClose を発行して下さい。
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[表示形式]datasetError= dataset_FindClose(global,g_error,datasetHandle)
型
引数：global
g_error
datasetHandle
戻値：datasetError

内容
void*

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾓﾘｴﾘｱのｴﾘｱ

long*

ｴﾗｰ情報返却ｴﾘｱ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ

DATASET_HANDLE
long

異常終了

-1

dataset_FindClose 関数は、dataset_FindFirstFile、dataset_FindNextFile で行って
きたﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報の取得処理の終了を宣言します。
global

Global ﾒﾓﾘｴﾘｱを指定します｡(dataset_AllocGlobal で取
得した Global ﾒﾓﾘｴﾘｱを指定します。)

g_error

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを格納するｱﾄﾞﾚｽを指定します。

datasetHandle ﾃﾞｰﾀｾｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙを指定します｡

戻り値
関数が正常に終了した場合は、０を返します。
異常の場合は－１を返します。異常終了した 際は g_error を参照し、詳細なｴﾗｰｺｰﾄﾞを
取得して下さい。ｴﾗｰの詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照願います。

備考
特になし。
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6.2 ｺﾝﾊﾟｲﾙ方法
FAL をﾕｰｻﾞが作成したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに組込む場合の例を以下に示します。
UNIX 系 OS の場合、C ｺﾝﾊﾟｲﾗは ANSI 準拠のｺﾝﾊﾟｲﾙができるものを使用して下さい。（C++には対応して
いません。）
また、ﾍｯﾀﾞﾌｧｲﾙは、FAL を使用するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中でｲﾝｸﾙｰﾄﾞして下さい。
AIX の場合
# cc

-qlanglvl=ansi -o 出力ﾌｧｲﾙ名 ｿｰｽﾌｧｲﾙ名 /usr/lib/libfalmt.a
･libfalmt.a：FALのｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾓｼﾞｭｰﾙﾌｧｲﾙの名称です。

WindowsNT/Windows2000/Windows2003の場合
(ｱ) Developer Studioを起動します。
(ｲ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを新規作成します。
(ｳ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾌｫﾙﾀﾞに以下の三つのFALﾌｧｲﾙをｺﾋﾟｰします。
dataset.h
falmt.dll
falmt.lib
(ｴ) Developer Studioの｢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣ﾒﾆｭｰの｢設定｣を選択します。
(ｵ) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ設定ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ内の｢ﾘﾝｸ｣ﾀﾌﾞを選択します。
(ｶ) ｢ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ/ﾗｲﾌﾞﾗﾘﾓｼﾞｭｰﾙ｣欄に falmt.lib を追加します。
(ｷ) ﾋﾞﾙﾄﾞ/実行します。
6.3 ｴﾗｰ情報
基本的には、ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ未対応版と同じです。詳細は 4.7 ｴﾗｰ情報を参照願います。
下記ｴﾗｰｺｰﾄﾞは、ﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞ版では発生しません。
-2, -6, -20, -23, -32
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6.4 関数の使用例
(1) 使用例：ﾃﾞｰﾀの読出し
dataset_
AllocGlobal

FAL のﾜｰｸｴﾘｱを確保する

ｴﾗｰ

dataset_Open

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｵｰﾌﾟﾝを行う

ｴﾗｰ

dataset_
GetFileInformation

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性を得る
ｴﾗｰ

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性のﾁｪｯｸ

dataset_Get

1 ﾃﾞｰﾀ読出す
ｴﾗｰ
EOF

読出したﾃﾞｰﾀの処理

dataset_Close

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｸﾛｰｽﾞ

dataset_FreeGlobal
FAL のﾜｰｸｴﾘｱを開放する
ｴﾗｰ処理/終了処理

dataset_FreeGlobal

ｴﾗｰ処理/終了処理
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(2) 使用例：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性の取得

dataset_
AllocGlobal

FAL のﾜｰｸｴﾘｱを確保する

ｴﾗｰ

dataset_
FindFirstFile

先頭のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報の取
得

ｴﾗｰ

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報の
ﾘｽﾃｨﾝｸﾞ

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別、ﾚｺｰﾄﾞ形式

の文字列への変換が必要であれば
ｴﾗｰ

datasetGetDsorgString,
datasetGetRecfmString
を使用する

dataset_
FindNextFile

次のﾃﾞｰﾀｾｯﾄの
属性情報を取得

ｴﾗｰ

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報の
ﾘｽﾃｨﾝｸﾞ

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別、ﾚｺｰﾄﾞ形式

の文字列への変換が必要であれば
datasetGetDsorgString,
datasetGetRecfmString
を使用する

ｴﾗｰ

dataset_
FindClose

ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性情報取得処理の終了

dataset_FreeGlobal

FAL のﾜｰｸｴﾘｱを開放する

ｴﾗｰ処理/終了処理
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７ FCU の機能
7.1 ﾌｧｲﾙ変換機能
指定されたﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙとの間でﾃﾞｰﾀ実体だけの転送を行います。
･処理の対象とするﾃﾞｰﾀは､ﾌｧｲﾙの先頭からﾌｧｲﾙの終端までの全ﾚｺｰﾄﾞのﾃﾞｰﾀ実体です。
(注) ﾌｧｲﾙの終端 ＝･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ：EOFﾚｺｰﾄﾞまたは最終ｴｸｽﾃﾝﾄの終端
･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ ：EOF
(1) ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が固定長の場合のﾃﾞｰﾀ編集形式
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が固定長の場合、ﾃﾞｰﾀ実体をそのままﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
とｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙとの間で転送します。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
ﾚｺｰﾄﾞ長
ﾚｺｰﾄﾞ1:ﾃﾞｰﾀ実体1
ﾚｺｰﾄﾞ2:ﾃﾞｰﾀ実体2
ﾚｺｰﾄﾞ3:ﾃﾞｰﾀ実体3

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ
ﾚｺｰﾄﾞ長
ﾃﾞｰﾀ実体1
⇔ ﾃﾞｰﾀ実体2
ﾃﾞｰﾀ実体3

(注) ﾚｺｰﾄﾞ長：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性として定義されているﾚｺｰﾄﾞ長で、ﾚｺｰﾄﾞ実体の
長さに一致しています。
図7.1-1 ﾚｺｰﾄﾞ形式＝固定長の場合のﾃﾞｰﾀ編集形式
(2) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の場合のﾃﾞｰﾀ編集形式
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の場合、ﾃﾞｰﾀ実体だけ転送します。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
ﾚｺｰﾄﾞ長
RL ﾚｺｰﾄﾞ1:ﾃﾞｰﾀ実体1
RL ﾚｺｰﾄﾞ2:ﾃﾞｰﾀ実体2
RL ﾚｺｰﾄﾞ3:ﾃﾞｰﾀ実体3

⇒

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ
ﾚｺｰﾄﾞ長－4ﾊﾞｲﾄ
ﾃﾞｰﾀ実体1
ﾃﾞｰﾀ実体2
ﾃﾞｰﾀ実体3
← ﾃﾞｰﾀ実体の長さ →

(注) ･ﾚｺｰﾄﾞ長：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性として定義されているﾚｺｰﾄﾞ長で、ﾚｺｰﾄﾞの最大長を表しています。
･RL：各ﾚｺｰﾄﾞの｢ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋4ﾊﾞｲﾄ｣の値を以下の形式で示しています。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへの転送では､ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙには転送されません。
･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへの転送で、後述のﾃﾞﾘﾐﾀが指定されていない場合は､
最大ﾚｺｰﾄﾞ長を全ﾚｺｰﾄﾞのﾚｺｰﾄﾞ長として変換処理を行います。このため、ﾃﾞﾘﾐﾀなしで、
可変長ﾚｺｰﾄﾞの処理を行うとﾃﾞｰﾀが破壊された状態になります。
←
2ﾊﾞｲﾄ
→←
ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋4

2ﾊﾞｲﾄ
ﾀﾞﾐｰ

→

･ﾌﾞﾛｯｸの長さを示している情報も転送されません。
図7.1-2 ﾚｺｰﾄﾞ形式＝可変長の場合のﾃﾞｰﾀ編集形式
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7.2 ﾊﾟｲﾌﾟ出力機能
ﾊﾟｲﾌﾟ出力機能が指定されている場合、FCUからのﾃﾞｰﾀ出力先をﾊﾟｲﾌﾟ(Named pipe)とし、
ﾊﾟｲﾌﾟを経由してUNIX系OS上のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへﾃﾞｰﾀを転送します。
本機能を使用することにより、ﾌｧｲﾙ出力の場合よりも高速にﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上
に転送することができます。
(注) ･本機能は、UNIX系OSのみｻﾎﾟｰﾄしています。Windows版はｻﾎﾟｰﾄしていません。
（Windows版では、FAL SQL Loader連携時のみﾊﾟｲﾌﾟ指定可能。
ただし、FAL SQL LoaderはUSP VとVSP,VSP G1000,VSP 5000では未ｻﾎﾟｰﾄです。）
･ｻﾎﾟｰﾄするﾃﾞｰﾀ転送方向は、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへの転送のみです。
･本機能を使用する場合は、ﾊﾟｲﾌﾟからﾃﾞｰﾀを受取るｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
を用意する必要があります。
ﾀｲﾑｱｳﾄ値の設定
ﾊﾟｲﾌﾟによるﾃﾞｰﾀ転送において、FCUはﾊﾟｲﾌﾟへの出力可能状態(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ側がﾃﾞｰﾀ読込み可能状態)になるまで待ちます。一定時間待っても書込み可能状態
にならない場合は、ﾀｲﾑｱｳﾄｴﾗｰとなります。
ﾀｲﾑｱｳﾄ値は、環境変数に「WAIT_TIME_VALUE」として定義することで設定できます。
定義できる範囲は、0～1440（分）です。ここで ”0”は無制限です。
環境変数が定義されていない場合(ﾃﾞﾌｫﾙﾄ)のﾀｲﾑｱｳﾄ値は、10分です。
環境変数は以下の例を参考に設定して下さい。
･ Cｼｪﾙの場合： ﾎｰﾑﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの｢.cshrc｣に以下の1行を追加する。(ﾌｧｲﾙが無い場合は作成する)
setenv WAIT_TIME_VALUE 300
･ Cｼｪﾙ以外の場合： ﾎｰﾑﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの｢.dtprofile｣に以下の2行を追加する。(ﾌｧｲﾙが無い場合は作成する)
WAIT_TIME_VALUE=300
export WAIT_TIME_VALUE
注：共通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ環境がないﾏｼﾝでは、｢.profile｣に上記行を追加してください。ﾌｧｲﾙがない
場合は作成してください。
なお、上記の設定後に一度ﾛｸﾞｱｳﾄし、ﾛｸﾞｲﾝし直して下さい。
処理ｼｰｹﾝｽ概要
FCU
：
処理開始
｜
Named pipe作成
｜
PIPEｵｰﾌﾟﾝ(wﾓｰﾄﾞ)
｜
ﾃﾞｰﾀ転送待ち(select)

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ/ﾕﾃｨﾘﾃｨ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

：
：
PIPEｵｰﾌﾟﾝ(rﾓｰﾄﾞ)
｜
ﾃﾞｰﾀ受信待ち(select)

ﾃﾞｰﾀ送信 OK
｜
ﾃﾞｰﾀ送信(write)
｜
PIPEｸﾛｰｽﾞ
｜
処理終了
：

ﾃﾞｰﾀ受信 OK
｜
ﾃﾞｰﾀ受信(read)
｜
PIPEｸﾛｰｽﾞ
：

：ﾃﾞｰﾀの書込み
：ﾃﾞｰﾀ書込み処理の繰返し
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7.3 ｺｰﾄﾞ変換機能
ｺｰﾄﾞ変換が指定されている場合､ﾃﾞｰﾀ実体のｺｰﾄﾞ変換を行います。
ｺｰﾄﾞ変換の方法として、FCUが所持するｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙを使用する方法とﾕｰｻﾞがｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙを
指定する方法とがあります。
(1) FCUが所持するｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙを使用する場合
ｻﾎﾟｰﾄするｺｰﾄﾞ変換は､EBCDIKとJIS8､ EBCDICとASCIIの変換です。
ｺｰﾄﾞ変換は表7.3-1､表7.3-2に従って行います。
尚、MF側での文字表示内容は、MF側の端末等の仕様により下表と異なる場合があるので、MF側
ﾏﾆｭｱﾙを参照してください。

表7.3-1 EBCDIK-JIS8 ｺｰﾄﾞ変換表
H
L
0
1
2
3

0
NUL
(00)
SOH
(01)
STX
(02)
ETX
(03)

1
DLE
(10)
DC1
(11)
DC2
(12)
DC3
(13)

(9C)
HT
(09)

(9D)
LF
(0A)
BS
(08)

2

3

(80)

(90)

(81)
(82)

(91)
SYN
(16)

(83)

(93)

(84)

(94)

(85)
ETB
(17)
ESC
(1B)

(95)

(88)

(98)

(89)

(99)

(92)

(8A)

(9A)

(8F)
FS
(1C)
GS
(1D)
RS
(1E)
US
(1F)

(8B)

(9B)
DC4
(14)
NAK
(15)

4
5
6
7

(86)
DEL
(7F)

8
(97)
9
(8D)

(87)
CAN
(18)
EM
(19)

(96)
EOT
(04)

A
B
C
D
E
F

(8E)
VT
(0B)
FF
(0C)
CR
(0D)
SO
(0E)
SI
(0F)

(8C)
ENQ
(05)
ACK
(06)
BEL
(07)

(9E)
SUB
(1A)

4
SP
(20)
｡
(A1)
｢
(A2)
｣
(A3)
､
(A4)
･
(A5)
ｦ
(A6)
ｧ
(A7)
ｨ
(A8)
ｩ
(A9)
[
(5B)
.
(2E)
<
(3C)
(
(28)
+
(2B)
!
(21)

5
&
(26)
ｴ
(AA)
ｵ
(AB)
ﾔ
(AC)
ﾕ
(AD)
ﾖ
(AE)
ﾂ
(AF)
(A0)
(B0)
a
(61)
]
(5D)
\
(5C)
*
(2A)
)
(29)
;
(3B)
^
(5E)

6
(2D)
/
(2F)
b
(62)
c
(63)
d
(64)
e
(65)
f
(66)
g
(67)
h
(68)
i
(69)
|
(7C)
,
(2C)
%
(25)
_
(5F)
>
(3E)
?
(3F)

7
j
(6A)
k
(6B)
l
(6C)
m
(6D)
n
(6E)
o
(6F)
p
(70)
q
(71)
r
(72)
‘
(60)
:
(3A)
#
(23)
@
(40)
’
(27)
=
(3D)
“
(22)

8
s
(73)
ｱ
(B1)
ｲ
(B2)
ｳ
(B3)
ｴ
(B4)
ｵ
(B5)
ｶ
(B6)
ｷ
(B7)
ｸ
(B8)
ｹ
(B9)
ｺ
(BA)
t
(74)
ｻ
(BB)
ｼ
(BC)
ｽ
(BD)
ｾ
(BE)

（ ）内がJIS8ｺｰﾄﾞ
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9
ｿ
(BF)
ﾀ
(C0)
ﾁ
(C1)
ﾂ
(C2)
ﾃ
(C3)
ﾄ
(C4)
ﾅ
(C5)
ﾆ
(C6)
ﾇ
(C7)
ﾈ
(C8)
ﾉ
(C9)
u
(75)
v
(76)
ﾊ
(CA)
ﾋ
(CB)
ﾌ
(CC)

A
w
(77)
－

(7E)
ﾍ
(CD)
ﾎ
(CE)
ﾏ
(CF)
ﾐ
(D0)
ﾑ
(D1)
ﾒ
(D2)
ﾓ
(D3)
ﾔ
(D4)
ﾕ
(D5)
x
(78)
ﾖ
(D6)
ﾗ
(D7)
ﾘ
(D8)
ﾙ
(D9)

B
y
(79)
z
(7A)
(E0)
(E1)
(E2)
(E3)
(E4)
(E5)
(E6)
(E7)
ﾚ
(DA)
ﾛ
(DB)
ﾜ
(DC)
ﾝ
(DD)
ﾞ
(DE)
ﾟ
(DF)

C
{
(7B)
A
(41)
B
(42)
C
(43)
D
(44)
E
(45)
F
(46)
G
(47)
H
(48)
I
(49)

D
}
(7D)
J
(4A)
K
(4B)
L
(4C)
M
(4D)
N
(4E)
O
(4F)
P
(50)
Q
(51)
R
(52)

E
$
(24)
(9F)
S
(53)
T
(54)
U
(55)
V
(56)
W
(57)
X
(58)
Y
(59)
Z
(5A)

F
0
(30)
1
(31)
2
(32)
3
(33)
4
(34)
5
(35)
6
(36)
7
(37)
8
(38)
9
(39)

(E8)

(EE)

(F4)

(FA)

(E9)

(EF)

(F5)

(FB)

(EA)

(F0)

(F6)

(FC)

(EB)

(F1)

(F7)

(FD)

(EC)

(F2)

(F8)

(ED)

(F3)

(F9)

(FE)
EO
(FF)

表7.3-2 EBCDIC-ASCII ｺｰﾄﾞ変換表
H
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

0
NUL
(00)
SOH
(01)
STX
(02)
ETX
(03)
PF
(9C)
HT
(09)
LC
(86)
DEL
(7F)
GE
(97)
RLF
(8D)
SMM
(8E)
VT
(0B)
FF
(0C)
CR
(0D)
SO
(0E)
SI
(0F)

1
DLE
(10)
DC1
(11)
DC2
(12)
DC3
(13)
TM
(9D)
(85)
BS
(08)
IL
(87)
CAN
(18)
EM
(19)
CC
(92)
CUI
(8F)
IFS
(1C)
IGS
(1D)
IRS
(1E)
IUS
(1F)

2
DS
(80)
SOS
(81)
FS
(82)

4
SP
(20)

5
&
(26)

7

8

9

A

B

(BA)

(B2)

(BC)

(93)
PN
(94)
RS
(95)
UC
(96)
EOT
(04)

(A2)

(AB)

(B3)

(BD)

(A3)

(AC)

(B4)

(BE)

(A4)

(AD)

(B5)

(BF)

(A5)

(AE)

(B6)

(C0)

(A6)

(AF)

(B7)

(C1)

(88)

(98)

(A7)

(B0)

(B8)

(89)
SW
(8A)
CUI
(8B)

(99)

(A8)

(B1)
!
(21)
$
(24)
*
(2A)
)
(29)
;
(3B)
~
(7E)

(B9)

(C2)
‘
(60)

(E5)
s
(73)
t
(74)
u
(75)
v
(76)
w
(77)
x
(78)
y
(79)
z
(7A)

(D9)

(AA)

(C4)

(CA)
j
(6A)
k
(6B)
l
(6C)
m
(6D)
n
(6E)
o
(6F)
p
(70)
q
(71)
r
(72)
^
(5E)

(D8)

(A1)

(C3)
a
(61)
b
(62)
c
(63)
d
(64)
e
(65)
f
(66)
g
(67)
h
(68)
i
(69)

(D1)

(A9)

6
(2D)
/
(2F)

(91)
SYN
(16)

(A0)

(83)
BYP
(84)
LF
(0A)
ETB
(17)
ESC
(1B)

(C5)

(8C)
ENQ
(05)
ACK
(06)
BEL
(07)

3
(90)

(9A)
CU3
(9B)
DC4
(14)
NAK
(15)
(9E)
SUB
(1A)

(D5)
.
(2E)
<
(3C)
(
(28)
+
(2B)
|
(7C)

(CB)
,
(2C)
%
(25)
_
(5F)
>
(3E)
?
(3F)

(BB)

:
(3A)
#
(23)
@
(40)
’
(27)
=
(3D)
“
(22)

D
}
(7D)
J
(4A)
K
(4B)
L
(4C)
M
(4D)
N
(4E)
O
(4F)
P
(50)
Q
(51)
R
(52)

E
\
(5C)

(E1)

C
{
(7B)
A
(41)
B
(42)
C
(43)
D
(44)
E
(45)
F
(46)
G
(47)
H
(48)
I
(49)

(9F)
S
(53)
T
(54)
U
(55)
V
(56)
W
(57)
X
(58)
Y
(59)
Z
(5A)

F
0
(30)
1
(31)
2
(32)
3
(33)
4
(34)
5
(35)
6
(36)
7
(37)
8
(38)
9
(39)

(D2)

(E2)

(E8)

(EE)

(F4)

(FA)

(CC)

(D3)

(E3)

(E9)

(EF)

(F5)

(FB)

(C6)

(CD)

(F0)

(F6)

(FC)

(CE)

(E4)
]
(5D)

(EA)

(C7)

(D4)
[
(5B)

(EB)

(F1)

(F7)

(FD)

(C8)

(CF)

(D6)

(E6)

(EC)

(F2)

(F8)

(FE)

(C9)

(D0)

(D7)

(E7)

(ED)

(F3)

(F9)

(FF)

(DA)
(DB)
(DC)
(DD)
(DE)
(DF)
(E0)

( ) 内がASCIIｺｰﾄﾞ

(2) ﾕｰｻﾞがｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙを指定する場合
ﾕｰｻﾞが変換ﾃｰﾌﾞﾙを作成し、ﾃｰﾌﾞﾙを格納したﾌｧｲﾙの名称をFCUのﾊﾟﾗﾒﾀとして指定します。
(ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙの指定方法については7.4節を参照して下さい)
･ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙは256ﾊﾞｲﾄの大きさで、ﾊﾞｲﾅﾘﾃﾞｰﾀです。
･1ﾊﾞｲﾄ単位のｺｰﾄﾞ変換です(漢字ｺｰﾄﾞのような2ﾊﾞｲﾄｺｰﾄﾞの変換はできません)。
･ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙは、変換前ﾃﾞｰﾀの1ﾊﾞｲﾄのｺｰﾄﾞを変換ﾃｰﾌﾞﾙのｵﾌｾｯﾄとした位置に、変換後ｺｰﾄﾞを
埋め込むようにして作成します。
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7.4 ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ機能
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへの転送で、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の場合に､
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙとしてはﾃﾞｰﾀ長を一定(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄで定義されている最大ﾃﾞｰﾀ長)
にそろえ､ﾃﾞｰﾀ実体が不足する部分をﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞした形式で出力する機能です。
同様にｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへの転送で、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が固定長の場合に、
ﾃﾞｰﾀ長を一定(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長)にそろえ、ﾃﾞｰﾀ実体が不足する部分をﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞした
形式で出力することもできます。
(注)・ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへの転送で、ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞされたｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙをﾒｲﾝﾌﾚｰﾑに戻す
ことはできません。
・ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへの転送で、ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞされたﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑに
戻すことはできません。
・ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへの転送では、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ内の各ﾃﾞｰﾀの末尾には、
ﾃﾞﾘﾐﾀ(7.5節参照)が付加されている必要があります。
ﾀﾞﾐｰｴﾘｱには以下のﾃﾞｰﾀをﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞします。
(1) ｺｰﾄﾞ変換が指定されていない場合(ﾊﾞｲﾅﾘ形式のﾌｧｲﾙとみなします)、
0x00 をﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞします。
(2) ｺｰﾄﾞ変換が指定されている場合(ﾃｷｽﾄ形式のﾌｧｲﾙとみなします)､
｢空白｣をﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞします。
① ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへの転送（ﾚｺｰﾄﾞ形式＝可変長の場合）
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ
ﾚｺｰﾄﾞ長
ﾚｺｰﾄﾞ長 － 4ﾊﾞｲﾄ
RL ﾚｺｰﾄﾞ1:ﾃﾞｰﾀ実体1
ﾃﾞｰﾀ実体1
RL ﾚｺｰﾄﾞ2:ﾃﾞｰﾀ実体2

ﾃﾞｰﾀ実体2
RL ﾚｺｰﾄﾞ3:ﾃﾞｰﾀ実体3
ﾃﾞｰﾀ実体3

ﾀﾞﾐｰ

② ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへの転送（ﾚｺｰﾄﾞ形式＝固定長の場合）
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ
ﾚｺｰﾄﾞ長
ﾚｺｰﾄﾞ長 ＋ 1or2ﾊﾞｲﾄ
ﾚｺｰﾄﾞ1:ﾃﾞｰﾀ実体1
ﾀﾞﾐｰ
ﾃﾞｰﾀ実体1
*
ﾚｺｰﾄﾞ2:ﾃﾞｰﾀ実体2

ﾃﾞｰﾀ実体2
ﾚｺｰﾄﾞ3:ﾃﾞｰﾀ実体3
ﾀﾞﾐｰ
ﾃﾞｰﾀ実体3
*
*: ﾃﾞﾘﾐﾀ

ﾀﾞﾐｰ

*

(注) ･ﾚｺｰﾄﾞ長：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性として定義されているﾚｺｰﾄﾞ長です。ﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長の
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄでは、ﾚｺｰﾄﾞの最大長を表しています。固定長のﾃﾞｰﾀｾｯﾄでは、全てのﾚｺｰﾄﾞが
同じ長さです。
･RL：各ﾚｺｰﾄﾞの｢ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋4ﾊﾞｲﾄ｣の値を以下の形式で示しています。
この部分はｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙには転送されません。
←
2ﾊﾞｲﾄ
→←
2ﾊﾞｲﾄ
→
ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋4
ﾀﾞﾐｰ
･ﾌﾞﾛｯｸの長さを示している情報も転送されません。
図7.4-1 ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ時のﾃﾞｰﾀ編集形式例
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7.5 ﾃﾞﾘﾐﾀ付加機能
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ上で各ﾃﾞｰﾀを区切るためのﾃﾞﾘﾐﾀを付加する機能です。
ﾃﾞﾘﾐﾀとしては、
･UNIX系OS の場合："CR"(ｷｬﾘｯｼﾞﾘﾀｰﾝ)または"LF"(ﾗｲﾝﾌｨｰﾄﾞ)を使用します。
･Windowsの場合：｢"CR"(ｷｬﾘｯｼﾞﾘﾀｰﾝ)＋"LF"(ﾗｲﾝﾌｨｰﾄﾞ)｣を使用します。
(1) ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が固定長の場合のﾃﾞｰﾀ編集形式
･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへの転送では、ﾃﾞｰﾀ実体の直後にﾃﾞﾘﾐﾀを付加してｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙに
格納します。
･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへの転送では、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長に従ってﾃﾞｰﾀを切り出し、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑの
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄに格納します。（ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞなしの場合。ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞありの場合は、7.4節参照）
･ﾃﾞﾘﾐﾀは転送しません。
･ﾚｺｰﾄﾞ長で切り出したﾃﾞｰﾀの直後(ﾚｺｰﾄﾞ長の直後)にﾃﾞﾘﾐﾀがない場合は、ｴﾗｰとなります。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
ﾚｺｰﾄﾞ長
ﾚｺｰﾄﾞ1:ﾃﾞｰﾀ実体1
ﾚｺｰﾄﾞ2:ﾃﾞｰﾀ実体2
ﾚｺｰﾄﾞ3:ﾃﾞｰﾀ実体3

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ

⇔

ﾚｺｰﾄﾞ長＋1 or 2
ﾃﾞｰﾀ実体1
ﾃﾞｰﾀ実体2
ﾃﾞｰﾀ実体3
*:ﾃﾞﾘﾐﾀ

*
*
*

(注) ･ﾚｺｰﾄﾞ長：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性として定義されているﾚｺｰﾄﾞ長で、ﾚｺｰﾄﾞ実体の長さに
一致しています。
･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ長は以下のようになります。
･UNIX系OS の場合：ﾚｺｰﾄﾞ長＋ﾃﾞﾘﾐﾀ長(1 or 2ﾊﾞｲﾄ)
･Windowsの場合：ﾚｺｰﾄﾞ長＋ﾃﾞﾘﾐﾀ長(2ﾊﾞｲﾄ)
図7.5-1 ﾚｺｰﾄﾞ形式＝固定長でﾃﾞﾘﾐﾀ付加の場合のﾃﾞｰﾀ編集形式

(2) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長でﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞなしの場合のﾃﾞｰﾀ編集形式
･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへの転送では、ﾃﾞｰﾀ実体の直後にﾃﾞﾘﾐﾀを付加してｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑの
ﾌｧｲﾙに格納します。
･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへの転送では、ﾃﾞﾘﾐﾀの直前までのﾃﾞｰﾀ実体だけを取り出して
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄに格納します。
･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄにﾃﾞﾘﾐﾀは転送しません。
･ﾃﾞﾘﾐﾀまでのﾃﾞｰﾀ実体の長さが、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑの(ﾚｺｰﾄﾞ長－4)よりも大きい場合、ｴﾗｰとなります。
･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄにﾃﾞｰﾀを格納する際にRLを付加します。

－109－

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
ﾚｺｰﾄﾞ長
RL ﾚｺｰﾄﾞ1:ﾃﾞｰﾀ実体1
RL ﾚｺｰﾄﾞ2:ﾃﾞｰﾀ実体2
RL ﾚｺｰﾄﾞ3:ﾃﾞｰﾀ実体3

⇔

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ
ﾚｺｰﾄﾞ長 － 2 or 1
ﾃﾞｰﾀ実体1
*
ﾃﾞｰﾀ実体2
*
ﾃﾞｰﾀ実体3
*
ﾃﾞｰﾀ実体の長さ ＋ 1 or 2
*:ﾃﾞﾘﾐﾀ

(注) ･ﾚｺｰﾄﾞ長：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性として定義されているﾚｺｰﾄﾞ長で、ﾚｺｰﾄﾞの最大長を表しています。
･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ長は以下のようになります。
･UNIX系OS の場合：ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋ﾃﾞﾘﾐﾀ長(1 or 2ﾊﾞｲﾄ)
･Windowsの場合：ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋ﾃﾞﾘﾐﾀ長(2ﾊﾞｲﾄ)
･RL：各ﾚｺｰﾄﾞの｢ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋4ﾊﾞｲﾄ｣の値を以下の形式で示しています。
RLはｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙには転送しません。
ﾌﾞﾛｯｸの長さを示している情報も転送されません。
←
2ﾊﾞｲﾄ
→←
2ﾊﾞｲﾄ
→
ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋4
ﾀﾞﾐｰ
図7.5-2 ﾚｺｰﾄﾞ形式＝可変長でﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞなし･ﾃﾞﾘﾐﾀ有りの場合のﾃﾞｰﾀ編集形式
(3) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長でﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞありの場合のﾃﾞｰﾀ編集形式
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへの転送の場合に、ﾃﾞｰﾀ実体の直後にﾃﾞﾘﾐﾀを付加します。
(注) ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞされたｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙをﾒｲﾝﾌﾚｰﾑにもどした場合、ﾀﾞﾐｰｴﾘｱを削除しない
ため、元のﾃﾞｰﾀｾｯﾄと同じ形にはなりませんので注意が必要です。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
ﾚｺｰﾄﾞ長
RL ﾚｺｰﾄﾞ1:ﾃﾞｰﾀ実体1
RL ﾚｺｰﾄﾞ2:ﾃﾞｰﾀ実体2
RL ﾚｺｰﾄﾞ3:ﾃﾞｰﾀ実体3

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ

⇒

ﾚｺｰﾄﾞ長 － 3 or 2
ﾃﾞｰﾀ実体1
* ﾀﾞﾐｰ
ﾃﾞｰﾀ実体2
*
ﾃﾞｰﾀ実体3
*ﾀﾞﾐｰ
*:ﾃﾞﾘﾐﾀ

(注) ･ﾚｺｰﾄﾞ長：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性として定義されているﾚｺｰﾄﾞ長で、ﾚｺｰﾄﾞの最大長を表しています。
･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ長は以下のようになります。
･UNIX系OS の場合：ﾚｺｰﾄﾞ長－3
･Windowsの場合：ﾚｺｰﾄﾞ長－2
･RL：各ﾚｺｰﾄﾞの｢ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋4ﾊﾞｲﾄ｣の値を以下の形式で示しています。
RLはｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙには転送されません。
ﾌﾞﾛｯｸの長さを示している情報も転送されません。
←
2ﾊﾞｲﾄ
→←
ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋4

2ﾊﾞｲﾄ
ﾀﾞﾐｰ

→

図 7.5-3 ﾚｺｰﾄﾞ形式＝可変長でﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ有り･ﾃﾞﾘﾐﾀ有りの場合のﾃﾞｰﾀ編集形式
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7.6 ﾚｺｰﾄﾞ長付加機能
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑにﾃﾞｰﾀ転送を行う場合でﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長のとき、ﾚｺｰﾄﾞ長を付加した形で
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙを作成します。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ

ﾚｺｰﾄﾞ長
RL ﾚｺｰﾄﾞ1:ﾃﾞｰﾀ実体1
RL ﾚｺｰﾄﾞ2:ﾃﾞｰﾀ実体2
RL ﾚｺｰﾄﾞ3:ﾃﾞｰﾀ実体3

⇒

ﾚｺｰﾄﾞ長
RL ﾃﾞｰﾀ実体1
RL ﾃﾞｰﾀ実体2
RL ﾃﾞｰﾀ実体3

(注) ･ﾚｺｰﾄﾞ長：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性として定義されているﾚｺｰﾄﾞ長で、ﾚｺｰﾄﾞの最大長を表しています。
･RL：各ﾚｺｰﾄﾞの｢ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋4ﾊﾞｲﾄ｣の値を以下の形式で示しています。
←
2ﾊﾞｲﾄ
→←
2ﾊﾞｲﾄ
→
ﾃﾞｰﾀ実体の長さ＋4
ﾀﾞﾐｰ
･ﾌﾞﾛｯｸの長さを示している情報は転送されません。
図7.6-1 ﾚｺｰﾄﾞ長付加機能

7.7 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ-ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ双方向ﾃﾞｰﾀ転送を行う場合の注意事項
(1) ﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長のﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑに転送し、さらに当該ﾌｧｲﾙをﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側に戻して
利用する場合、｢ﾃﾞﾘﾐﾀ付加機能｣を使用して下さい。｢ﾃﾞﾘﾐﾀ付加機能｣を使用しないと、元のﾃﾞｰﾀ
ｾｯﾄと互換性のあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄに戻すことができません。
(2) ﾃﾞﾘﾐﾀと同じｺｰﾄﾞを持つﾃﾞｰﾀをﾃﾞﾘﾐﾀ以外の意味に使用しているﾃﾞｰﾀｾｯﾄ/ﾌｧｲﾙに対して｢ﾃﾞﾘﾐﾀ付加
機能｣は使用しないで下さい。ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへのﾃﾞｰﾀ転送は問題ありませんが、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ
からﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへのﾃﾞｰﾀ転送では、本来ﾃﾞﾘﾐﾀでないものがﾃﾞﾘﾐﾀとみなされ、意図しないﾃﾞｰﾀｾｯﾄが
できたり、FCUの処理でｴﾗｰになったりします。
(3) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへの転送時にﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞを指定したﾌｧｲﾙを、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑに戻すと元のﾃﾞｰﾀｾｯﾄとは
互換性がないﾃﾞｰﾀｾｯﾄになります。また、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへの転送時にﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞを指定した
ﾌｧｲﾙをｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑに戻すと元のﾌｧｲﾙとは互換性のないﾌｧｲﾙになります。これは、ﾃﾞｰﾀ転送において、
ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞしたﾃﾞｰﾀを削除することができないためです。
(4) ﾚｺｰﾄﾞ長付加機能を使用する場合、ｺｰﾄﾞ変換/ﾃﾞﾘﾐﾀ付加/ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ機能は使用できません。
ｺｰﾄﾞ変換/ﾃﾞﾘﾐﾀ付加/ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ機能を指示するﾊﾟﾗﾒﾀは全て｢No｣を指定して下さい。
また、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへのﾃﾞｰﾀ転送時には本機能は使用できません。このため、ﾚｺｰﾄﾞ長を
付加したﾌｧｲﾙをﾒｲﾝﾌﾚｰﾑに戻すと、元のﾃﾞｰﾀｾｯﾄとは互換性のないﾃﾞｰﾀｾｯﾄが作成されます。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ転送の場合
(5) 中間ﾌｧｲﾙ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ転送時に、ｺｰﾄﾞ変換機能は使用できません。
ｺｰﾄﾞ変換を指示するﾊﾟﾗﾒﾀは、｢No｣を指定して下さい。
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7.8 ﾛｸﾞ強化機能
(１) ﾛｸﾞ強化機能について
ﾛｸﾞ強化機能によってOTM転送開始前、転送中、転送終了後のﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ及び更新日時を採取します。
更に、転送前入力ﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰ取得、転送前とｴﾗｰ発生時のﾃﾞｰﾀ属性情報をﾛｸﾞﾌｧｲﾙに出力することがで
きます。また、ﾛｸﾞ採取に失敗した場合は、OTM転送終了時にFCUをｱﾎﾞｰﾄ終了することでcoreﾌｧｲﾙを
作成します。
(２) ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ﾛｸﾞ強化機能をｻﾎﾟｰﾄする OS は AIX/Tru64/Solaris/Linux です。対象 OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは FAL/FCU でｻﾎﾟｰﾄ
しているﾊﾞｰｼﾞｮﾝとなります。対象の FAL/FCU ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 01-XX-63 以降(XX≧03)となります。以下の
ﾛｸﾞ強化機能ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝを参照して下さい。
ﾛｸﾞ強化機能ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
対象形名
FAL for AIX(32/64bit)

対象 OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

FAL/FCU ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象 OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは FAL/FCU でｻﾎﾟｰﾄして 01-XX-63 以降(XX≧03)

FAL for Solaris(32/64bit) いるﾊﾞｰｼﾞｮﾝです
FAL for Linux(32/64bit)
FAL for HP-UX(64bit)
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(３)機能一覧
以下にﾛｸﾞ強化機能の一覧を示します。
ﾛｸﾞ強化機能一覧
項番

対象

1

FCU

2

FCU

機能

内容

備考

OPEN 側入力ﾌｧｲﾙ監

環境変数によって OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの監視ﾓｰﾄﾞ

初期値は「通常」

視ﾓｰﾄﾞ設定機能

の通常/詳細を設定する

詳細は(4-1)参照

OPEN 側入力ﾌｧｲﾙｺﾋﾟ

環境変数によって OTM 転送開始前に作成する

初期値は「OFF」

ｰ作成ﾓｰﾄﾞ設定機能

OPEN 側入力ﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰの作成ﾓｰﾄﾞの ON/OFF

詳細は(4-2)参照

を設定する
3

FCU

ﾄﾚｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙ名設定機

環境変数によってﾄﾚｰｽﾛｸﾞのﾌｧｲﾙ名を設定する

能
4

FCU

OPEN 側入力ﾌｧｲﾙｺﾋﾟ

初期値は(4-3)参
照

OTM 転送開始前に入力ﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰを作成する

詳細は(4-4)参照

OPEN 側入力ﾌｧｲﾙ監

OTM 転送中に OPEN 側入力ﾌｧｲﾙが改ざんされて

詳細は(4-5)参照

視機能

いないか監視する

転送ﾚｺｰﾄﾞ長ﾛｸﾞ出力

OTM 転送で 1 ﾚｺｰﾄﾞ毎に処理されたﾚｺｰﾄﾞ長をﾄﾚ 詳細は(4-6)参照

機能

ｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙへ出力する

FCU ｴﾗｰ(-363)発生時

FCU ｴﾗｰ(-363)が発生時に転送開始日時/終了日

項番 2、4 の機能

ﾛｸﾞ出力機能

時、OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの情報、入出力ﾊﾞｯﾌｧの内

とは別にｺﾋﾟｰを

容をﾄﾚｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙに出力し、OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの

作成

ｺﾋﾟｰを作成する

詳細は(4-7)参照

FCU ｴﾗｰ(-363)が発生時で且つ、ﾄﾚｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙが何

ﾃﾞｨｽｸの空き領域

らかの理由により作成することが出来なかった

が足りなかった

場合、FCU をｱﾎﾞｰﾄ終了させる事で情報収集用の

場合等

core ﾀﾞﾝﾌﾟﾌｧｲﾙを作成する

詳細は(4-8)参照

ｰ作成機能
5

6

7

8

FCU

FCU

FCU

FCU

core ﾀﾞﾝﾌﾟ出力機能
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(４)環境変数の定義
(4-1) OPEN 側入力ﾌｧｲﾙ監視ﾓｰﾄﾞ設定機能(FCU)
環境変数 FCU_E363_TRACE_MODE を設定することで、OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの監視ﾓｰﾄﾞを設定する事が
できます。以下に FCU_E363_TRACE_MODE と監視ﾓｰﾄﾞの関係を示します。
FCU_E363_TRACE_MODE と監視ﾓｰﾄﾞの関係
項

監視ﾓｰﾄﾞ

FCU_E363_TRACE_MODE

番
1

環境変数未定義

OTM 転送の開始前と終了後に OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの情報を取得
し、相違点がないか調べる。相違点が合った場合には転送終了
後に FCU ｴﾗｰ(-363)とする

2

OTM 転送の開始前と終了後及び、1 ﾚｺｰﾄﾞ処理毎に OPEN 側入力

ON

ﾌｧｲﾙの情報を取得し、相違点がないか調べる。相違点が合った
場合にはその時点で FCU ｴﾗｰ(-363)とする
3

その他の値

未定義時と同じ

（4-2）OPEN 側入力ﾌｧｲﾙｺﾋﾟｰ作成ﾓｰﾄﾞ設定機能(FCU)
環境変数 FCU_E363_TRACE_COPY_FILE を設定することで、OTM 転送開始前に OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの
ｺﾋﾟｰを作成するかどうかを設定する事ができます。以下に FCU_E363_TRACE_COPY_FILE とｺﾋﾟｰ作
成ﾓｰﾄﾞの関係を示します。
FCU_E363_TRACE_COPY_FILE とｺﾋﾟｰ作成ﾓｰﾄﾞの関係
項番

ｺﾋﾟｰ作成ﾓｰﾄﾞ

FCU_E363_TRACE_COPY_FILE

1

環境変数未定義

OTM 転送開始前に OPEN 側入力ﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰを作成しない

2

ON

OTM 転送開始前に OPEN 側入力ﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰを作成する

3

その他の値

未定義時と同じ

（4-3）ﾄﾚｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙ名設定機能(FCU)
環境変数 FCU_E363_TRACE_LOG を設定することで、ﾄﾚｰｽﾛｸﾞのﾌｧｲﾙ名を設定する事ができる。以下
に FCU_E363_TRACE_LOG とﾄﾚｰｽﾛｸﾞ出力ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの関係を示します。
FCU_E363_TRACE_LOG とﾄﾚｰｽﾛｸﾞ出力ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの関係
項番
1

FCU_E363_TRACE_LOG

ﾄﾚｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙ名

環境変数未定義

FCU 起動時のｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ＋ "FCU_E363." ＋ ﾛｸﾞ採取開始日
時(yymmddHHMMSS) ＋ FCU 起動時のﾌﾟﾛｾｽ ID ＋ ".log"

2

任意のﾌｧｲﾙ名

任意のﾌｧｲﾙ名＋ "." ＋ ﾛｸﾞ採取開始日時(yymmddHHMMSS) ＋
FCU 起動時のﾌﾟﾛｾｽ ID ＋ ".log"
尚、任意のﾌｧｲﾙ名にディレクトリ名が含まれる場合、 “/” から
始まっていればﾌﾙﾊﾟｽ指定、それ以外はｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘからの指定と
みなされる

3

その他の値

未定義時と同じ
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（4-4）OPEN 側入力ﾌｧｲﾙｺﾋﾟｰ作成機能(FCU)
環境変数 FCU_E363_TRACE_COPY_FILE に ON が設定されていた場合、OTM 転送の開始前で且つ
OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの情報取得後に、OPEN 側入力ﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰを作成します。
ｺﾋﾟｰされたﾌｧｲﾙ名は「OPEN 側入力ﾌｧｲﾙ名 ＋ "." ＋ ﾛｸﾞ採取開始日時(yymmddHHMMSS) ＋ FCU 起
動時のﾌﾟﾛｾｽ ID ＋ ".cpy"」となります。
尚、このｺﾋﾟｰされたﾌｧｲﾙは FCU ｴﾗｰ(-363)が発生せずに OTM 転送が正常終了した場合には削除されま
す。
（4-5）OPEN 側入力ﾌｧｲﾙ改ざん監視機能
OTM 転送中に OPEN 側入力ﾌｧｲﾙが改ざんされていないか監視します。
環境変数 FCU_E363_TRACE_MODE が未定義または ON 以外の値が設定されていた場合には、OTM
転送開始前と転送終了時に OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの情報を取得し、i-node 番号、ﾌｧｲﾙ更新日時、ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ
に相違点がないか調べます。相違点が合った場合には OTM 転送終了後に FCU ｴﾗｰ(-363)とします。
また、環境変数 FCU_E363_TRACE_MODE に ON が設定されていた場合には、OTM 転送開始前と転
送終了後及び、1 ﾚｺｰﾄﾞ処理毎に OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの情報を取得し、i-node 番号、ﾌｧｲﾙ更新日時、ﾌｧｲﾙ
ｻｲｽﾞに相違点がないか調べます。相違点が合った場合にはその時点で FCU ｴﾗｰ(-363)とします。
（4-6）転送ﾚｺｰﾄﾞ長ﾛｸﾞ出力機能
OTM 転送中に OPEN 側入力ﾌｧｲﾙから読み込まれた 1 ﾚｺｰﾄﾞのﾚｺｰﾄﾞ長をﾄﾚｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙに出力します。
尚、
このﾄﾚｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙは FCU ｴﾗｰ(-363)が発生せずに OTM 転送が正常終了した場合には削除されます。
（4-7）FCU ｴﾗｰ(-363)発生時ﾛｸﾞ出力機能
OTM 転送において FCU ｴﾗｰ(-363)が発生した場合には、OTM 転送の開始時刻及びｴﾗｰ発生時刻、OPEN
側入力ﾌｧｲﾙの情報、OTM 転送時に使用していた入出力ﾊﾞｯﾌｧの内容をﾄﾚｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙに出力します。
また、OPEN 側入力ﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰを作成する。ｺﾋﾟｰされたﾌｧｲﾙ名は「OPEN 側入力ﾌｧｲﾙ名 ＋ "." ＋ ﾛｸﾞ
採取開始日時(yymmddHHMMSS) ＋ FCU 起動時のﾌﾟﾛｾｽ ID ＋ ".end.cpy"」となります。
（4-8）core ﾀﾞﾝﾌﾟ出力機能
OTM 転送において FCU ｴﾗｰ(-363)が発生した場合で且つ、ﾃﾞｨｽｸの空き領域が足りなかった等の理由に
よりﾄﾚｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙを作成することが出来なかった場合には、OTM 転送の開始時刻及びｴﾗｰ発生時刻、
OTM 転送開始前の OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの情報及び、ｴﾗｰ発生時の OPEN 側入力ﾌｧｲﾙの情報を画面に出力
後、FCU をｱﾎﾞｰﾄ終了させる事で情報収集用の core ﾀﾞﾝﾌﾟﾌｧｲﾙを作成します。
尚、複数の転送ﾊﾟﾗﾒｰﾀがﾊﾟﾗﾒｰﾀﾌｧｲﾙから指定されていても、ｱﾎﾞｰﾄ終了をした時点でそれ以降の転送
は行われずに異常終了します。
また、core ﾀﾞﾝﾌﾟﾌｧｲﾙを作成するためには、OTM 転送開始前に「ulimit –c unlimited」とし、core ﾀﾞﾝﾌﾟ
ﾌｧｲﾙのｻｲｽﾞを無制限にする必要性があります。
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（５）ﾃﾞｨｽｸ容量の確認
ﾛｸﾞ採取に必要なﾃﾞｨｽｸ容量を以下に示します。本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実行する前に必ず以下の条件を確認し
て下さい。以下条件のﾃﾞｨｽｸ容量を満たしていない場合、ﾛｸﾞが正常に採取できない場合があります。
・OPENｻｰﾊﾞ側の入力ﾌｧｲﾙを格納するﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ容量
→OPENｻｰﾊﾞ側の入力ﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰを作成する為、入力ﾌｧｲﾙのｻｲｽﾞと同等以上のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを準備して下
さい。
・FCU起動時のｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの容量
→coreﾌｧｲﾙの生成に約15MBを準備して下さい。
・ﾄﾚｰｽﾛｸﾞを出力するﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ容量
→下記の計算式によりﾄﾚｰｽﾛｸﾞのﾌｧｲﾙｻｲｽﾞを計算しﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ容量を準備して下さい。
100KB(*1)＋（OPEN側入力ﾌｧｲﾙのﾚｺｰﾄﾞ件数）×2Byte
＊：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長(RL)及び転送ﾊﾟﾗﾒｰﾀで可変しますが最大で100KB分必要となります。
例）OPEN側入力ﾌｧｲﾙの総ﾚｺｰﾄﾞ件数が100,000ﾚｺｰﾄﾞの場合、
100KB＋（100,000ﾚｺｰﾄﾞ）×2Byteで、最大で約296KBとなります。
（６）ｴﾗｰ発生時に必要となるﾌｧｲﾙ
実際にｴﾗｰが発生した場合は以下のﾌｧｲﾙを採取して下さい。
・ﾄﾚｰｽﾛｸﾞﾌｧｲﾙ
→FCU起動時のｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘか、環境変数”FCU_E363_TRACE_LOG”が示すﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内に存在します。
・OPEN側入力ﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰ
→OPEN側入力ﾌｧｲﾙと同じﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに存在します。
・coreﾌｧｲﾙ
→FCU起動時のｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに存在します。
・ｴﾗｰ発生時の画面のﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ
・FALｴﾗｰ、FALｴﾗｰのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ(1世代前のFALｴﾗｰ)
→/tmpか、環境変数ERR_LOG_FILEが示すﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内に存在します。
・FALﾀﾞﾝﾌﾟ及びFALﾀﾞﾝﾌﾟのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ(１世代前のFALﾀﾞﾝﾌﾟ)
→/tmpか、環境変数ERR_DUMP_FILEが示すﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内に存在します。
・FCUﾃﾞｰﾀ転送時のﾊﾟﾗﾒｰﾀ
・対象ﾎﾞﾘｭｰﾑのLISTVOLの結果
（７）特記事項
本機能は MTO 転送時には動作しません。
7.9 競合時に発生する各 OS のｼｽﾃﾑｴﾗｰ
表 7.12-1 M/F との競合に対する各 OS のｼｽﾃﾑｴﾗｰ
AIX(32/64bit) Solaris(32/64bit) Linux(32/64bit)
M/F
16(EBUSY)
5(EIO)
5(EIO)
表7.12-2 AIXとの競合による各OSのｼｽﾃﾑｴﾗｰ
AIX(32/64bit) Solaris(32/64bit) Linux(32/64bit)
AIX
16(EBUSY)
5(EIO)
5(EIO)
Windowsでは、ｼｽﾃﾑｴﾗｰは発生しないがREAD/WIRITEが正常に出来ないためFALｴﾗｰ（-27）が発生する。
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7.10 FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能
新規にﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能をご使用になられる場合は、FCUﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能をご使用されることを推奨致します。
FCUﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能は、従来版でｻﾎﾟｰﾄしておりましたFALﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能と同等機能・性能となっておりま
す。また、FALﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能は、本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをｲﾝｽﾄｰﾙするｻｰﾊﾞ環境(OS，HBAﾄﾞﾗｲﾊﾞ等)の影響で正しく動作
を行えないことが御座いました。FCUﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能ではｻｰﾊﾞ環境に影響されることなく動作するよう改善
を行っております。
※ FCUﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能及びFALﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を同時に有効と設定が可能ですが、両ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を有効
と設定した場合には、FCUﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能が動作致します。
(１)FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能について
従来、FAL/FCU によるﾃﾞｰﾀ転送時に対象の中間ﾎﾞﾘｭｰﾑがﾘｻﾞｰﾌﾞされているとｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生して異常終
了していました。しかし、FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能は環境変数を定義することにより、指定秒数間隔で指
定回数分ﾘﾄﾗｲを行い、その間にﾘｻﾞｰﾌﾞが解除されればﾃﾞｰﾀ転送を最初から開始し再開することが可能
となります。
注１）FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能と FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能の両方を有効化した場合は、FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能が
有効となり FAL ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能は無効となります。
(２)ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能をｻﾎﾟｰﾄする OS と OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ及び FAL/FCU ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝを以下に示します。
※下記対象OSﾊﾞｰｼﾞｮﾝ以外で本機能をご使用になる場合は、弊社担当営業もしくは弊社ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞを
契約している場合はｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽにお問い合わせ下さい
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FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
対象形名
FAL for AIX(32/64bit)

対象 OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

FAL/FCU ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

4.3.3 ML02(32/64bit)※4、5.1 ML02(32/64bit)、

01-XX-65 以 降 (XX

5.2 ML01(32/64bit)、5.3 ML01(32/64bit)、

≧03)

6.1 TL01(32/64bit)※2、7.1(32/64bit)、7.2(32/64bit)
FAL for Solaris(32/64bit) 8(32/64bit)、9(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)
FAL for Linux(32/64bit)

Redhat AS3.0 Update3(32bit)
(x86)(AMD64/Intel64)
AS3.0 Update4(64bit)
AS4.0 Update5(32bit)
(x86)(AMD64/Intel64)※1
AS4.0 Update5(64bit)※1
AS5.1-AS5.4(32bit)
(x86)(AMD64/Intel64)※1
AS5.1-AS5.4(64bit)※1
AS6.1-AS6.4(32bit)
(x86)(AMD64/Intel64)※1
SuSE

SLES9 (x86)(Itanium)(AMD64/Intel64)
SLES10 (x86)(Itanium)(AMD64/Intel64)※1
SLES11 (x86)(Itanium)(AMD64/Intel64)※1

FAL for HP-UX(64bit)

11.11[2002/06](32/64bit),
11.23[2004/09 版]/[2005/04 版](64bit)
11.31[2007/02 版](64bit)

FAL for Windows(32/64bit)

NT4.0 SP6(x86)※4,2000Server SP4(x86)※4,

32bit

版

Server2003 SP1 (x86)(Itanium)(AMD64/Intel64),

01-XX-65 以降

Server2008 (x86)(Itanium)(AMD64/Intel64)※3

(XX≧03)

Server2008 R2 (Itanium)(AMD64/Intel64)※3

64bit

Server2012 (AMD64/Intel64)※5

01-XX-66 以降

版

は

は

Server2012 R2 (AMD64/Intel64)※5
Server2016 (AMD64/Intel64)※6
※1 Linux の AS4.0 Update5 以降及び AS5.1-AS5.4,AS6.1-AS6.4,SLES10,SLES11 に対する FAL/FCU ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮ
ﾝは 01-XX-66/26 以降(XX≧05)です。
※2 AIX6.1 以降に対する FAL/FCU ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 01-XX-65/25 以降(XX≧03)及び 01-XX-66/25 以降(XX≧05)で
す。
※3 Windows Server2008/Server2008 R2 に対する FAL/FCU ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 01-XX-66/24 以降(XX≧05)です。
※4 01-06-67/21 22 以降は非ｻﾎﾟｰﾄ。
※5 Windows Server2012/Server2012 R2 に対する FAL/FCU ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 01-XX-66/26 以降(XX≧05),
01-XX-67/24 以降(XX≧06), 01-XX-68/01 以降(XX≧07)です。
※6 Windows Server2016 に対する FAL/FCU ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 01-XX-67/26 以降(XX≧06),
01-XX-68/01 以降(XX≧07)です。
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(３)機能一覧
以下に FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能の一覧を示します。
FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能一覧
項番

対象

1

FCU

機能

内容

ﾘﾄﾗｲ有効化設定機能

環境変数によってﾘﾄﾗｲの有効化/無効化を設定する

2

ﾘﾄﾗｲ回数設定機能

環境変数によって最大ﾘﾄﾗｲ回数を設定する

3

ﾘﾄﾗｲ待ち時間設定機能

環境変数によってﾘﾄﾗｲ時の待ち時間を設定する

4

ﾘﾄﾗｲ対象ｴﾗｰｺｰﾄﾞ設定機能

環境変数によってﾘﾄﾗｲの対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを設定する

5

ﾘﾄﾗｲ機能

中間ﾎﾞﾘｭｰﾑで対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生した時、ﾘﾄﾗｲを行う。

6

画面出力/ﾛｸﾞ出力機能

ｼｽﾃﾑｴﾗｰにより、何回ﾘﾄﾗｲを行ったか FAL ｴﾗｰﾛｸﾞ (UNIX)、
prm.log（Windows）に出力する。

(４)環境変数の定義
(4-1) ﾘﾄﾗｲ有効化設定機能(FCU)
環境変数 FCU_RETRY を設定することで、FAL から中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ(MF/OPEN)に I/O を出した時に特定のｼｽ
ﾃﾑｴﾗｰが発生した場合、ﾘﾄﾗｲを行うかどうか指定する事ができます。以下に FCU_RETRY と FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞ
ﾘﾄﾗｲ機能の有効化/無効化の関係を示します。
FCU_RETRY と FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能の有効化/無効化の関係
項番
1

FCU_RETRY
環境変数未定義

ﾘﾄﾗｲ回数
FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を無効化し、現行動作と同様にﾘﾄﾗｲを
行なわず、即時にｴﾗｰとする

2

ON

FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を有効化する

3

OFF

FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を無効化し、現行動作と同様にﾘﾄﾗｲを
行なわず、即時にｴﾗｰとする

4

その他の値

FCU ﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾄﾗｲ機能を無効化し、現行動作と同様にﾘﾄﾗｲを
行なわず、即時にｴﾗｰとする

注）FAL_RETRY=ON と FCU_RETRY=ON を両方定義した場合は、FCU_RETRY が有効となり
FAL_RETRY は無効となります。
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(4-2) ﾘﾄﾗｲ回数設定機能(FCU)
環境変数 FCU_RETRY_COUNT を設定することで、FAL から中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ(MF/OPEN)に I/O を出した時に特
定のｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生した場合、ﾘﾄﾗｲを行う最大回数を指定する事ができます。以下に FCU_RETRY_COUNT
とﾘﾄﾗｲ回数の関係を示します。
FCU_RETRY_COUNT とﾘﾄﾗｲ回数の関係
項番

FCU_RETRY_COUNT

ﾘﾄﾗｲ回数

1

環境変数未定義

10 回

3

1～600

指定回数分までﾘﾄﾗｲを行う

4

その他の値

10 回

(4-3) ﾘﾄﾗｲ待ち時間設定機能(FCU)
環境変数 FCU_RETRY_WAIT_TIME を設定することで、FAL から中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ(MF/OPEN)に I/O を出した時に
特定のｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生した場合、ﾘﾄﾗｲを行うまでの待ち時間を秒単位で指定する事ができます。以下
に FCU_RETRY_WAIT_TIME とﾘﾄﾗｲ待ち時間の関係を示します。
FCU_RETRY_WAIT_TIME とﾘﾄﾗｲ待ち時間の関係
項番

FCU_RETRY_WAIT_TIME

ﾘﾄﾗｲ待ち時間

1

環境変数未定義

1 秒間待つ

2

1～60

指定秒数間待つ

3

その他の値

1 秒間待つ
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(4-4) ﾘﾄﾗｲ対象ｴﾗｰｺｰﾄﾞ設定機能(FCU)
環境変数 FCU_RETRY_TARGET を設定することで、ﾘﾄﾗｲを行う対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを AIX では
16(EBUSY)、その他 OS では 5(EIO)に加えて最大 5 つまで「,」で区切って指定する事ができます。尚、
6 つ目以降は無効とします。また、数値以外の指定があった場合にはそれ以降の設定を全て無効とし
ます。以下に FCU_RETRY_TARGET とﾘﾄﾗｲ対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞの関係を示します。
※ﾃﾞﾌｫﾙﾄ以外のｼｽﾃﾑｴﾗｰを指定する場合は、弊社担当営業もしくは弊社ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽを
契約している場合はｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽにお問い合わせ下さい。
FCU_RETRY_TARGET とﾘﾄﾗｲ対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞの関係
項番
1

FCU_RETRY_TARGET
環境変数未定義

ﾘﾄﾗｲ対象となるｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞ
AIX

16(EBUSY)

Solaris

5(EIO)

備考

Linux
HP-UX

22(EINVAL)
13(EACCES)

Windows
2

170(ERROR_BUSY)

ｼｽﾃﾑｴﾗｰ,ｼｽﾃﾑｴﾗｰ,ｼ

「,」で区切られた最大 5 つ

各 OS における初期値として

ｽﾃﾑｴﾗｰ…

(HP-UX は最大 4 つ)のｼｽﾃﾑｴﾗｰｺ

16(EBUSY),5(EIO),22(EINVAL),

ｰﾄﾞ

13(EACCES)及び 170(ERROR_BUSY)は
既に含まれている

3

その他の値

環境変数未定義時と同様

－

（５）画面出力/ﾛｸﾞ出力機能(FCU)
(5-1)ﾘﾄﾗｲ情報画面出力機能(FCU-NW 版のみ)
ｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生したためにﾘﾄﾗｲ処理を行ったことを画面に出力する。出力する内容は、FCU ｴﾗｰ値、FAL
ｴﾗｰ値、ｼｽﾃﾑｴﾗｰ値、ﾘﾄﾗｲ回数で、ﾘﾄﾗｲ処理を行う毎に出力する。
図 7.10-5.1.に画面出力の書式を示す。

(A) ﾘﾄﾗｲ最大回数以内で正常終了した場合

(B) ﾘﾄﾗｲ最大回数を超えてｴﾗｰとなった場合

# fcunw -nc -P mto VSN:DSN a.dat EA No LF

# fcunw -nc -P mto VSN:DSN a.dat EA No LF

mto VSN:DSN a.dat EA No LF Emp=No RDW=No VSE=No PIPE=No

mto VSN:DSN a.dat EA No LF Emp=No RDW=No VSE=No PIPE=No

Now checking ...

Now checking ...

Start

Start

Processing ( 40%)

Processing ( 40%)

FCU Retry(-160,0,5)... count(1)

FCU Retry(-160,0,5)... count(1)

FCU Retry(-160,0,5)... count(2)

FCU Retry(-160,0,5)... count(2)

FCU Retry(-160,0,5)... count(3)

FCU Retry(-160,0,5)... count(3)

Processing ( 40%)

Input file : Read error (-160)

Processing ( 80%)

( FAL Error

:

0 )

Complete

( System Error :

5 )

#

#

図 7.10-5.1. 画面出力書式
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(5-2)ﾘﾄﾗｲ詳細ﾛｸﾞ出力機能(FCU)
ｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生したためにﾘﾄﾗｲ処理を行ったことを FAL ｴﾗｰﾛｸﾞﾌｧｲﾙに出力する。出力する内容はﾘﾄﾗｲ
回数で、処理ﾛｸﾞの末尾に付加する。図 7.10-5.2.にﾘﾄﾗｲ詳細ﾛｸﾞの書式を示す。
（Windows の場合ｼｽﾃﾑｴﾗｰは、FAL ｴﾗｰﾛｸﾞに、FCU ﾘﾄﾗｲ情報は prm.log の実行時間行右端に表示）

(A) ﾘﾄﾗｲ最大回数以内で正常終了した場合
Mon Jun 12 15:03:22 2006 : root : FAL Error(

5) at

3595 : 01-04-64/26 PID=7110

5) at

3595 : 01-04-64/26 PID=7110

VSN:DSN L
Mon Jun 12 15:03:23 2006 : root : FAL Error(

ｼｽﾃﾑｴﾗｰ(5)でﾘﾄﾗｲ処
理を 3 回行ったため、

VSN:DSN L
Mon Jun 12 15:03:24 2006 : root : FAL Error(

5) at

FAL ｴﾗｰが 3 回発生

3595 : 01-04-64/26 PID=7110

VSN:DSN L

FCU ﾘﾄﾗｲ発生時は、

06/12 15:03:22 15:03:24 VSN:DSN a.dat 125000 125000 0 0 mto L

FCU_retry_count(3)

←通常の処理ﾛｸﾞの末尾に
ﾘﾄﾗｲ回数を付加する

(B) ﾘﾄﾗｲ最大回数を超えてｴﾗｰとなった場合
Mon Jun 12 15:03:22 2006 : root : FAL Error(

5) at

3595 : 01-04-64/26 PID=7110

5) at

3595 : 01-04-64/26 PID=7110

5) at

3595 : 01-04-64/26 PID=7110

VSN:DSN L

ｼｽﾃﾑｴﾗｰ(5)でﾘﾄﾗｲ処

Mon Jun 12 15:03:23 2006 : root : FAL Error(

理を 3 回行ったため、

VSN:DSN L

FAL ｴﾗｰが 3 回発生

Mon Jun 12 15:03:24 2006 : root : FAL Error(
VSN:DSN L
06/12 15:03:22 15:03:24 VSN:DSN

a.dat 5271 5271 0 0 mto

L

FCU ﾘﾄﾗｲ発生時は、

FCU_retry_count(3)

←通常の処理ﾛｸﾞの末尾に
Mon Jun 12 15:03:25 2006 : root : FCU Error(-160,0,5) PRM=mto,EA,No,LF,Emp=No,

ﾘﾄﾗｲ回数を付加する

RDW=No,VSE=No,PIPE=No L

図 7.10-5.2.FAL
ｴﾗｰに出力する
FCU ﾘﾄﾗｲ詳細ﾛｸﾞの書式
(上記はﾘﾄﾗｲ最大数(FCU_RETRY_COUNT)が
3 で、3
回ﾘﾄﾗｲをしたがﾘｻﾞｰﾌﾞが解除されなかったｹｰｽ)
（６）異常処理
以下に本機能で発生するｴﾗｰを示します。
ｴﾗｰ
ｺｰﾄﾞ
16

ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

内容

備考

名称
EBUSY

Resource busy

Reserve が取得されているﾃﾞ AIX のみ
ﾊﾞｲｽをｵｰﾌﾟﾝしようとした。

5

EIO

I/O error

ﾃﾞﾊﾞｲｽが使用不可

－

22

EINVAL

Invalid argument

引数不正

ＨＰのみ

13

EACCES

Permission denied

ｱｸｾｽ権限がない

170

ERROR_BU

The requested resource 要求されたリソースは使用

SY

is in use.

中です。
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Windows のみ

7.11 OTM 終了時ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能(Linux のみ)
OTM 終了時ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能は、Linux 版 FAL/FCU の OTM 転送機能において OTM 転送正常終了時に指定された
時間(秒)でｲﾝﾀｰﾊﾞﾙをとった後に OTM 転送を終了する機能です。
OTM 転送を行った直後にﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側から当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対して I/O を出す場合、本機能によって OTM 転送
終了後にｲﾝﾀｰﾊﾞﾙをとる必要があります。(RHEL7 以降ではｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは必須ではありません。)
(１)OTM 終了時ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能について
OTM 終了時ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能は、1 回の OTM 転送が終了する度に環境変数 FCU_OTM_INTERVAL に設定した秒数
間分のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙをとってから OTM 転送を終了します。もし、OTM 転送時に何らかのｴﾗｰが発生した場合
には、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙはとらずに異常終了処理を行って即時終了します。
ﾊﾟﾗﾒｰﾀﾌｧｲﾙによる複数転送指定時においてもそれぞれの OTM 転送終了毎にｲﾝﾀｰﾊﾞﾙをとります。
なお、MTO 転送の終了時には、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙはとりません。
(２)ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
以下にｻﾎﾟｰﾄするｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを示します。
ｻﾎﾟｰﾄするｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
LINUX Redhat

SuSE

※

OS
7.2(32bit)
AS2.1(32bit)
AS3.0
AS4.0
AS5.1-AS5.4
AS6.1-AS6.4
AS2.1(64bit)
AS3.0(64bit)
AS4.0(64bit)
AS5.1-AS5.4
(64bit)
SLES9
SLES10
SLES11
SLES9(64bit)
SLES10(64bit)
SLES11(64bit)

File Exchange FAL/FCU
備考
32bit 版
・32bit 版の CPU ｱｰｷﾃｸﾁｬは x86 のみ
(7.2,AS2.1)
・32bit 版の CPU ｱｰｷﾃｸﾁｬは x86(32bit)，
AMD64/Intel64(64bit)
(AS3.0 以降)
・64bit 版の CPU ｱｰｷﾃｸﾁｬは
AMD64/Intel64(64bit)のみ
64bit 版(IA64 AS2.1 用)
(Itanium はサポートしていません)
64bit 版(IA64 AS3.0 用)

32bit 版

・32bit 版の CPU ｱｰｷﾃｸﾁｬは x86(32bit)，
AMD64/Intel64(64bit)
・64bit 版の CPU ｱｰｷﾃｸﾁｬは
AMD64/Intel64(64bit)のみ
64bit 版(IA64 AS3.0 用)
(Itanium はサポートしていません)

AS4.0 Update5 以降と AS5.1-AS5.4,AS6.1-AS6.4,SLES10,SLES11 については 01-XX-66/26 以降(XX≧05)
でのサポートとなります。
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(３)機能一覧
以下に OTM 終了時ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能一覧を示します。
OTM 終了時ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能一覧
項番
1

対象

機能

FCU

内容

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間設定機能

環境変数 FCU_OTM_INTERVAL によってｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間を設定
する。

2

OTM 終了時ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能

1 回の OTM 転送が正常終了後、指定した時間(秒)でｲﾝﾀｰﾊﾞ
ﾙをとってから OTM 転送を完了する。

3

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ中画面出力機能

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙをとっていることを画面に出力する。

(４)環境変数の定義
(4-1) ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間設定機能(FCU)
環境変数 FCU_OTM_INTERVAL を設定することで、OTM 転送が正常終了する度にとるｲﾝﾀｰﾊﾞﾙの時間を指
定します。以下に FCU_OTM_INTERVAL とｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間の関係を示します。
FCU_OTM_INTERVAL とｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間の関係
項番
1
2
3

FCU_OTM_INTERVAL
環境変数未定義

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間

備考

OTM 転送が正常終了後、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙをと
らずに終了する。

60～600 の値

OTM 転送が正常終了後、指定秒数間

・値の単位は秒。

のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙをとってから終了する。
その他の値

OTM 転送が正常終了後、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙをと
らずに終了する。

(５)画面出力 (FCU)
(5-1) ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ中画面出力機能(FCU)
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ中であることを画面に出力します。図 7.11-5.1.に画面出力の書式を示します。
# fcunw -nc -P otm a.dat VSN:DSN EA No LF
otm a.dat VSN:DSN EA No LF Emp=No RDW=No VSE=No PIPE=No
Now checking ...
Start
Processing ( 40%)
Processing ( 80%)
OTM Interval ...
Complete
#

図 7.11-5.1. ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ中画面出力機能
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８ FCU の使用方法
8.1 環境設定（共用ﾎﾞﾘｭｰﾑの定義）
FCUからｱｸｾｽするﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄが格納されているﾎﾞﾘｭｰﾑは｢共用ﾎﾞﾘｭｰﾑ｣として定義しておかな
ければなりません。共用ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾀｲﾌﾟ(ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ)については1.2.2節を参照して下さい。
(注1) ･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側でﾗﾍﾞﾙ付けを行う際には、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側のﾎﾞﾘｭｰﾑに合わせてﾃﾞｰﾀｼﾘﾝﾀﾞを
定義して下さい。一致していないと正しいﾃﾞｰﾀ処理ができなくなります。
･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側のOSがSolarisの場合、ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝに合わせて以下のｼﾘﾝﾀﾞをﾃﾞｰﾀｼﾘﾝﾀﾞ
として定義して下さい。
3390-3A：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から3345
6588-3A：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から3450
3390-3B：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から3339
6588-3B：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から3436
3390-3C：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から3345
6588-3C：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から3450
3380-KA：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から2661
6586-KA：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から2661
3380-KB：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から2655
6586-KB：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から2655
3380-KC：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から2661
6586-KC：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から2661
3390-9A：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から10035
3390-LA：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から32763
3390-9B：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から10017
3390-LB：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から32760
3390-9C：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から10035
3390-LC：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から32763
3380-3A：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から3342
6588-9A：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から10035
3380-3B：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から3339
6588-9B：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から10017
3380-3C：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から3342
6588-9C：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から10035
6588-LA：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から32763
6588-LB：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から32760
6588-LC：ｼﾘﾝﾀﾞ番号0から32763
OPEN-3/8/9/K/Eﾎﾞﾘｭｰﾑは、ﾌｫｰﾏｯﾄするｼﾘﾝﾀﾞ数＋4を指定して下さい。
ﾌｫｰﾏｯﾄ可能なｼﾘﾝﾀﾞ数は§2.3を参照願います。
OPEN-L/M/Vﾎﾞﾘｭｰﾑ及びLUSEﾎﾞﾘｭｰﾑに関しては、ｼﾞｵﾒﾄﾘの設定値が異なりますので
詳細はSolarisのSCSI/Fibre Installation Manualを参照して下さい。
(注2) ･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側のOSがSolarisの場合、ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾌｫｰﾏｯﾄ処理のﾗﾍﾞﾙの書込みで以下の
ﾜｰﾆﾝｸﾞﾒｯｾｰｼﾞが出力されることがありますが、問題ありませんので無視して下さい。
Warning: error writing VTOC.
Warning: no backup labels
Write label failed
(注3) ･Solaris/NCR UNIXはﾎﾞﾘｭｰﾑのﾗﾍﾞﾙが必須であり、Windows/Digital UNIXは指定により
ﾗﾍﾞﾙを書き込みます。このため、SolarisとNCR UNIX間、Solaris間とNCR UNIX間でも
同じﾎﾞﾘｭｰﾑを共用することはできません。またWindows/Digital UNIXでﾗﾍﾞﾙを書き込むと
Solaris/NCR UNIXと Windows/Digital UNIXの間、Windows間とDigital UNIX間で
同じﾎﾞﾘｭｰﾑを共用することができなくなります。
(注：Digital UNIXの記載部分にはTru64 UNIXを含みます｡)
(注4) ･共用ﾎﾞﾘｭｰﾑに対するｱｸｾｽ権は、ﾃﾞﾌｫﾙﾄの状態ではrootに対してのみ与えられています。
ﾕｰｻﾞがFAL/FCUを使用するためには、あらかじめ共用ﾎﾞﾘｭｰﾑに対してｱｸｾｽ権を設定しておく
必要があります。
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(注5) ･一度ﾗﾍﾞﾙ付けを行ったﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを変更した場合には、再度ﾗﾍﾞﾙ付けを
行って下さい。
･以下のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの変更を実施した場合、Solarisでは、ﾘﾌﾞｰﾄ後に古いﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが表示されますが、無視して新ﾀｲﾌﾟに対応したﾗﾍﾞﾙ付けを再実行して下さい。
･3390-3A→3390-3C / 3390-3B→3390-3A / 3390-3B→3390-3C / 3390-3C→3390-3A
･3380-KA→3380-KC / 3380-KB→3380-KA / 3380-KB→3380-KC / 3380-KC→3380-KA
･3380-3A→3390-3C / 3380-3B→3390-3A / 3380-3B→3380-3C / 3380-3C→3380-3A
･6588-3A→6588-3C / 6588-3B→6588-3A / 6588-3B→6588-3C / 6588-3C→6588-3A
･6586-KA→6586-KC / 6586-KB→6586-KA / 6586-KB→6586-KC / 6586-KC→6586-KA
･3390-9A→3390-9C / 3390-9B→3390-9A / 3390-9B→3390-9C / 3390-9C→3390-9A
･3390-LA→3390-LC / 3390-LB→3390-LA / 3390-LB→3390-LC / 3390-LC→3390-LA
･6588-9A→6588-9C / 6588-9B→6588-9A / 6588-9B→6588-9C / 6588-9C→6588-9A
･6588-LA→6588-LC / 6588-LB→6588-LA / 6588-LB→6588-LC / 6588-LC→6588-LA
･以下のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの変更を実施した場合、Solarisでは、ﾘﾌﾞｰﾄ後に｢corrupt label
-bad geometry｣のｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞが出力されますが、無視して新ﾀｲﾌﾟに対応したﾗﾍﾞﾙ付けを再
実行して下さい。
･3390-3A→3390-3B
･3380-KA→3380-KB
･3380-3A→3380-3B
･6588-3A→6588-3B
･6586-KA→6586-KB
･3390-9A→3390-9B
･3390-LA→3390-LB
･6588-9A→6588-9B
･6588-LA→6588-LB

/
/
/
/
/
/
/
/
/

3390-3C→3390-3B
3380-KC→3380-KB
3380-3C→3380-3B
6588-3C→6588-3B
6586-KC→6586-KB
3390-9C→3390-9B
3390-LC→3390-LB
6588-9C→6588-9B
6588-LC→6588-LB

(注6) ･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑがMVS/VSEで、以下に示すﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの変更を実施した場合、中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ
として使用できない場合があります。
･3390-3R→3390-3A / 3390-3R→3390-3B / 3390-3R→3390-3C
これに対処する為には、下記のDSF(Device Support Facilities)ｺﾏﾝﾄﾞを実行して下さい。
･ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞｰﾀを残したい時
：”REFORMAT”ｺﾏﾝﾄﾞの “REFVTOC”ﾊﾟﾗﾒｰﾀ指定
･ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞｰﾀを残す必要の無い時 ：”INIT”(ｲﾆｼｬﾗｲｽﾞ)ｺﾏﾝﾄﾞ
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8.2 ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの作成
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのﾌｧｲﾙ名は｢datasetmount.dat｣です。
FCU実行時のｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに作成して下さい。
UNIX系OSの場合、1個のﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ中に999件までの定義が可能です。
(999件を超えるﾊﾟﾗﾒｰﾀｾｯﾄを定義した場合、1000件目の処理でｴﾗｰとなります。)
Windows系の場合ﾒﾓﾘ容量に依存します。
定義したﾎﾞﾘｭｰﾑに新たにﾃﾞｰﾀｾｯﾄを割り当てた場合は、VTOCのDSCB1にあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの
最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞを確定させるため、必ずM/F側から一度ﾃﾞｰﾀの書込みを行ってから転送に使用
してください。
8.2.1 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換の場合
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ上でのﾎﾞﾘｭｰﾑとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上でのﾎﾞﾘｭｰﾑ(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)とを対応付けるための情報を
以下の形式で格納したﾌｧｲﾙを作成します。

01-XX-48以降のﾊﾞｰｼﾞｮﾝでは、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ上同一のVSNが存在しても、VSN識別子を指定する
ことにより、両方のﾎﾞﾘｭｰﾑにｱｸｾｽ可能となりました。01-XX-47以前のﾊﾞｰｼﾞｮﾝではﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ
上、上に定義されているﾎﾞﾘｭｰﾑに対して、処理を行っていました。
VSN識別子は英数字、英記号を使用できます。

01-XX-48以降における、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙと、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ定義ﾌｧｲﾙ／画面指定との関係
項

ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ

番 画面又は

同一 VSN あり
VSN 識別子なし

VSN 識別子あり

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ定義ﾌｧｲﾙ
１ VSN 識別子指定なし

２ VSN 識別子指定あり

VSN 識別子あり・
なし混在

最初に VSN が一

最初に VSN が一致

最初に VSN が一致

致した行が対象

した行が対象とな

した行が対象とな

となる

る

る

該当行なし

VSN と VSN 識別子

VSN と VSN 識別

が一致した行が対

子が一致した行が

象となる

対象となる

(注)本機能はOTO時も可能ですが、同一RAIDに複数のﾒｲﾝﾌﾚｰﾑが接続された構成において同一VSNが存
在してもﾒｰﾝﾌﾚｰﾑ―ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換を可能とする為に設けたものです。
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(1) AIXの場合
①
/dev/rhdiskn1
/dev/rhdiskn2
/dev/rhdiskn3
/dev/rhdiskn4
/dev/rhdiskn5
/dev/rhdiskn6
end
⑦

②
aaaaaa
aaaaaa
cccccc
dddddd
eeeeee
ffffff

③
3390-3A
3390-3B
3390-3C
3380-KA
3380-KB
3380-KC

④ ⑤
⑥
MFN MVS01 改行
MFN MSP01 改行
改行
MFA
改行
改行
改行

(注) 上記の記述例はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMVS/VSEの場合です。
③で指定するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟは「1.2.2 ｻﾎﾟｰﾄ対象 」のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを
参照して下さい。
① ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上で定義したﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名を指定します。
FCU(FAL)はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してraw I/Oでｱｸｾｽするため、rawﾃﾞﾊﾞｲｽとして定義する
必要があります。ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙには複数のﾎﾞﾘｭｰﾑ情報を指定することができます。
ただし、複数の行に同じVSNが指定されている場合は、最初の行が選択されます。
(注1) JP1/HiCommand Dynamic Link Managerを使用する場合は、①の書式が異なります。
JP1/HiCommand Dynamic Link Managerのｿﾌﾄｳｪｱ添付資料を参照して定義してください。
② ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で設定したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞを、6桁以下の英文字及び英数字
で指定します。
③ 共用ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを指定します。
･ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの種類につては1.2.2節を参照して下さい。
④ MFAの指定があると、XSPとして動作します。なければXSP以外として動作します。
VSN識別子を使用する場合、XSP以外でも本ﾊﾟﾗﾒｰﾀは必須となります(MFNと指定して下さい)。
⑤ VSN識別子を35文字以内で指定します。同一VSNﾎﾞﾘｭｰﾑに複数ｱｸｾｽする場合に指定します。
省略可能です。
⑥｢Return｣ｷｰを押下します。
⑦ end：ﾎﾞﾘｭｰﾑ制御情報の終了を示します。
｢end｣と入力して下さい。
(注2) 各ﾊﾟﾗﾒﾀの間は、1個以上の｢空白｣で区切ります。
上記の例の中で、｢_｣が付いている箇所は実行環境に合わせた文字/文字列を
入力します。｢_｣が付いていない箇所は例の通りに入力します。
(注3) 先頭の文字が｢#｣である行はｺﾒﾝﾄ行とみなします。
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(2) HP-UXの場合
①
②
/dev/rdsk/cu11tu12du13 aaaaaa
/dev/rdsk/cv11tv12dv13 aaaaaa
/dev/rdsk/cw11tw12dw13 cccccc
/dev/rdsk/cx11tx12dx13 dddddd
/dev/rdsk/cy11ty12dy13 eeeeee
/dev/rdsk/cz11tz12dz13 ffffff
end
⑦

③
3390-3A
3390-3B
3390-3C
3380-KA
3380-KB
3380-KC

④ ⑤
⑥
MFN MVS01 改行
MFN MSP01 改行
改行
MFA
改行
改行
改行

(注) 上記の記述例はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMVS/VSEの場合です。
③で指定するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟは「1.2.2 ｻﾎﾟｰﾄ対象 」のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを
参照して下さい。
① ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上で定義したﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名を指定します。
FCU(FAL)はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してraw I/Oでｱｸｾｽするため、rawﾃﾞﾊﾞｲｽとして定義する
必要があります。ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙには複数のﾎﾞﾘｭｰﾑ情報を定義することができます。
ただし、複数の行に同じVSNが指定されている場合は、最初の行が選択されます。
(注1) JP1/HiCommand Dynamic Link Managerを使用する場合は、①の書式が異なります。
JP1/HiCommand Dynamic Link Managerのｿﾌﾄｳｪｱ添付資料を参照して定義してください。
(注2) Legacy DSF以外のﾃﾞﾊﾞｲｽ・ﾌｧｲﾙ表記形式には対応していません。
② ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で設定したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞを、6桁以下の英文字及び英数字で指定します。
③ 共用ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを指定します。
･ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの種類につては1.2.2節を参照して下さい。
④ MFAの指定があると、XSPとして動作します。なければXSP以外として動作します。
VSN識別子を使用する場合、XSP以外でも本ﾊﾟﾗﾒｰﾀは必須となります(MFNと指定して下さい)。
⑤VSN識別子を35文字以内で指定します。同一VSNﾎﾞﾘｭｰﾑに複数ｱｸｾｽする場合に指定します。
省略可能です。
⑥｢Return｣ｷｰを押下します。
⑦ end：ﾎﾞﾘｭｰﾑ制御情報の終了を示します。
｢end｣と入力して下さい。

(注2) 各ﾊﾟﾗﾒﾀの間は、1個以上の｢空白｣で区切ります。
上記の例の中で、｢_｣が付いている箇所は実行環境に合わせた文字/文字列を
入力します。｢_｣が付いていない箇所は例の通りに入力します。
(注3) 先頭の文字が｢#｣である行はｺﾒﾝﾄ行とみなします。
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(3) Solarisの場合
①
/dev/rdsk/cu11tu12du13su14
/dev/rdsk/cw11tw12dw13sw14
/dev/rdsk/cw11tw12dw13sw14
/dev/rdsk/cx11tx12dx13sx14
/dev/rdsk/cy11ty12dy13sy14
/dev/rdsk/cz11tz12dz13sz14
end
⑦

②
aaaaaa
aaaaaa
cccccc
dddddd
eeeeee
ffffff

③
3390-3A
3390-3B
3390-3C
3380-KA
3380-KB
3380-KC

④ ⑤
MFN MVS01
MFN MSP01
MFA

⑥
改行
改行
改行
改行
改行
改行

(注) 上記の記述例はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMVS/VSEの場合です。
③で指定するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟは「1.2.2 ｻﾎﾟｰﾄ対象 」のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを
参照して下さい。
① ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上で定義したﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名を指定します。
FCU(FAL)はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してraw I/Oでｱｸｾｽするため、rawﾃﾞﾊﾞｲｽとして定義する
必要があります。ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙには複数のﾎﾞﾘｭｰﾑ情報を定義することができます。
ただし、複数の行に同じVSNが指定されている場合は、最初の行が選択されます。
(注1) JP1/HiCommand Dynamic Link Managerを使用する場合は、①の書式が異なります。
JP1/HiCommand Dynamic Link Managerのｿﾌﾄｳｪｱ添付資料を参照して定義してください。
② ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で設定したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞを、6桁以下の英文字及び英数字で指定します。
③ 共用ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを指定します。
･ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの種類につては1.2.2節を参照して下さい。
④ MFAの指定があると、XSPとして動作します。なければXSP以外として動作します。
VSN識別子を使用する場合、XSP以外でも本ﾊﾟﾗﾒｰﾀは必須となります(MFNと指定して下さい)。
⑤VSN識別子を35文字以内で指定します。同一VSNﾎﾞﾘｭｰﾑに複数ｱｸｾｽする場合に指定します。
省略可能です。
⑥｢Return｣ｷｰを押下します。
⑦ end：ﾎﾞﾘｭｰﾑ制御情報の終了を示します。
｢end｣と入力して下さい。

(注2) 各ﾊﾟﾗﾒﾀの間は、1個以上の｢空白｣で区切ります。
上記の例の中で、｢_｣が付いている箇所は実行環境に合わせた文字/文字列を
入力します。｢_｣が付いていない箇所は例の通りに入力します。
(注3) 先頭の文字が｢#｣である行はｺﾒﾝﾄ行とみなします。
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(4) NCR UNIXの場合
①
/dev/rdsk/cu1tu2du3s0
/dev/rdsk/cv1tv2dv3s0
/dev/rdsk/cw1tw2dw3s0
/dev/rdsk/cx1tx2dx3s0
/dev/rdsk/cy1ty2dy3s0
/dev/rdsk/cz1tz2dz3s0
end
⑦

②
aaaaaa
aaaaaa
cccccc
dddddd
eeeeee
ffffff

③
3390-3A
3390-3B
3390-3C
3380-KA
3380-KB
3380-KC

④ ⑤
MFN MVS01
MFN MSP01
MFN

⑥
改行
改行
改行
改行
改行
改行

(注) 上記の記述例はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMVS/VSEの場合です。
③で指定するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟは「1.2.2 ｻﾎﾟｰﾄ対象 」のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを
参照して下さい。
① ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上で定義したﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名を指定します。
FCU(FAL)はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してraw I/Oでｱｸｾｽするため、rawﾃﾞﾊﾞｲｽとして定義する
必要があります。ｽﾗｲｽ番号は｢0｣を使用します。ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙには複数のﾎﾞﾘｭｰﾑ情報を
定義することができます。ただし、複数の行に同じVSNが指定されている場合は、最初の
行が選択されます。
② ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で設定したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞを、6桁以下の英文字及び英数字で指定します。
③ 共用ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを指定します。
･ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの種類につては1.2.2節を参照して下さい。
④ VSN識別子を使用する場合、XSP以外でも本ﾊﾟﾗﾒｰﾀは必須となります(MFNと指定して下さい)。
（MFAの指定があるとXSPとして動作します）
⑤ VSN識別子を35文字以内で指定します。同一VSNﾎﾞﾘｭｰﾑに複数ｱｸｾｽする場合に指定します。
省略可能です。
⑥ ｢Return｣ｷｰを押下します。
⑦ end：ﾎﾞﾘｭｰﾑ制御情報の終了を示します。
｢end｣と入力して下さい。

(注1) 各ﾊﾟﾗﾒﾀの間は、1個以上の｢空白｣で区切ります。
上記の例の中で、｢_｣が付いている箇所は実行環境に合わせた文字/文字列を
入力します。｢_｣が付いていない箇所は例の通りに入力します。
(注2) 先頭の文字が｢#｣である行はｺﾒﾝﾄ行とみなします。
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(5) HI-UX/WE2の場合
①
/dev/array/rhdu1u2u3u480
/dev/array/rhdv1v2v3v480
/dev/array/rhdw1w2w3w480
/dev/array/rhdx1x2x3x480
/dev/array/rhdy1y2y3y480
/dev/array/rhdz1z2z3z480
end
⑦

②
③
④ ⑤
aaaaaa 3390-3A MFN MVS01
aaaaaa 3390-3B MFN MSP01
cccccc 3390-3C
dddddd 3380-KA MFN
eeeeee 3380-KB
ffffff 3380-KC

⑥
改行
改行
改行
改行
改行
改行

(注) 上記の記述例はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMVS/VSEの場合です。
③で指定するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟは「1.2.2 ｻﾎﾟｰﾄ対象 」のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを
参照して下さい。
① ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上で定義したﾃﾞﾊﾞｲｽｽﾍﾟｼｬﾙﾌｧｲﾙ名を指定します。
ただし、拡張LUN(arrayinitを-xｵﾌﾟｼｮﾝ指定時)を使用する場合ﾃﾞﾊﾞｲｽｽﾍﾟｼｬﾙ名は以下のﾌｫｰﾏ
ｯﾄとなります。
/dev/array/rhdxS1S2L1L280
u1/v1/w1/x1/y1/z1/S1：BAのｽﾛｯﾄ番号(0x0～0x7)
u2/v2/w2/x2/y2/z2/S2：SCSIｱﾀﾞﾌﾟﾀの論理ｽﾛｯﾄ番号(0x0～0xf)
u3/v3/w3/x3/y3/z3：SCSI ID(0x0～0x6及び0x8～0xf)
u4/v4/w4/x4/y4/z4：LUN(0x0～0x7)
L1L2:16進の2桁のLUN(0x00～0x7f)
80
：ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ番号(FAL用)
FCU(FAL)はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してraw I/Oでｱｸｾｽするため、
rawﾃﾞﾊﾞｲｽとして定義する必要があります。
複数のﾎﾞﾘｭｰﾑ情報を定義することができます。
ただし、複数の行に同じVSNが指定されている場合は、最初の行が選択されます。
② ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で設定したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞを、6桁以下の英文字及び英数字で指定します。
③ 共用ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを指定します。
･ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの種類につては1.2.2節を参照して下さい。
④ VSN識別子を使用する場合、XSP以外でも本ﾊﾟﾗﾒｰﾀは必須となります(MFNと指定して下さい)。
（MFAの指定があるとXSPとして動作します）
⑤ VSN識別子を35文字以内で指定します。同一VSNﾎﾞﾘｭｰﾑに複数ｱｸｾｽする場合に指定します。
省略可能です。
⑥ ｢Return｣ｷｰを押下します。
⑦ end：ﾎﾞﾘｭｰﾑ制御情報の終了を示します。
｢end｣と入力して下さい。
(注1) 各ﾊﾟﾗﾒﾀの間は、1個以上の｢空白｣で区切ります。
上記の例の中で、｢_｣が付いている箇所は実行環境に合わせた文字/文字列を
入力します。｢_｣が付いていない箇所は例の通りに入力します。
(注2) 先頭の文字が｢#｣である行はｺﾒﾝﾄ行とみなします。
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(6) Digital UNIX / Tru64 UNIXの場合
①
/dev/rrzX1Y1c
/dev/rrzX2Y2c
/dev/rrzX3Y3c
/dev/rrzX4Y4c
/dev/rrzX5Y5c
/dev/rrzX6Y6c
end
⑦

②
③
④ ⑤
aaaaaa 3390-3A MFN MVS01
aaaaaa 3390-3B MFN MSP01
cccccc 3390-3C
dddddd 3380-KA MFN
eeeeee 3380-KB
ffffff 3380-KC

⑥
改行
改行
改行
改行
改行
改行

(注) 上記の記述例はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMVS/VSEの場合です。
③で指定するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟは「1.2.2 ｻﾎﾟｰﾄ対象 」のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを
参照して下さい。
① ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上で定義したﾃﾞﾊﾞｲｽ名を指定します。上記表示はTru64 UNIX 4.0F以前のものです。
XnYm(n,m＝1～6)の値は、file /dev/rrz* ｺﾏﾝﾄﾞにて取得して設定してください。
Tru64 UNIX V5.0は、/dev/rdisk/dskX1c という表示形式となります。
X1の値は、file /dev/rdisk/dsk*ｺﾏﾝﾄﾞにて取得して設定して下さい。
FCU(FAL)はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してraw I/Oでｱｸｾｽするため、rawﾃﾞﾊﾞｲｽとして定義する
必要があります。ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙには複数のﾎﾞﾘｭｰﾑ情報を定義することができます。
ただし、複数の行に同じVSNが指定されている場合は、最初の行が選択されます。
② ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で設定したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞを、6桁以下の英文字及び英数字で指定します。
③ 共用ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを指定します。
･ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの種類につては1.2.2節を参照して下さい。
④ VSN識別子を使用する場合、XSP以外でも本ﾊﾟﾗﾒｰﾀは必須となります(MFNと指定して下さい)。
（MFAの指定があるとXSPとして動作します）
⑤VSN識別子を35文字以内で指定します。同一VSNﾎﾞﾘｭｰﾑに複数ｱｸｾｽする場合に指定します。
省略可能です。
⑥｢Return｣ｷｰを押下します。
⑦ end：ﾎﾞﾘｭｰﾑ制御情報の終了を示します。
｢end｣と入力して下さい。

(注1) 各ﾊﾟﾗﾒﾀの間は、1個以上の｢空白｣で区切ります。
上記の例の中で、｢_｣が付いている箇所は実行環境に合わせた文字/文字列を
入力します。｢_｣が付いていない箇所は例の通りに入力します。
(注2) 先頭の文字が｢#｣である行はｺﾒﾝﾄ行とみなします。
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(7) Linuxの場合
①
/dev/raw/raw1
/dev/raw/raw2
/dev/raw/raw3
/dev/raw/raw4
/dev/raw/raw5
/dev/raw/raw6
end
⑦

②
aaaaaa
aaaaaa
cccccc
dddddd
eeeeee
ffffff

③
3390-3A
3390-3B
3390-3C
3380-KA
3380-KB
3380-KC

④ ⑤
MFN MVS01
MFN MSP01
MFA

⑥
改行
改行
改行
改行
改行
改行

(注) 上記の記述例はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMVS/VSEの場合です。
③で指定するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟは「1.2.2 ｻﾎﾟｰﾄ対象 」のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを
参照して下さい。
①

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上で定義したﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名を指定します。
FCU(FAL)はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してraw I/Oでｱｸｾｽするため、rawﾃﾞﾊﾞｲｽとして定義する
必要があります。ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙには複数のﾎﾞﾘｭｰﾑ情報を定義することができます。
ただし、複数の行に同じVSNが指定されている場合は、最初の行が選択されます。
(注1) rawﾃﾞﾊﾞｲｽの設定には、rawｺﾏﾝﾄﾞが必要です。rawｺﾏﾝﾄﾞによりLinux rawｷｬﾗｸﾀﾃﾞﾊﾞｲｽ
をﾌﾞﾛｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽにﾊﾞｲﾝﾄﾞして下さい。rawｺﾏﾝﾄﾞについての詳細はｵﾝﾗｲﾝﾏﾆｭｱﾙを参照し
て下さい。

② ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側で設定したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞを、6桁以下の英文字及び英数字で指定します。
③ 共用ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを指定します。
･ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの種類につては1.2.2節を参照して下さい。
④ MFAの指定があると、XSPとして動作します。なければXSP以外として動作します。
VSN識別子を使用する場合、XSP以外でも本ﾊﾟﾗﾒｰﾀは必須となります(MFNと指定して下さい)。
⑤VSN識別子を35文字以内で指定します。同一VSNﾎﾞﾘｭｰﾑに複数ｱｸｾｽする場合に指定します。
省略可能です。
⑥｢Return｣ｷｰを押下します。
⑦ end：ﾎﾞﾘｭｰﾑ制御情報の終了を示します。
｢end｣と入力して下さい。

(注2) 各ﾊﾟﾗﾒﾀの間は、1個以上の｢空白｣で区切ります。
上記の例の中で、｢_｣が付いている箇所は実行環境に合わせた文字/文字列を
入力します。｢_｣が付いていない箇所は例の通りに入力します。
(注3) 先頭の文字が｢#｣である行はｺﾒﾝﾄ行とみなします。
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(8) Windows NT/2000Server/Server2003/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/
Server2016の場合
①
\\.\PHYSICALDRIVE1
\\.\PHYSICALDRIVE2
\\.\PHYSICALDRIVE3
\\.\PHYSICALDRIVE4
\\.\PHYSICALDRIVE5
\\.\PHYSICALDRIVE6
end
⑦

②

aaaaaa
aaaaaa
cccccc
dddddd
eeeeee
ffffff

③

④ ⑤
3390-3A MFN MVS01
3390-3B MFN MSP01

3390-3C
3380-KA MFA
3380-KB
3380-KC

⑥
復帰改行
復帰改行
復帰改行
復帰改行
復帰改行
復帰改行

(注) 上記の記述例はﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMVS/VSEの場合です。
③で指定するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟは「1.2.2 ｻﾎﾟｰﾄ対象 」のﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを
参照して下さい。
① 物理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ番号を指定します。
② ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号を、6桁以下の英数字で指定します。
③ ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを指定します。
･ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟの種類につては1.2.2節を参照して下さい。
④ MFAの指定があると、XSPとして動作します。なければXSP以外として動作します。
VSN識別子を使用する場合、XSP以外でも本ﾊﾟﾗﾒｰﾀは必須となります(MFNと指定して下さい)。
⑤ VSN識別子を35文字以内で指定します。同一VSNﾎﾞﾘｭｰﾑに複数ｱｸｾｽする場合に指定します。
省略可能です。
⑥｢Enter｣ｷｰを押下します。
⑦ end：ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義の終了を指示します。
省略可能です。

(注2) 各ﾊﾟﾗﾒﾀの間は、1個以上の｢空白｣で区切ります。
上記の例の中で、｢_｣が付いている箇所は実行環境に合わせた文字/文字列を
入力します。｢_｣が付いていない箇所は例の通りに入力します。
(注3) 先頭の文字が｢#｣である行はｺﾒﾝﾄ行とみなします。

－135－

8.2.2 ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換の場合
中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上でのﾎﾞﾘｭｰﾑ(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)とを対応付けるための情報を
以下の形式で格納したﾌｧｲﾙを作成します。
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのﾌｧｲﾙ名は｢datasetmount.dat｣です。FCU実行時のｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに作成して下さい。
①
②
ﾃﾞﾊﾞｲｽ名 ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞ
：
：
：
：
：
：
end
⑦

③
④ ⑤ ⑥
OPEN-3 MFN NO1 改行
OPEN-8 MFN NO2 改行
OPEN-9
改行
OPEN-K
改行

① ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ上で定義した中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのrawﾃﾞﾊﾞｲｽ名を指定します。
･AIXの場合
：/dev/rhdiskN
･HP-UXの場合
：/dev/rdsk/cN1tN2dN3
･Solarisの場合
：/dev/rdsk/cN1tN2dN3sN4
･Linuxの場合
：/dev/raw/rawN
･WindowsNT/2000Server/Server2003/Server2008/Server2008 R2/Server2012/
Server2012 R2/Server2016の場合 ：\\.\PHYSICALDRIVEn
（全大文字）
FCU(FAL)は中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾌｧｲﾙに対してraw I/Oでｱｸｾｽするため、rawﾃﾞﾊﾞｲｽとして定義する
必要があります。
複数のﾎﾞﾘｭｰﾑ情報を定義することができます。
ただし、複数の行に同じVSNが指定されている場合は、最初の行が選択されます。(ただし、
ﾌｫｰﾏｯﾀはﾃﾞﾊﾞｲｽ名とVSNの両方を指定する為、指定されたﾃﾞﾊﾞｲｽ名が一致する行の処理を
します。）
(注1) HP-UXの場合はLegacy DSF以外のﾃﾞﾊﾞｲｽ・ﾌｧｲﾙ表記形式には対応していません。
② ﾌｫｰﾏｯﾀで設定したﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞを、6 桁以下の英字(A-Z、@、#、\(＼))、数字(0-9)
で指定します。
③ 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを指定します。（全大文字）
｢OPEN-3｣/｢OPEN-8｣/｢OPEN-9｣/｢OPEN-K｣/｢OPEN-E｣/｢OPEN-L｣/｢OPEN-M｣/｢OPEN-V｣と
指定します。
④ VSN識別子を指定する場合、MFNを指定して下さい。
⑤ VSN識別子を35文字以内で指定します。同一VSNﾎﾞﾘｭｰﾑに複数ｱｸｾｽする場合に指定します。
省略可能です。(ﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀでは、VSN識別子を意識した処理は行えません。)
⑥｢Return｣ｷｰを押下します。
⑦ end：ﾎﾞﾘｭｰﾑ制御情報の終了を示します。
｢end｣と入力して下さい。
(注1) 各ﾊﾟﾗﾒﾀの間は、1個以上の｢空白｣で区切ります。
上記の例の中で、｢_｣が付いている箇所は実行環境に合わせた文字/文字列を
入力します。｢_｣が付いていない箇所は例の通りに入力します。
(注2) 先頭の文字が｢#｣である行はｺﾒﾝﾄ行とみなします。
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8.3 ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ
FAL/FCU では、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを作成することにより、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑにまたがったﾃﾞｰﾀｾｯﾄの
MTO/OTM が可能となります。動作可能なﾊﾞｰｼﾞｮﾝについては下記を参照して下さい。
（詳細は§4.8 を参照して下さい）
FAL/FCU のﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

ﾏﾘﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄの転送

01-XX-50 以降

MTO 転送が可能

01-XX-60 以降 (XX≧03)

MTO／OTM 転送が可能

(1)ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの格納場所
FCU 実行時のｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに multidef.dat という名称で作成します。その名称を変更したい場合は、
環境変数 FAL_MULTI_DEF_FILE に定義して下さい。
(ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘﾊﾟｽ等を含まないﾌｧｲﾙ名のみ定義してください)
(2)ﾌｫｰﾏｯﾄ
VSN:DSN[,VOLID１] VSN[,VOLID２] VSN[,VOLID３] … VSN[,VOLIDｎ] 改行
①
②
③
④
⑤
end

⑥
① ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号:ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名[,VSN 識別子]
先頭ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名、VSN 識別子(省略可)を定義してください。
② ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号[,VSN 識別子]
２番目のﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号、VSN 識別子(省略可)を定義する
③ ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号[,VSN 識別子]
３番目のﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号、VSN 識別子(省略可)を定義する
④ ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号[,VSN 識別子]
ｎ番目のﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号、VSN 識別子(省略可)を定義する（n:MAX 30(*1)）
*1 01-XX-66 以降の場合には n の最大が 61 ﾎﾞﾘｭｰﾑとなります。
⑤ 改行ｺｰﾄﾞを定義する（UNIX：LF, NT：CRLF）
⑥ ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの終了を示します。
・各ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号の間には空白を定義して下さい。
・ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ情報は複数行指定可能（MAX:999 ﾚｺｰﾄﾞ）です。
・各項目ごとの指定可能文字数は、下記通りです。
ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号：1-6 文字, ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名：1-44 文字, VSN 識別子：1-35 文字
・先頭ﾎﾞﾘｭｰﾑの VSN 識別子の指定は、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ上と同じにしてください。同じでないと同一と
みなされず、ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞﾘｭｰﾑとして処理します。
・新規に作成したﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄは、必ず M/F 側から一度ﾃﾞｰﾀの書込みを行って VTOC の DSCB1 に

あるﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞを確定させてから転送に使用して下さい。
[指定例]
VSN001:FAL.DATA.F01 VSN002 VSN003
VSN005:FAL.DATA.M03,MVS01 VSN006 VSN007 VSN008,MVS01
End
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8.4 ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの作成
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙは FCU を起動する際の詳細ﾊﾟﾗﾒﾀを格納しておくﾌｧｲﾙです。
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙはｴﾃﾞｨﾀ等であらかじめ作成しておくか、FCU を起動して作成します。
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙのﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾌｧｲﾙ名は以下です。
UNIX系OSの場合
｢fcudata.param｣
Windowsの場合
｢fcudata.prm｣
(-nc 指定時)
なお、常に操作画面からﾊﾟﾗﾒﾀを入力する場合には、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙは不要です。
･ UNIX系OSの場合、1個のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中に999件までのﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄを定義できます。
(999件を越えるﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄを定義した場合、1000件目の処理でｴﾗｰとなります)
先頭文字が｢#｣の行はｺﾒﾝﾄ行として扱います。(注5)
･ Windowsの場合、1000件を越えて定義してｴﾗｰとなる件数はﾒﾓﾘ容量に依存します。
先頭文字が｢#｣の行はｺﾒﾝﾄ行として扱います。(注6)
･ ﾃﾞｰﾀ転送の処理はﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄの配列順に行います。
①
mto
mto
otm
otm
end
⑫

②
③
VSN:ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名,VSN識別子 ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ名
VSN:ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ名
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ名 VSN:ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名,VSN識別子
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ名 VSN:ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名

④
CC
CC
CC
CC

⑤ ⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
PAD DEL Emp=Yes RDW=Yes PIPE=Yes VSE=RF,RL,BL 改行
PAD DEL Emp=Yes RDW=Yes PIPE=Yes VSE=RF,RL,BL 改行
PAD DEL Emp=Yes
VSE=RF,RL,BL 改行
PAD DEL Emp=Yes
VSE=RF,RL,BL 改行

(注)HMDE/KANJI連携時は⑩と⑪の間に ‘USER-EDIT ﾌｨｰﾙﾄﾞ定義ﾌｧｲﾙ名,編集ｵﾌﾟｼｮﾝﾌｧｲﾙ名’を指定
して下さい。詳細はHMDE/KANJIのﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞを参照願います。
・ﾊﾟﾗﾒｰﾀ一行全体が改行を含めず最大3199文字以内となります。
①ﾃﾞｰﾀ転送の方向を指定します。
mto：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへのﾃﾞｰﾀ転送であることを示します。
｢mto｣と入力します。
otm：ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへのﾃﾞｰﾀ転送であることを示します。
｢otm｣と入力します。
②入力となるﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名またはｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ名を指定します。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の場合
･VSN(ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞ)とﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名を｢ｺﾛﾝ｣で区切って指定します。さらに必要であれば、
VSN識別子を｢,｣で区切って指定します。
･VSNは6桁以下の英文字及び英数字で指定します。
･ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ時は先頭ﾎﾞﾘｭｰﾑのVSNを指定して下さい。
･ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名は44桁以下の英文字及び英数字で指定します。
･ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の中に｢空白｣を含むことはできません。
･VSN識別子は省略可能で、指定する場合は35文字以内の英数字または英記号で指定します。
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ定義ﾌｧｲﾙ上指定する場合、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ上にもVSN識別子の指定が必要になります。
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ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ名の場合
･以下のいずれかの形式で指定します。
･指定名称として最大1024文字以内で定義できます。
[ﾊﾟｽありの場合]
/ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名･････/ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾌｧｲﾙ名
ﾄﾞﾗｲﾌﾞ:\ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名･････\ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名\ﾌｧｲﾙ名

(UNIX)
(Windows)

[ﾊﾟｽなしの場合]
ﾌｧｲﾙ名
ﾌｧｲﾙ名だけが指定された場合は、ｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘのﾌｧｲﾙが対象となります。
･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名の中に「空白」を含むことはできません。
③出力となるﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名またはｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ名を指定します。
･ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名、ﾌｧｲﾙ名の指定形式は入力ﾌｧｲﾙ名の指定形式と同様です。
④CC：ﾃﾞｰﾀ実体のｺｰﾄﾞ変換種別を指定します。
･FCUが持っているｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙを使用してｺｰﾄﾞ変換を行う場合
EA：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ：EBCDICｺｰﾄﾞ ⇔ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ：ASCIIｺｰﾄﾞの変換をします。
EcA：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ：EBCDICｺｰﾄﾞ ⇔ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ：ASCIIｺｰﾄﾞの変換をします。
EkJ：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ：EBCDIKｺｰﾄﾞ ⇔ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ：JIS8ｺｰﾄﾞの変換をします。
(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがMVS/VSE/MSP/XSPの時には、EkJの指定を行わないでください。)
No：ｺｰﾄﾞ変換は行いません。
･ﾕｰｻﾞがｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙを指定してｺｰﾄﾞ変換を行う場合、ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙを格納したﾌｧｲﾙの名称を
指定します。
･ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙのｻｲｽﾞは256ﾊﾞｲﾄです。
･ｺｰﾄﾞ変換は1ﾊﾞｲﾄずつ実行します。
･EA/EcA/EkJ/Noはﾌｧｲﾙ名として使用できません。文字列：EA/EcA/EkJ/Noが指定さた場合は、
FCUが持っているｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙによる変換とみなします。
･指定されたﾌｧｲﾙが存在しない場合はｴﾗｰとなります。
(注) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換時はｺｰﾄﾞ変換をｻﾎﾟｰﾄしておりません。
ｺｰﾄﾞ変換種別は、｢No｣を指定して下さい。
ｺｰﾄﾞ変換、ﾌｧｲﾙ名を指定した場合、ｴﾗｰとなります。
HMDE/KANJI連携時もFCUのｺｰﾄﾞ変換をｻﾎﾟｰﾄしていませんので、｢No｣を指定して
下さい。
No以外を指定すると、UNIX版ではｴﾗｰとなり、NT版ではNoとして処理を行います。
⑤PAD：ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞの要否を指定します。
Yes：ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞします。
No ：ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞしません。
(注) HMDE/KANJI連携時はFCUでのﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞをｻﾎﾟｰﾄしていませんので、｢No｣を指定
して下さい。Yesを指定するとｴﾗｰとなります。
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⑥DEL：mtoの場合、ﾃﾞﾘﾐﾀを付加するか否かを指定します。otmの場合、ﾃﾞﾘﾐﾀが付加されているか
否かを指定します。
･ﾃﾞｰﾀ転送方向がmtoのとき
･UNIX系OSの場合
CR：CR(ｷｬﾘｯｼﾞﾘﾀｰﾝ)を各ﾃﾞｰﾀの後に付加します。
LF：LF(ﾗｲﾝﾌｨｰﾄﾞ)を各ﾃﾞｰﾀの後に付加します。
No：ﾃﾞﾘﾐﾀは付加しません。ﾃﾞｰﾀは大きな一つのまとまりに
なって見えます。
･Windowsの場合
CRLF：CR＋LF(復帰改行)を各ﾃﾞｰﾀの後に付加します。
No：ﾃﾞﾘﾐﾀは付加しません。
･ﾃﾞｰﾀ転送方向がotmのとき
･UNIX系OSの場合
CR：CRまでを1ﾃﾞｰﾀとして切り出します。
LF：LFまでを1ﾃﾞｰﾀとして切り出します。
CRLF：CR＋LFまでを1ﾃﾞｰﾀとして切り出します。
本指定はｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝ実行時のみ可能です。
No：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長に従ってﾃﾞｰﾀを切り出します。
･Windowsの場合
CRLF：CR＋LFまでを1ﾃﾞｰﾀとして切り出します。
No：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長に従ってﾃﾞｰﾀを切り出します。
(注) ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が固定長で、No以外を指定した場合は、ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞの有無に
よって転送時のﾃﾞｰﾀ編集形式(ﾃﾞｰﾀを切り出す方法)が異なります。
詳しくは7.5節を参照して下さい。HMDE/KANJI連携時は本ﾊﾟﾗﾒｰﾀでのﾃﾞﾘﾐﾀをｻﾎﾟｰﾄ
していませんので、｢No｣を指定して下さい。No以外を指定するとUNIX版ではｴﾗｰと
なり、NT版ではNoとして処理を行います。
(注) UNIX系OSでmto転送時にﾃﾞﾘﾐﾀ指定をCRLFとした場合はｴﾗｰ(-109)となります。
(注) UNIX系OSでGUI機能使用時にﾃﾞﾘﾐﾀ指定をCRLFとした場合はｴﾗｰ(-109)となります。
(注) UNIX系OSでHMDE/KANJI連携時にHMDE/KANJIの定義としてﾃﾞﾘﾐﾀ指定をCRLFとした
場合はHMDE/KANJIでﾃﾞﾘﾐﾀとしてCRLFをｻﾎﾟｰﾄしていませんのでｴﾗｰとなります。
⑦ﾃﾞｰﾀなしﾌｧｲﾙも転送するか否かを指定します。ﾃﾞｰﾀなしﾌｧｲﾙとは以下のﾌｧｲﾙのことです。
･転送元がﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄの場合：ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞもEOFﾚｺｰﾄﾞも書かれていないﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
･転送元がｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙの場合：ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ＝0のﾌｧｲﾙ
本ﾊﾟﾗﾒﾀは省略可能です。省略時は｢Emp=No｣の解釈となります。
･Emp=Yes：転送元がﾃﾞｰﾀなしﾌｧｲﾙでもﾃﾞｰﾀ転送の処理を行います。
転送先がｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑの場合､ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ＝0のﾌｧｲﾙが作成されます。
転送先がﾒｲﾝﾌﾚｰﾑの場合､EOFﾚｺｰﾄﾞのみのﾃﾞｰﾀｾｯﾄが作成されます。
･Emp=No ：転送元がﾃﾞｰﾀなしﾌｧｲﾙの場合、ﾃﾞｰﾀ転送は実行せず、ｴﾗｰとします。
ただし、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑOSがVSE/VOS1の場合、0byteﾚｺｰﾄﾞをMTO時ｴﾗｰとなりますが、
0byteﾌｧｲﾙを作成してしまいます。
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⑧ﾃﾞｰﾀ転送方向がmtoでﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長のとき、ﾚｺｰﾄﾞ長を付加した形で
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙを作成するか否かを指定します。
なお、本ﾊﾟﾗﾒﾀは省略可能です。省略時は｢RDW=No｣の解釈となります。
･RDW=Yes：･次図のように各ﾚｺｰﾄﾞの先頭にﾚｺｰﾄﾞ長(2進数)を付加します。
･本指定のときｺｰﾄﾞ変換、ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ、ﾃﾞﾘﾐﾀの指定は｢No｣を指定しないとｴﾗｰ
になります。
･otmの場合本指定はｴﾗｰとなります。
･ﾚｺｰﾄﾞ形式が固定長の場合、本指定でもRDWは付加されません。
ﾚｺｰﾄﾞ長 ﾀﾞﾐｰ
2ﾊﾞｲﾄ
2ﾊﾞｲﾄ

ﾚｺｰﾄﾞ(ﾃﾞｰﾀ)実体
ﾚｺｰﾄﾞ長 － 4ﾊﾞｲﾄ
ﾚｺｰﾄﾞ長

･RDW=No ：ﾚｺｰﾄﾞ長は付加しません。ﾃﾞｰﾀ実体だけをﾌｧｲﾙ出力します。
(注) RDW=Yesを指定してﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑに転送したﾃﾞｰﾀｾｯﾄをﾒｲﾝﾌﾚｰﾑに戻すと
元のﾃﾞｰﾀｾｯﾄとは互換性のないﾃﾞｰﾀｾｯﾄが作成されます。
HMDE/KANJI連携時はﾚｺｰﾄﾞ長付加をｻﾎﾟｰﾄしていませんので、｢RDW=Yes｣は
指定しないで下さい。｢RDW=Yes｣を指定すると、UNIX版ではｴﾗｰとなりますが、
NT版ではNoとして処理を行います。
⑨ﾃﾞｰﾀ転送方向がmtoのとき、ﾌｧｲﾙ出力先をｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ専用ﾎﾞﾘｭｰﾑではなく、ﾊﾟｲﾌﾟ(Named pipe)を
使用するか否かを指定します。なお、本ﾊﾟﾗﾒﾀは省略可能です。省略時は｢PIPE=No｣の解釈となります。
･PIPE=Yes：ﾌｧｲﾙ出力をﾊﾟｲﾌﾟに指定します。otmの場合、本指定はｴﾗｰとなります。
(Named pipe)をﾌｧｲﾙ名で指定した場合は元のﾌｧｲﾙ内容を消去し
（Named pipe）として使用します。
･PIPE=No ：ﾊﾟｲﾌﾟを指定しません。出力先は通常のﾌｧｲﾙとなります。
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⑩ﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長が定義されていないﾃﾞｰﾀｾｯﾄを使用する際に、
ﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長を指定します。(VTOC上にﾚｺｰﾄﾞ形式/ﾚｺｰﾄﾞ長/ﾌﾞﾛｯｸ長のいずれかが
設定されてない場合、ﾚｺｰﾄﾞ形式/ﾚｺｰﾄﾞ長/ﾌﾞﾛｯｸ長の全てを設定して下さい。)
･VSE=：ﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長を指定することを意味します。
ﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長を指定しない場合、｢VSE=RF,RL,BL｣を省略します。
･RF：ﾚｺｰﾄﾞ形式を以下の文字列で指定します。
F ：固定長非ﾌﾞﾛｯｸ化
FB：固定長ﾌﾞﾛｯｸ化
V ：可変長非ﾌﾞﾛｯｸ化
VB：可変長ﾌﾞﾛｯｸ化
上記以外の文字列を指定するとｴﾗｰとなります。
･RL：ﾚｺｰﾄﾞ長を10進数(ﾊﾞｲﾄ数)で指定します。
指定可能な値は以下の範囲です。
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝Fのとき：ﾚｺｰﾄﾞ長 ＝ ﾌﾞﾛｯｸ長
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝FBのとき：ﾚｺｰﾄﾞ長 ＝ (ﾌﾞﾛｯｸ長)÷n n:整数
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝V/VBのとき：5 ≦ ﾚｺｰﾄﾞ長 ≦ (ﾌﾞﾛｯｸ長－4)
上記の範囲外の値を指定するとｴﾗｰになります。
･BL：ﾌﾞﾛｯｸ長を10進数(ﾊﾞｲﾄ数)で指定します。
指定可能な値は以下の範囲です。
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝F/FBのとき：1 ≦ ﾌﾞﾛｯｸ長 ≦ 32760
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝V/VBのとき：9 ≦ ﾌﾞﾛｯｸ長 ≦ 32760
上記の範囲外の値を指定するとｴﾗｰになります。
･RF､RL､BLの間は1個の｢,｣で区切ります。違反するとｴﾗｰになります。
･ﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長が定義されているﾃﾞｰﾀｾｯﾄに本ﾊﾟﾗﾒﾀが指定された場合、
定義されている情報とﾊﾟﾗﾒﾀとの一致をﾁｪｯｸし、不一致であればｴﾗｰとします。
一致している場合はﾃﾞｰﾀ転送等の処理を実行します。
(注) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換では、使用しません。（指定した場合の
FAL/FCUの扱いは、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換の場合と同様です）
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VSE2.4 を FAL/FCU ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(01-03-59)によりﾃﾞｰﾀ転送を行なう場合、VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの指定値により転送が
無効になるｹｰｽがあります。また、VSE ﾊﾟﾗﾒﾀを指定しない場合でも VTOC 上のﾃﾞｰﾀの RL、BL の値に
より転送が無効になるｹｰｽもあります。以下に転送不可時の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの指定条件及び VTOC 上の
ﾃﾞｰﾀの RL,BL の値の条件を示します。
・ﾚｺｰﾄﾞ形式が V(可変長)で VSE ﾊﾟﾗﾒﾀを指定する場合
正常なﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性(5≦RL≦BL－4 が成り立つﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性)では転送可能ですが、
以下に示す VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの指定条件に一致しない場合は転送が無効になります。
・RL≦32756
・BL≦32760
・BL＝RL＋4
また、VTOC 上ﾃﾞｰﾀの RL 及び BL の値が RL＞32756、BL＞32760 の場合は、
上記の条件に一致する様に VSE ﾊﾟﾗﾒﾀを指定しなければ、転送が無効になります。
更にまた、VTOC 上ﾃﾞｰﾀの RL 及び BL の値が RL≦32756、BL≦32760 の場合で、
RL＝BL の場合は、
・RL(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀに入力する値)＝RL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋４≦32756
・BL(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀに入力する値)＝BL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋８≦32760
上記の指定条件で VSE ﾊﾟﾗﾒﾀを指定しなければ、転送が無効になります。
・ﾚｺｰﾄﾞ形式が V(可変長)で VSE ﾊﾟﾗﾒﾀを指定しない場合
正常なﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性(5≦RL≦BL－4 が成り立つﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性)では転送可能ですが、
VTOC 上のﾃﾞｰﾀの RL,BL の値が以下に示す条件に一致しない場合は転送が無効になります。
・BL＝RL＋4≦32760
また、VTOC 上ﾃﾞｰﾀの RL 及び BL の値が RL＞32756、BL＞32760 の場合は、
VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの値として RL＝32756、BL＝32760 が指定され転送が行なわれます。
更にまた、VTOC 上ﾃﾞｰﾀの RL 及び BL の値が RL＝BL の場合は、
・RL(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀとして指定される値)＝RL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋４≦32756
・BL(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀとして指定される値)＝BL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋８≦32760
上記の条件で VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの値として RL、BL それぞれが指定され転送が行なわれます。
・ﾚｺｰﾄﾞ形式が VB(可変長ﾌﾞﾛｯｸ化)で VSE ﾊﾟﾗﾒﾀを指定する場合
正常なﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性(RL＝BL が成り立つﾃﾞｰﾀｾｯﾄ属性)では転送可能ですが、以下に示す
VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの指定条件に一致しない場合は転送が無効になります。
・RL(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀに入力する値)＝RL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋４≦32756
・BL(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀに入力する値)＝BL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋８≦32760
・ﾚｺｰﾄﾞ形式が VB(可変長ﾌﾞﾛｯｸ化)で VSE ﾊﾟﾗﾒﾀを指定しない場合
上のﾃﾞｰﾀの RL,BL の値が以下に示す条件に一致しない場合は転送が無効になります。
VTOC 上のﾃﾞｰﾀの RL,BL の値が以下に示す条件に一致しない場合は転送が無効になります。
・RL＝BL＞32752
また、VTOC 上ﾃﾞｰﾀの RL 及び BL の値が RL＝BL≦32752 の場合は、VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの値として
RL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋４、BL(VTOC 上のﾃﾞｰﾀの値)＋８が指定され転送が行なわれます。
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⑪改行を指示します。
･UNIX系OSの場合、｢Return｣ｷｰです。
･Windowsの場合、｢Enter｣ｷｰです。
⑫end：ﾊﾟﾗﾒﾀの終了を示します。｢end｣と入力します。
省略可。
(注1) 各ﾊﾟﾗﾒﾀの間は、1個以上の｢空白｣で区切ります。
(注2) ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの先頭から｢end｣行までの間に空白行を含むことはできません。
空白行があるとｴﾗｰとなります。ただし、起動ﾊﾟﾗﾒﾀとして｢-nw｣ が指定されている
場合は、ｴﾗｰとせずに空白行をｽｷｯﾌﾟします。
(注3) Empﾊﾟﾗﾒﾀ、RDWﾊﾟﾗﾒﾀ、PIPEﾊﾟﾗﾒﾀ及びVSEﾊﾟﾗﾒﾀはどれを先に指定してもかまいません。
ただし、Emp/RDW/PIPE/VSE以外のﾊﾟﾗﾒﾀより先に指定することはできません。
また、Emp/RDW/PIPE/VSE以外のﾊﾟﾗﾒﾀは記述例の順番で指定します。
(注4) Windowsのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-01-34より古いﾊﾞｰｼﾞｮﾝを既にお使い頂いている場合、
01-01-34以降の新しいﾊﾞｰｼﾞｮﾝにｱｯﾌﾟする際、次の点に特にご注意ください。
(1)ﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの名称が「fcudata.param」→「fcudata.prm」と
新しくなっています。今お使いのﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの名称を新しい名称に合
わせて変更（ﾘﾈｰﾑ）してください。
(2)操作画面の表示が必須となり、起動ﾊﾟﾗﾒﾀで「-nw」の指定が無くなりました。

(注5) UNIX版ではｺﾒﾝﾄ行を以下のように扱います。
(1)操作画面を使用しない場合
･ｺﾒﾝﾄ行はｽｷｯﾌﾟします。
･｢ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの最大行数＝999行｣のﾁｪｯｸの対象から除外します。
(2)操作画面を使用する場合
･ｺﾒﾝﾄ行をLoadした場合ｺﾒﾝﾄ行の内容は表示せず、｢Parameter file : Comment
line｣をｽﾃｰﾀｽ欄に表示します。
･画面操作によるｺﾒﾝﾄ行の作成はできません。
ｺﾒﾝﾄ行の削除及びｺﾒﾝﾄ行を有効なﾊﾟﾗﾒﾀ行に変更することはできます。
･ｺﾒﾝﾄ行も｢ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの最大行数＝999行｣のﾁｪｯｸの対象とします。
(注6) Windows版ではｺﾒﾝﾄ行を以下のように扱います。
･ｺﾒﾝﾄ行は処理の対象とせずにｽｷｯﾌﾟします。
･ｺﾒﾝﾄ行は行数のｶｳﾝﾄに含めません。
･FCUの画面操作によるｺﾒﾝﾄ行の作成/削除/有効なﾊﾟﾗﾒﾀ行への変更はできません。
ｴﾃﾞｨﾀで処理して下さい。
（注7）指定するﾊﾟﾗﾒｰﾀとして、①～⑥は必須です。ﾊﾟﾗﾒｰﾀの数が5以下だとｴﾗｰとなります。
ﾊﾟﾗﾒｰﾀとして11個以上指定すると、それ以降のﾊﾟﾗﾒｰﾀは無視されます。
UNIX版では7個目以降でEmp/RDW/PIPE/VSE以外のﾊﾟﾗﾒｰﾀを指定すると無視されます。
Windows版では、Emp/RDW/PIPE/VSE以外のﾊﾟﾗﾒｰﾀを指定するとｴﾗｰとなります。
(Windows版では、SQL Loader連携時以外はPIPEの指定は行わないで下さい。
ただし、FAL SQL LoaderはUSP VとVSP,VSP G1000,VSP 5000では未ｻﾎﾟｰﾄです。)
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8.5 起動方法
FAL/FCUのｲﾝｽﾄｰﾙ、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの作成完了後に起動します。
(ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙはFCU起動後に作成することもできます)
8.5.1 UNIX系OSの場合
(1) GUI実行環境がある場合(64bit版のFCUは、GUIを対応していません。)
ｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝから以下のようにｺﾏﾝﾄﾞを入力して下さい。
fcu

[-nw]

[-nc]

[param]

･fcu

：FCUのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称です。
｢fcu｣と入力してください。

･-nw

：本ﾕﾃｨﾘﾃｨの操作画面を使用しないで処理を行うときに指定します。
本指定があり、後述の｢param｣がﾊﾟﾗﾒﾀの直接指定でない場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中の
全行(最大999行)について連続的に処理します。
｢-nw｣と入力して下さい。
本ﾊﾟﾗﾒﾀを指定しない場合、図8.6-2に示す操作画面が表示されます。画面上で
ﾊﾟﾗﾒﾀの入力･確認･訂正を行い、ﾌｧｲﾙ変換処理を実行し、結果を確認する方法です。

･-nc

：ﾊﾟﾗﾒﾀの内容の確認が不要である場合に指定します。
本指定があるとFCUはﾊﾟﾗﾒﾀの確認応答(｢OK｣)を待たずにﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中の
全行(最大999行)について連続的に処理し、実行終了後はFCUを終了します。
｢-nc｣と入力して下さい。
本ﾊﾟﾗﾒﾀが指定されていない場合、ﾊﾟﾗﾒﾀの表示後｢OK｣の応答がある
までﾌｧｲﾙ変換処理を実行しません。

･param：FCUの詳細ﾊﾟﾗﾒﾀを格納しているﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ名または詳細ﾊﾟﾗﾒﾀを直接指定します。
(ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ及び詳細ﾊﾟﾗﾒﾀについては8.4節を参照して下さい)
① ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙのﾌｧｲﾙ名を指定する場合
絶対ﾊﾟｽまたは相対ﾊﾟｽで指定します。
例 : ･絶対ﾊﾟｽ ： /ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾌｧｲﾙ名
･相対ﾊﾟｽ ： ﾌｧｲﾙ名
./ﾌｧｲﾙ名
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾌｧｲﾙ名
./ ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾌｧｲﾙ名
② 詳細ﾊﾟﾗﾒﾀを直接指定する場合(Windows版では本形式の指定はできません)
｢-P｣と入力した後にﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中に記述する形式と同じ形式で指定します。
例： # fcu -nw -nc -P mto VSNAAA:DSNAME outfile No No No
(注) ｢-P｣の後に指定できるものは詳細ﾊﾟﾗﾒﾀだけです。
｢-nw｣､｢-nc｣を指定する場合は｢-P｣の前に指定して下さい。
(注) Windows版で｢-P｣指定を行った場合の動作については9節を参照
してください。
本ﾊﾟﾗﾒﾀが指定されていない場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙのﾌｧｲﾙ名を｢fcudata.param｣と
みなして詳細ﾊﾟﾗﾒﾀの読出しを行います。
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが存在せず、｢-nw｣､｢-nc｣が指定されている場合はFCUを終了します。
（注）fcuを｢-nw｣指定でﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾌﾟﾛｾｽとして起動する場合は、必ず｢-nc｣指定を行って
下さい。｢-nc｣指定を行わないでﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ起動すると、確認応答待ち状態のまま
動作が止まることがあります。
実行終了後、以下のﾘﾀｰﾝ値を返します。(詳細は8.8節を参照して下さい)
0：正常終了
1：ｴﾗｰ終了
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(2) GUI実行環境がない場合
ｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝから以下のようにｺﾏﾝﾄﾞを入力して下さい。
・32bit版の場合： fcunw [-nc] [param]
・64bit版の場合： fcunw64 [-nc] [param]
･fcunw/fcunw64 ：GUIなしで実行するFCUのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称です。
･-nc / param ： GUI実行環境がある場合と同じ扱いです。
(注) 本起動形態の場合、前述の｢-nw｣が指定されたときと同様の動作をします。
fcunwをﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾌﾟﾛｾｽとして起動する場合は、必ず｢-nc｣を指定して下さい。
8.5.2 Windowsの場合
ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀ権限のあるﾕｰｻﾞでﾛｸﾞｲﾝします。
(1) GUI画面を表示する場合
以下の何れかの方法で起動します。
① ｢ｽﾀｰﾄ｣-｢ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣-｢FCU｣に登録された FCU ｱｲｺﾝをｸﾘｯｸする。
② C:¥FCU に移動し、FCU ｱｲｺﾝを(ﾀﾞﾌﾞﾙ)ｸﾘｯｸする。
(C:¥FCU は、ｲﾝｽﾄｰﾙ時のﾃﾞﾌｫﾙﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘです。ｲﾝｽﾄｰﾙ時に変更した場合は、
任意に読み替えて下さい。）
③ FCU のｼｮｰﾄｶｯﾄを作成し、そのｱｲｺﾝを(ﾀﾞﾌﾞﾙ)ｸﾘｯｸする。
④ ｺﾏﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ（DOS窓）を開き、下記起動ｵﾌﾟｼｮﾝによるｺﾏﾝﾄﾞ入力。
[起動ｵﾌﾟｼｮﾝ]
・32bit版の場合: fcu [-nc] [-cl] [param]
・64bit版の場合: fcu64 [-nc] [-cl] [param]
･-nc

： ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中の全行について連続的に処理します。
実行終了後は、FCU を終了します。 指定したﾊﾟﾗﾒｰﾀ定義ﾌｧｲﾙが存在しない時(指
定なし時は、fcudata.prm)は、fcuを起動しません。

･-cl

： 実行前にﾛｸﾞﾌｧｲﾙをｸﾘｱします。

･param： ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ名を指定します。
本ﾊﾟﾗﾒﾀが省略されている場合は、ｶﾚﾝﾄに存在する｢fcudata.prm｣をﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ
とみなして処理します。｢fcudata.prm｣が存在しない場合、-nc指定がないと、空の
｢fcudata.prm｣を表示します。
指定したﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが存在しない場合、-nc指定がないと空画面を表示します。
[ﾘﾀｰﾝ値]
0 : 正常終了
-1 : ｴﾗｰ終了
-------------------------------------------------------------------------(注) このﾘﾀｰﾝ値は、「-nc」が指定された場合のみです。
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに指定したﾊﾟﾗﾒﾀ行の１つの処理に、成功した処理があったと
しても、ｴﾗｰとなった処理が1つでもあればｴﾗｰ終了が返されます。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(注) FCU のｱｲｺﾝにﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙをﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟすることでも、FCU は起動しますが、
正常に動作しません。
------------------------------------------------------------------------------
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(2) GUI画面を表示しない場合
以下の方法で起動します。
① ｺﾏﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ（DOS窓）を開き、下記起動ｵﾌﾟｼｮﾝによるｺﾏﾝﾄﾞ入力。
[起動ｵﾌﾟｼｮﾝ]
・32bit版の場合: fcunw [-cl] [param] （ [-v] ）
・64bit版の場合: fcunw64 [-cl] [param] （ [-v] ）
･-cl

： 実行前にﾛｸﾞﾌｧｲﾙをｸﾘｱします。

･param： ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ名を指定します。
本ﾊﾟﾗﾒﾀが省略されている場合は、ｶﾚﾝﾄに存在する｢fcudata.prm｣をﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ
とみなして処理します。
･-v

： FCUのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報を表示します。
本ｵﾌﾟｼｮﾝは、他のｵﾌﾟｼｮﾝと一緒に使用できません。

[ﾘﾀｰﾝ値]
0 : 正常終了
-1 : ｴﾗｰ終了
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8.6 画面操作
8.6.1 UNIX系OSの場合
FCUを起動すると以下のｺﾋﾟｰﾗｲﾄ画面と操作画面が表示されます。
ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ画面は数秒後に自動的に消えます。
操作画面を操作することによりﾊﾟﾗﾒﾀの設定･変更、ﾌｧｲﾙ変換処理の開始を指示する
ことができます。

FAL for AIX
File Conversion Utility
Ver. XX-XX-XX/XX
All rights reserved,Copyright (C) 1997,2002,Hitachi,Ltd.

(注) ﾀｲﾄﾙは、HP-UXの場合｢FAL for HP-UX｣、Solarisの場合｢FAL for Solaris｣
と表示されます。
図8.6-1 ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ画面
File Conversion Utility
File

Help

Parameter File
Volume File
Direction

M to O

O to M

Input File

OK

Output File

PIPE

Code Conversion

Ek<-> J

Ec/E<->A

No

Padding

Yes

Delimiter

CR

Emp

Yes

No

RDW

Yes

No

No
LF

No

VSE/VOS1
Status

図8.6-2 操作画面
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FILE

Cancel

(注 1) FCU で表示する画面中の文字は英字ﾌｫﾝﾄを使用しているため、
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ等から入力した時の文字と画面に表示される文字
とが異なることがあります。
(例：｢\｣が｢＼｣に変わります。ｶﾅ文字は表示できません(表示されないか、
他の文字に変わります)。)
(注2) 組合せが不可の機能に対応するﾎﾞﾀﾝは押下できない状態で表示します。
(例：
・”Direction”が｢O to M｣で”Padding”｢Yes｣選択時の ”Delimiter”｢No｣指定。
・ ”Direction”が｢M to O｣の場合で、”Input File”のﾎﾞﾘｭｰﾑのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが OPEN-X
(X:3,8,9,K,E,L,M,V)の場合は、”Code Conversion”の ｢Ek<->J｣,｢Ec/E<->A｣,｢FILE｣(*)
ﾎﾞﾀﾝは選択不可(ｸﾞﾚｰ表示)となります。
・ ”Direction”が｢O to M｣の場合で、”Output File”のﾎﾞﾘｭｰﾑのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが
OPEN-X(X:3,8,9,K,E,L,M,V)の場合は、Code Conversion の ｢Ek<->J｣,｢Ec/E<->A｣,
｢FILE｣(*)ﾎﾞﾀﾝは選択不可(ｸﾞﾚｰ表示)となります。
(*)ｺｰﾄﾞ変換ﾌｧｲﾙ入力ｴﾘｱも入力禁止状態となります）
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（１）

File
FCUに起動ﾊﾟﾗﾒﾀの入力以外の処理を指示するときに使用します。
本ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると以下のﾒﾆｭｰが表示(ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ)されます。
------------

Load
Save
Delete
Exit

(i) Load

*1

Ctrl+L
Ctrl+S
Ctrl+D
Alt+F4

*1：本ﾒﾆｭｰが切離し可能であることを
示しています。
本ﾒﾆｭｰを消去する場合は、本ﾒﾆｭｰ以外の
場所をｸﾘｯｸして下さい。

(Ctrl+L)

ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙから詳細ﾊﾟﾗﾒﾀを読み出し､本画面の各入力ﾊﾟﾗﾒﾀの入力領域に表示します。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されていない場合及びﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中に有効な情報がない場合には､
本指示は無効です。
･本ﾕﾃｨﾘﾃｨ起動時に､ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されていて､当該ﾌｧｲﾙに有効なﾊﾟﾗﾒﾀがあれば､
初期画面にすでに表示されています。
･｢Load｣を指示する毎に次のﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄに切り替わり、最後まで表示するとﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ
｢End line｣ﾒｯｾｰｼﾞを出力します。さらにLoadが指示されると、先頭のﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄに戻ります。

(ii) Save

(Ctrl+S)

現在､本画面に入力/表示されている詳細ﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄを､ﾛｰﾄﾞ元のﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄと置換する形で
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに格納します。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されていない場合は､新たにﾌｧｲﾙを作成してﾊﾟﾗﾒﾀを格納します。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの最後まで表示した状態(Endlineﾒｯｾｰｼﾞを表示した状態)で、操作画面に
ﾊﾟﾗﾒﾀを入力し、｢Save｣を指示するとﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄの追加となります。

(iii)Delete

(Ctrl+D)

現在、操作画面にﾛｰﾄﾞされているﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄをﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙから削除します。
･ﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄがﾛｰﾄﾞされていない状態での本ｺﾏﾝﾄﾞの指示は無効です。

(iV) Exit

(Alt+F4)

FCUﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを終了させます。
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（２）

Help
ﾍﾙﾌﾟ情報を表示します。
本ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると以下のﾒﾆｭｰが表示(ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ)されます。
---------------- *1
Vol_tbl...
Ctrl+T
MF-File...
Ctrl+M
UX-File...
Ctrl+U
Error...
Ctrl+E
On Version... Ctrl+O

*1：本ﾒﾆｭｰが切離し可能であることを
示しています。
本ﾒﾆｭｰを消去する場合は、本ﾒﾆｭｰ以外の
場所をｸﾘｯｸして下さい。
HMDE/KANJIｲﾝｽﾄｰﾙ時はﾒﾆｭｰの最後にEdit_prmﾒﾆｭｰが
表示されHMDE/KANJIのﾊﾟﾗﾒｰﾀが表示可能となります。

(i) Vol_tbl (Ctrl+T)
ﾎﾞﾘｭｰﾑ情報(ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容)を表示します。
DEV Type表示の左に ’*’が表示された場合、ﾃﾞｰﾀ転送が出来ないことを意味します。
（例：3390-3Bに対し、otm方向のﾃﾞｰﾀ転送を指定している場合 ’*’を表示します）
･ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容については8.2節を参照して下さい。
(ii) MF-File (Ctrl+M)
Directionがmtoの時はInputFileに、otmの時はOutputFileに、VSNまたはVSN,VSN識別子を入力
した状態で、MF-File を選択すると、指定されたﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名のﾘｽﾄを表示します。
VSN識別子を指定する場合は、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ上にもVSN識別子の指定が必要になります。
･本機能を使用する場合､
ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢M to O｣のとき、"Input File"のﾌｧｲﾙ名入力領域に
ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢O to M｣のとき、"Output File"のﾌｧｲﾙ名入力領域に
ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞが指定されていなければなりません。
･上記手順により指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑ内のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別、ﾚｺｰﾄﾞ形式、
ﾌﾞﾛｯｸ長、ﾚｺｰﾄﾞ長、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｲｽﾞ、本ﾕﾃｨﾘﾃｨによる処理の可否を表示します。
･ VSN識別子(VSN identification)はﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ上記載がないとｽﾍﾟｰｽとなります。
Dataset Information : VSN = xxxxxx

Device Emulation Type = 3390-3B

VSN identification = AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEEFFFFFGGGGG
Dataset Name
*SAMFILE01.FIX
-DAMFILE.F
*SAMFILE02.VAL
-PAMFILE
-VIRTUALSTORAGEACCSESS
-UNDEFSAMFILE
-SAMFILESPANED
?SAMFILE.VSE

DO
SAM
DAM
SAM
PAM
VSAM
SAM
SAM
SAM

RF
FB
FB
VB
FB
VB
U
S
??

BL
4096
4096
4000
5000
32768
8000
8192
0

RL
128
128
80
100
4096
200
8192
0

DS
150
30
50
200
3000
80
300
0

Ex(Cyl:Trk)
3:0
0:2
10:0
5:10
20:0
1:0
6:0
10:0

図8.6-3 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾘｽﾄ
･"Dataset Name":ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の前の1文字
*:本ﾕﾃｨﾘﾃｨで処理できるﾃﾞｰﾀｾｯﾄであることを示す。
-:本ﾕﾃｨﾘﾃｨで処理できないﾃﾞｰﾀｾｯﾄであることを示す。
?:本ﾕﾃｨﾘﾃｨで必要とする情報が定義されていないため処理できるか否かが
不明であるか、または表示内容が正しくない可能性があります。RF＝??または
BL＝0 または RL＝0の時、VSEﾊﾟﾗﾒﾀでﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長を正しくすれ
ば処理できるようになります。またﾃﾞｰﾀ量は、DSの値によりません。
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･"DO" :ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別
SAM
:順編成
DAM
:直接編成
PAM
:区分編成
VSAM :Virtual Storage Access Method編成
???
:上記以外の編成種別で、本ﾕﾃｨﾘﾃｨでは識別できません。
･"RF" :ﾚｺｰﾄﾞ形式
F
:固定長ﾚｺｰﾄﾞ
FB
:固定長ﾌﾞﾛｯｸ化ﾚｺｰﾄﾞ（XSP時は Fと表示します。）
V
:可変長ﾚｺｰﾄﾞ
VB
:可変長ﾌﾞﾛｯｸ化ﾚｺｰﾄﾞ（XSP時は Vと表示します。）
U
:不定長ﾚｺｰﾄﾞ
S
:ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ
??
:上記以外のﾚｺｰﾄﾞ形式で、本ﾕﾃｨﾘﾃｨでは識別できません。
･"BL" :ﾌﾞﾛｯｸ長(ﾊﾞｲﾄ)
･"RL" :ﾚｺｰﾄﾞ長(ﾊﾞｲﾄ)
･"DS" :ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｲｽﾞ(ﾄﾗｯｸ数)
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが登録してある場合、全ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｲｽﾞの
合計を表示します。
DSの値が0の場合、対象ﾃﾞｰﾀｾｯﾄは0ﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀｾｯﾄとなります。
･”Ex(Cyl:Trk)” ：ｱﾛｹｰﾄ時のﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｻｲｽﾞをｼﾘﾝﾀﾞ数：ﾄﾗｯｸ数で表示します。
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが登録してある場合でも、先頭ﾎﾞﾘｭｰﾑ
のみのｱﾛｹｰﾄ時のｻｲｽﾞを示します。
補足：GUI環境が無い場合には、LISTVOL/LISTVOL64でﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名のﾘｽﾄを表示でき
ます。
（8.7.1.2参照）
(iii) UX-File

(Ctrl+U)

出力となるUNIXﾌｧｲﾙの確認のために､ﾌｧｲﾙ名のﾘｽﾄを表示します。
･本機能を使用する場合､
ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢M to O｣のとき、"Output File"のﾌｧｲﾙ名入力領域に
ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢O to M｣のとき、"Input File"のﾌｧｲﾙ名入力領域に
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名(ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名の後に”/”を付加する)を指定します。(ﾌｧｲﾙ名は無視します)
･ﾌｧｲﾙ名入力領域にﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名が指定されている場合､
当該ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内のﾌｧｲﾙ名を表示します。
･ﾌｧｲﾙ名入力領域にﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名が指定されていない場合､
ｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内のﾌｧｲﾙ名を表示します。
UNIX FILE LIST : DIR = /aaaaa/bbbbb/cccc
ddddd.dd
hhhhh.hhhh
yyyyyyyyy

eeeeee

ffffff.fffffff

zzzzzz.z

xxxx.x

図8.6-4 UNIXﾌｧｲﾙﾘｽﾄ
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(iV) Error

(Ctrl+E)

最後に発生したｴﾗｰに関する情報を表示します。
(V) OnVersion (Ctrl+O)
FCUのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報を表示します。
（３）

Parameter File
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの名称を指定します。
･起動時にﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを指定した場合、当該ﾌｧｲﾙ名を表示します。
指定しなかった場合はﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ名(fcudata.param)を表示します。

（４）

Volume File
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ名を表示します。
･ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ名は｢datasetmount.dat｣です。

（５）

Direction
ﾃﾞｰﾀの転送方向を表示します。
M to O
O to M

：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙへの転送を意味します。
：ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄへの転送を意味します。

･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中の｢mto｣/｢otm｣の指定に従って
上記ﾎﾞﾀﾝのどちらかのﾎﾞﾀﾝを押下状態にして表示します。
（６）

Input File
ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢M to O｣の場合、入力となるﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名を指定します。
ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢O to M｣の場合、入力となるｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ名を指定します。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中の入力側ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名またはﾌｧｲﾙ名を
表示します。
入力がﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄの場合
･｢ﾎﾞﾘｭｰﾑ･ｼﾘｱﾙ･ﾅﾝﾊﾞ｣と｢ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名｣を":"で区切った形式で指定します。
･｢ﾎﾞﾘｭｰﾑ･ｼﾘｱﾙ･ﾅﾝﾊﾞ｣は6桁以下、｢ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名｣は44桁以下の英文字及び英数字
で指定します。
(例)

DK7CE0:SAM.F80

入力がｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙの場合
･絶対ﾊﾟｽまたは相対ﾊﾟｽで指定します。
(例) ･絶対ﾊﾟｽ : /ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾌｧｲﾙ名
･相対ﾊﾟｽ : ﾌｧｲﾙ名
./ﾌｧｲﾙ名
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾌｧｲﾙ名
./ ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名/ﾌｧｲﾙ名
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中の入力側ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名または
ﾌｧｲﾙ名を表示します。
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（７）

Output File
ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢M to O｣の場合、出力となるｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙ名を指定します。
ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢M to O｣でﾊﾟｲﾌﾟ指定の場合、ﾊﾟｲﾌﾟ(Named pipe)名を指定します。
ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢O to M｣の場合、出力となるﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名を指定します。
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名、ﾌｧｲﾙ名の指定方法は｢Input File｣と同様です。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中の出力側ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名、
ﾌｧｲﾙ名またはﾊﾟｲﾌﾟ名を表示します。
(注1) ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢M to O｣でﾌｧｲﾙがすでに存在する場合は､当該ﾌｧｲﾙの先頭からﾃﾞｰﾀを
ｵｰﾊﾞﾗｲﾄします。このとき、ｵｰﾊﾞﾗｲﾄを行ってよいかどうかの確認ﾒｯｾｰｼﾞを｢Status｣
表示領域に出力します。ｵｰﾊﾞﾗｲﾄしてよければ｢OK｣をｸﾘｯｸし、ﾌｧｲﾙ変換を中止するの
であれば｢Cancel｣をｸﾘｯｸして下さい。
ﾌｧｲﾙが存在しない場合は､新たにﾌｧｲﾙを作成してﾃﾞｰﾀを書き込みます。
(注2) ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢O to M｣の場合、常にｵｰﾊﾞﾗｲﾄになります。
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの新規作成、ｴﾘｱの自動拡張は行いません。

（８）

PIPE
ﾃﾞｰﾀ転送方向がmtoのとき、ﾊﾟｲﾌﾟ(Named pipe)出力の要否を指定します。
･ﾊﾟｲﾌﾟ出力を指定する時は、PIPEの前のﾄｸﾞﾙﾎﾞﾀﾝをﾁｪｯｸして下さい。
･ﾌｧｲﾙ出力をする時はﾄｸﾞﾙﾎﾞﾀﾝのﾁｪｯｸをはずして下さい。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙのﾊﾟｲﾌﾟ指定の要否に合わせて、
ﾁｪｯｸの有無を表示します。

（９）

Code Conversion
ﾃﾞｰﾀ実体に対するｺｰﾄﾞ変換の要否を指定します。
･EBCDIC⇔ASCIIのｺｰﾄﾞ変換が必要であれば｢Ec/E<->A｣を、EBCDIK⇔JIS8のｺｰﾄﾞ変換が必要で
あれば｢Ek<->J｣を、ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙを使用してｺｰﾄﾞ変換を行うのであれば｢FILE｣を、
ｺｰﾄﾞ変換不要であれば｢No｣をｸﾘｯｸして下さい。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中のｺｰﾄﾞ変換要否の指定に合わせて、
｢Ek<->J｣か｢Ec/E<->A｣か｢No｣か｢FILE｣のいずれかを押下状態にして表示します。
･ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙを使用してｺｰﾄﾞ変換を行う場合、｢FILE｣の後ろのﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽに当該ﾌｧｲﾙ名
を入力して下さい。ﾌｧｲﾙ名の指定形式はInput File / Output FileのUNIXﾌｧｲﾙ名の指定形式
と同様です。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間ﾃﾞｰﾀ転送の場合
･ｺｰﾄﾞ変換はｻﾎﾟｰﾄしておりません。ｺｰﾄﾞ変換指定ﾊﾟﾗﾒﾀは「No」を指定して下さい。
･ｺｰﾄﾞ変換、ﾌｧｲﾙ名を指定するとｴﾗｰになります。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中のｺｰﾄﾞ変換の指定がされていると、
ｴﾗｰとなります。
(注)GUIなし環境の場合
起動ﾊﾟﾗﾒｰﾀにｺｰﾄﾞ変換が指定された場合はｴﾗｰとし次のﾊﾟﾗﾒｰﾀの処理を行います。
起動ｵﾌﾟｼｮﾝとして、”-nc”指定で起動された場合に、ﾊﾟﾗﾒｰﾀにｺｰﾄﾞ変換が指定された場合も
ｴﾗｰとし、次のﾊﾟﾗﾒｰﾀの処理を行います。 次のﾊﾟﾗﾒｰﾀが無い場合は、処理を終了します。
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（１０） Padding
ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞの要否を指定します。
･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑへの転送で、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾃﾞｰﾀ形式が可変長の場合、
UNIXﾌｧｲﾙとしてはﾃﾞｰﾀ長を一定にし､ﾃﾞｰﾀ実体が不足する部分をﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞした
形式で出力するか否かを指定します。
･ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑからﾒｲﾝﾌﾚｰﾑへの転送で、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾃﾞｰﾀ形式が固定長の場合、
ﾃﾞｰﾀ長を一定にし､ﾃﾞｰﾀ実体が不足する部分をﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞした形式で出力するか否かを
指定します。
･ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞが必要であれば｢Yes｣を、不要であれば｢No｣をｸﾘｯｸして下さい。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中のﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ要否の指定に
合わせて、｢Yes｣か｢No｣のいずれかを押下状態にして表示します。

（１１） Delimiter
(i) ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢M to O｣の場合
UNIXﾌｧｲﾙへのﾃﾞｰﾀ書込み時に、ﾃﾞﾘﾐﾀを付加するか否かを指定します。
･ﾃﾞﾘﾐﾀの付加が必要であれば｢CR｣または｢LF｣を、不要であれば｢No｣をｸﾘｯｸして下さい。
･｢CR｣/｢LF｣が指定されている場合、各ﾃﾞｰﾀ実体の後に｢CR｣/｢LF｣を付加してUNIXﾌｧｲﾙに書き
込みます。
(ii)ﾃﾞｰﾀ転送方向が｢O to M｣の場合
UNIXﾌｧｲﾙからのﾃﾞｰﾀ読出し時に、ﾃﾞﾘﾐﾀが付加されているか否か(ﾃﾞﾘﾐﾀを取り除くか否か)
を指定します。
･UNIXﾌｧｲﾙにﾃﾞﾘﾐﾀとして｢CR｣/｢LF｣が付加されていれば｢CR｣/｢LF｣を、ﾃﾞﾘﾐﾀが付加されていな
ければ｢No｣をｸﾘｯｸして下さい。
･｢CR｣/｢LF｣が指定されている場合、ﾃﾞﾘﾐﾀを取り除いてﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄに書き込みます。
･｢No｣が指定された場合は、ﾃﾞﾘﾐﾀが無いものとみなして転送します。
･ Paddingを指定した場合は、UNIXﾌｧｲﾙにﾃﾞﾘﾐﾀが付加されている必要があります。
｢No｣は指定できません。
・転送時のﾃﾞｰﾀ編集形式は、7.5節を参照して下さい。
・UNIXﾌｧｲﾙにﾃﾞﾘﾐﾀとして｢CRLF｣が使用されている場合はｴﾗｰとなります。
(iii)ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中のﾃﾞﾘﾐﾀ要否の指定に従って
｢CR｣、｢LF｣または｢No｣を押下状態にして表示します。

（１２） Emp
ﾃﾞｰﾀなしﾌｧｲﾙを転送の対象とするか否かを指定します。
･ﾃﾞｰﾀなしﾌｧｲﾙを転送の対象とする場合、｢Yes｣をｸﾘｯｸして下さい。
･ﾃﾞｰﾀなしﾌｧｲﾙを転送の対象としない場合、｢No｣をｸﾘｯｸして下さい。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中のEmpﾊﾟﾗﾒﾀの指定に従って
｢Yes｣または｢No｣を押下状態にして表示します。
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（１３） RDW
RDW(各ﾚｺｰﾄﾞ対応のﾚｺｰﾄﾞ長)を付加するか否かを指定します。
･RDWを付加するとき｢Yes｣、付加しないとき｢No｣を指定して下さい。
･ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中のRDWﾊﾟﾗﾒﾀの指定に従って
｢Yes｣または｢No｣を押下状態にして表示します。

（１４） VSE/VOS1
ﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長が定義されていないﾃﾞｰﾀｾｯﾄを使用する場合に、ﾚｺｰﾄﾞ形式･
ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長を｢,｣で区切って指定します。ﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長の指定形式、
値の制限等については8.4節を参照して下さい。(一部が定義されてない場合でも全て指定が
必要となります。
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されている場合、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中のVSEﾊﾟﾗﾒﾀの内容を表示します。
(注) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換時では使用しません。

（１５）

OK
ﾌｧｲﾙ変換処理の開始を指示します。
･必要ﾃﾞｰﾀの入力を終了し、FCUにﾌｧｲﾙ変換処理の開始を指示するときに
ｸﾘｯｸして下さい。
･ｵｰﾊﾞﾗｲﾄの確認に対して｢OK｣をｸﾘｯｸするとｵｰﾊﾞﾗｲﾄが実行されます。
(注) ﾌｧｲﾙ変換処理開始後に本ﾎﾞﾀﾝ(及び他のﾎﾞﾀﾝ)をｸﾘｯｸすると、当該指示は保留され、
ﾌｧｲﾙ変換処理終了後に実行されます。ﾌｧｲﾙ変換処理実行中にみだりにﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸ
することは避けて下さい。

（１６） Cancel
FCUへの処理依頼をｷｬﾝｾﾙします。
･本画面へのﾃﾞｰﾀ入力中にのみ有効です。
｢Cancel｣が指示されると操作画面は初期状態に戻ります。
･ﾌｧｲﾙ変換処理開始後に｢Cancel｣を指示しても、処理は中断できません。

（１７）

Status
ﾌｧｲﾙ変換処理の進捗状況またはｴﾗｰ情報を表示します。
･ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｻｰﾁ/属性ﾁｪｯｸ中は、｢Now checking｣を表示します。
･ﾌｧｲﾙ変換開始時、｢Start｣を表示します。
･ﾌｧｲﾙ変換処理実行中は、処理の進捗度を｢%｣で表示します。(ただし、UNIX版ではﾒｲﾝﾌﾚｰﾑが
VSE/VOS1の場合、MTO時は進行度を表示しません。）
･ﾌｧｲﾙ変換処理が終了したときに｢Complete｣を表示します。
･ｴﾗｰが発生し､ﾌｧｲﾙ変換処理が中断した場合は、ｴﾗｰ情報を表示します。
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（１８） ﾌｧｲﾙ変換処理の再実行の確認
ﾌｧｲﾙ変換処理を実行後、ﾊﾟﾗﾒﾀを全く変えることなくﾌｧｲﾙ変換処理を指示すると､
同じ処理を再実行してもよいか否かを確認するために以下の画面を表示します。
同じ処理を再実行するのであれば｢Execute｣、再実行しないのであれば｢Cancel」を
指示して下さい。
(注) ﾌｧｲﾙ変換処理の実行を指示する際に、
｢OK｣ﾎﾞﾀﾝを何回も連続してｸﾘｯｸした場合も本画面が表示されます。

Warning

!

Parameters are same as before.
Execute again ?
Execute
図8.6-5

Cancel
ﾜｰﾆﾝｸﾞ画面
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8.6.2 Windows の場合
8.6.2.1 基本操作説明
ここでは、基本的な FCU の使い方をご理解いただくために、標準的な操作手順を例で示します。
以下の例は、図 8.6.2-1 に示すようなﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ(Test.prm)を FCU の画面を使い定義作成した後、
さらに、これを使って実際にﾌｧｲﾙ変換を実行するまでの基本手順です。
[この例の前提条件]
①

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑの VOLSER(AAAAAA)に、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ(DATASET1, DATASET2)が正しく存在するものとします。

②

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ(E:\test\data.txt)は、既に作成され、DATASET2 の編成、ﾚｺｰﾄﾞ形式等に合致する
ﾃﾞｰﾀであるものとします。

③

SCSI ｹｰﾌﾞﾙ等の物理的、論理的な接続は既に完了しているものとします。

④

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ、RAID 等の機器類の電源は投入され、正常に動作しているものとします。

mto AAAAAA:DATASET1 E:test\out1.txt EA No CRLF Emp=No RDW=No
otm E:\test\data.txt AAAAAA:DATASET2 EA No CRLF Emp=No RDW=No
mto AAAAAA:DATASET2 E:\test\out2.txt EA No CRF Emp=No RDW=No
end

図 8.6.2-1 基本操作で例として使用するﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ(Test.prm)

この例の操作は、次の(1)～(11) の手順に大きく分かれています。
(1) FCU 起動前に行うこと
(2) FCU の起動
(3) 1 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の入力
(4) 2 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の入力
(5) 3 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の入力
(6) 3 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の修正
(7) ﾃﾞｨｽｸ上のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙへの保存
(8) ﾃﾞｨｽｸ上の既存のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを開く
(9) 1 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の実行(単独実行)
(10) 2～3 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の実行(連続実行)
(11) FCU の終了
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（１）FCU 起動前に行うこと
１） ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀ権限のあるﾕｰｻﾞでﾛｸﾞｲﾝします。
２）WindowsNT の場合｢ｽﾀｰﾄ｣‐｢設定｣‐｢ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ｣から｢SCSI ｱﾀﾞﾌﾟﾀ｣を選択します。
Windows2000Server の場合｢ｽﾀｰﾄ｣‐｢ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣‐｢管理ﾂｰﾙ｣‐｢ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの管理｣‐
｢ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬ｣から｢ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ｣を選択します。
WindowsServer2003/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016 の場合
｢ｽﾀｰﾄ｣-｢ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ｣-｢管理ﾂｰﾙ｣-｢ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの管理｣-｢ｼｽﾃﾑﾂｰﾙ｣から｢ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬ｣を選択します。
３）ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ(RAID)がどのように認識されているか確認します。
４）WindowsNT の場合｢ｽﾀｰﾄ｣‐｢ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣‐｢管理ﾂｰﾙ(共通)｣‐｢ﾃﾞｨｽｸｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀ｣を選択します。
Windows2000Server の場合｢ｽﾀｰﾄ｣‐｢ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣‐｢管理ﾂｰﾙ｣‐｢ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの管理｣から
｢ﾃﾞｨｽｸの管理｣を選択します。
WindowsServer2003/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016 の場合
｢ｽﾀｰﾄ｣-｢ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ｣-｢管理ﾂｰﾙ｣-｢ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの管理｣-｢ｽﾄﾚｰｼﾞ｣から｢ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬ｣を選択します。
５）物理ﾃﾞｨｽｸ番号を確認します。
６）ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを作成します
(これは、作成例です。)

\\.\PHYSICALDRIVE2 AAAAAA 3380-KA
\\.\PHYSICALDRIVE3 BBBBBB 3380-KA
end

図 8.6.2-2 ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ(datasetmount.dat)
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（２）FCU の起動
１）｢ｽﾀｰﾄ｣‐｢ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣‐｢Fcu｣‐｢fcu｣を選択します。

２）FCU 本体画面が起動するので、
｢Volume Info｣ ﾎﾞﾀﾝ

を押し、ﾎﾞﾘｭｰﾑ情報ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します。

図 8.6.2-3 FCU 本体画面

３）ﾎﾞﾘｭｰﾑ情報ﾀﾞｲｱﾛｸﾞに ○ が表示されていることを確認します。
(×が表示されている場合は、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを修正します。)

図 8.6.2-4

Volume information ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
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（３）1 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の入力
１）ﾃﾞｰﾀ転送方向は、既に mto 方向が選択されているので、何もしません。

図 8.6.2-5

２）ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ選択ﾎﾞﾀﾝ

FCU 本体画面

を押します。

図 8.6.2-6

FCU 本体画面
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３）ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。

図 8.6.2-7 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
４） ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの ｢VOLSER｣ ｺﾝﾎﾞﾎﾞｯｸｽより AAAAAA を選択します。
５） DATASET1 をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸします。
６）Main frame file 欄に入力されました。

図 8.6.2-8

FCU 本体画面
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７）ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ選択ﾎﾞﾀﾝ

を押します。

図 8.6.2-9

FCU 本体画面

８）ﾌｧｲﾙを開くﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。
ﾌｧｲﾙを開くﾀﾞｲｱﾛｸﾞのﾌｧｲﾙ名欄に直接ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名を入力し、開くﾎﾞﾀﾝを押します。

図 8.6.2-10

ﾌｧｲﾙを開くﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
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９）Open system file 欄に入力されました。

図 8.6.2-11

FCU 本体画面
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10）｢Option｣ ﾎﾞﾀﾝ

を押します。

図 8.6.2-12

FCU 本体画面

11） Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されるので、｢EBCDIC <--> ASCII｣ ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝを選択し、｢Delimiter｣
ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸします。設定終了後、｢Close｣ﾎﾞﾀﾝを押下します。

図 8.6.2-13

Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

－165－

12）｢Insert｣ ﾎﾞﾀﾝ

を押して、ﾒﾓﾘ上で編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに登録します。

この操作により、FCU 本体画面及び、Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞで指定した内容が、ﾒﾓﾘ上で編集中の
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに取り込まれます。

図 8.6.2-14

FCU 本体画面

13）ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰが 1 / 1 になり、1 件登録されたことが分かります。

図 8.6.2-15 FCU 本体画面
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（４）2 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の入力
１） 2 件目は、ﾃﾞｰﾀ転送方向を otm とする為、ﾃﾞｰﾀ転送方向ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸさせ
矢印を↑します。ﾃﾞｰﾀ転送方向が otm になります。

図 8.6.2-16 FCU 本体画面

２）ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ選択ﾎﾞﾀﾝ

を押します。

図 8.6.2-17 FCU 本体画面
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３）ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。

図 8.6.2-18

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

４）ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの ｢VOLSER｣ ｺﾝﾎﾞﾎﾞｯｸｽより AAAAAA を選択します。
５）DATASET2 をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸします。
６）Main frame file 欄に file 名が入力されます。
次にｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ選択ﾎﾞﾀﾝ

を押します。

図 8.6.2-19

FCU 本体画面
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７）ﾌｧｲﾙを開くﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。次に表示されている data.txt をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸします。

図 8.6.2-20

ﾌｧｲﾙを開くﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

８） Open system file 欄に入力されました。

図 8.6.2-21

FCU 本体画面
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９） Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの内容は、1 件目と同じなので、何もしません。

図 8.6.2-22
10）｢Insert｣ ﾎﾞﾀﾝ

Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

を押して、ﾒﾓﾘ上で編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに登録します。

図 8.6.2-23 FCU 本体画面
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11） ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰが 2 / 2 になり、2 件登録されたことが分かります。

図 8.6.2-24 FCU 本体画面
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（５） 3 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の入力
１） 3 件目は、ﾃﾞｰﾀ転送方向を mto とする為、ﾃﾞｰﾀ転送方向ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸさせ
矢印を↓します。ﾃﾞｰﾀ転送方向が mto になります。

図 8.6.2-25 FCU 本体画面
２）ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名は、2 件目と同じなので、何もしません。
次にｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名は、Open system file 欄に直接入力することにします。
(ここで、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名が予定と違うのは、後で修正の手順を示すためです。)

図 8.6.2-26 FCU 本体画面
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３）ｵﾌﾟｼｮﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞの Padding をﾁｪｯｸします。

図 8.6.2-27
４）｢Insert｣ ﾎﾞﾀﾝ

Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

を押して、ﾒﾓﾘ上で編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに登録します。

図 8.6.2-28 FCU 本体画面
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５）ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰが 3 / 3 になり、3 件登録されたことが分かります。

図 8.6.2-29 FCU 本体画面

（６） 3 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の修正
１）修正の前に 3 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行は、どのように記録されているか見てみることにします。
２）Parameter line ﾎﾞﾀﾝ

を押します。

図 8.6.2-30 FCU 本体画面
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３）Parameter line ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。
3 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行は、このように記録されていることが分かります。

図 8.6.2-31 Parameter line ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

４）ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名を予定のﾌｧｲﾙ名に直接修正します。

図 8.6.2-32 FCU 本体画面
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５）ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名を修正したことにより、FCU 本体画面上のﾎﾞﾀﾝの状態に変化が現れています。
このように、FCU 本体画面のﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名、又は、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名、又は、ｵﾌﾟｼｮﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
の Basic parameter 又は、Add parameter を修正すると、｢Save｣ﾎﾞﾀﾝ
ﾎﾞﾀﾝ

及び ｢Execute｣

が無効になり選択できなくなります。

図 8.6.2-33 FCU 本体画面
６）ここまでの操作で、3 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行がどのように記録されているかを確認するために、
Parameter line ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを見てみます。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名の修正前とまだ同じ内容です。

図 8.6.2-34

Parameter line ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
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７）Parameter line ﾀﾞｲｱﾛｸﾞに表示される内容を更新するためには、｢Insert｣ ﾎﾞﾀﾝ
｢Replace｣ﾎﾞﾀﾝ

又は、

を押して(まだ押しません。)、ﾒﾓﾘ上で編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに登録します。

(今回は、3 件目の修正なので、｢Replace｣ﾎﾞﾀﾝ

を押す必要があります。(まだ押しません。))

しかし、その前にｵﾌﾟｼｮﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞに加えていた変更を予定通りに修正しておきます。
８） Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの ｢Padding｣ ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽを外します。

図 8.6.2-35 Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
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９）｢Replace｣ﾎﾞﾀﾝ

を押して、ﾒﾓﾘ上で編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに、現在、画面上で指定

されている内容を反映します。

図 8.6.2-36

10） FCU 本体画面の｢Save｣ ﾎﾞﾀﾝ

FCU 本体画面

及び、｢Execute｣ ﾎﾞﾀﾝ

になりました。

図 8.6.2-37 FCU 本体画面
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が有効

11） Parameter line ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを見てみましょう。

修正した内容に更新されていることが分かります。
図 8.6.2-38

Parameter line ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
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（７）ﾃﾞｨｽｸ上のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙへの保存
１） ｢Save｣ ﾎﾞﾀﾝ

を押します。ここからの操作により初めて、ﾒﾓﾘ上で編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義

ﾌｧｲﾙの内容が、ｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの｢Fcudata.prm｣ﾌｧｲﾙに保存されます。
（この操作を行わなければ FCU の終了時、ﾊﾟｿｺﾝﾒﾓﾘ上で編集した結果が一時的なものとして
全て破棄されます。）

図 8.6.2-39

FCU 本体画面

２） 他の名前で、保存する場合、[File]-[Save As]メニューを選択してください。｢名前を付けて保存｣
ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。

図 8.6.2-40

名前を付けて保存ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
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３）ﾌｧｲﾙ名に保存するﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ名(Test.prm)を入力し、保存ﾎﾞﾀﾝを押します。

図 8.6.2-41

名前を付けて保存ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

４） ﾃﾞｨｽｸ上のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに保存されました。
(ﾀｲﾄﾙﾊﾞｰの文字が、Test.prm に変わりました。)

図 8.6.2-42

FCU 本体画面
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５）ﾃﾞｨｽｸ上のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを確認します。

mto AAAAAA:DATASET1 E:\test\out1.txt EcA No CRLF Emp=No RDW=No VSE=No
otm E:\test\data.txt AAAAAA:DATASET2 EcA No CRLF Emp=No RDW=No VSE=No
mto AAAAAA:DATASET2 E:\test\out2.txt EcA No CRLF Emp=No RDW=No VSE=No

図 8.6.2-43

ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ

（８）ﾃﾞｨｽｸ上の既存のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを開く
１）既存のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙをｵｰﾌﾟﾝする手順を示すために、ここで一度 ｢New｣ﾎﾞﾀﾝ
を押します。

図 8.6.2-44 FCU 本体画面
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２）新規作成状態になりました。
(ﾀｲﾄﾙﾊﾞｰとﾂｰﾙﾊﾞｰの表示からも新規であることが分かります。)

図 8.6.2-45 FCU 本体画面

３）｢Open｣ ﾎﾞﾀﾝ を押します。

図 8.6.2-46 FCU 本体画面
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４）開くﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。
次に既存のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ(Test.prm)をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸします。

図 8.6.2-47

開くﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

５）既存のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが読み込まれました。

図 8.6.2-48 FCU 本体画面
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（９） 1 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の実行（単独実行）
(これは、例です。1 件目の実行を単独実行で行わなければならない訳ではありません。)
１） ﾛｸﾞﾌｧｲﾙを見易くするために、Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの｢Clear log file before execution｣
ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸしておきます。

図 8.6.2-49

Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

２） 連続実行（Continuous execution）時、途中結果（個々の正常/異常）を目視確認しながら
作業したい場合は、Error Information ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを予め開いて、画面上 FCU 本体画面と重な
らない見易い位置に配置してください。

図 8.6.2-50

FCU 本体画面
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３）Error information ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示しました。

図 8.6.2-51

４）｢Execute｣ ﾎﾞﾀﾝ

Error Information ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

を押します。

図 8.6.2-52 FCU 本体画面
５）｢Execute｣ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示され、進行状態を表示します。
(ただし、VSE ﾊﾟﾗﾒｰﾀの指定を行うと、MTO 時は進行状態の表示を行いません。)
正常終了すると、下図の状態となります。
単独実行の場合、｢Execute｣ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示したままの状態で終了します。

図 8.6.2-53

Execute ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

－186－

６）｢Log｣ ﾎﾞﾀﾝ

を押して、ﾛｸﾞﾌｧｲﾙを見てみます。

図 8.6.2-54

FCU 本体画面

７）ﾛｸﾞﾌｧｲﾙが表示されました。
図 8.6.2-55 ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ
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（１０） 2～3 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行の実行(連続実行)
(これは、例です。２～3 件目の実行を連続実行で行わなければならない訳ではありません。)
１）｢Next｣ ﾎﾞﾀﾝ

を押し、2 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行をﾛｰﾄﾞします。

図 8.6.2-56 FCU 本体画面
２） 2 件目のﾊﾟﾗﾒﾀ行をﾛｰﾄﾞしました。
(ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰの右下の表示でも、2 件目がﾛｰﾄﾞされたことが分かります。)

図 8.6.2-57 FCU 本体画面
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３）連続実行させるため、Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの｢Continuous execution｣ ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽを
ﾁｪｯｸします。
次に 1 件目のﾛｸﾞを削除したくないため、Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの
｢Clear log file before execution｣ ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽのﾁｪｯｸを外します。

図 8.6.2-58 Option ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
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４）｢Execute｣ ﾎﾞﾀﾝ

を押します。

図 8.6.2-59

FCU 本体画面

５） 2～3 件目の処理毎に、｢Execute｣ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。
(これは、正常終了した場合です。)

図 8.6.2-60

Execute ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

６）連続実行が終了しました。
連続実行の場合、｢Execute｣ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ を閉じた状態で終了します。

図 8.6.2-61

FCU 本体画面
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７）｢Log｣ ﾎﾞﾀﾝ

を押して、ﾛｸﾞﾌｧｲﾙを見てみます。

図 8.6.2-62 FCU 本体画面
８）ﾛｸﾞﾌｧｲﾙが表示されました。

図 8.6.2-63 ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ
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（１１） FCU の終了
１）ｸﾛｰｽﾞﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします。

図 8.6.2-64 FCU 本体画面
２）FCU を終了します。

以上で、全ての操作が完了しました。
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8.6.2.2 画面機能詳細
ここでは、各画面に設けられたﾒﾆｭｰやﾎﾞﾀﾝの機能を説明します。
起動すると最初にｽﾌﾟﾗｯｼｭ画面、次に FCU 本体画面が表示されます。
(ｽﾌﾟﾗｯｼｭ画面は、一定時間が経過すると自動的にｸﾛｰｽﾞします。)

図 8.6.2-65 ｽﾌﾟﾗｯｼｭ画面

図 8.6.2-66 FCU 本体画面
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(注) FCU 画面中の文字は英字ﾌｫﾝﾄを使用しているため、日本語が表示できません。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙに指定するﾌｫﾙﾀﾞ及び、ﾌｧｲﾙ名に日本語を使用しないで下さい。
又、｢\｣は、｢＼｣ と表示されます。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8.6.2.2.1 File ﾒﾆｭｰ
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの操作、FCU の終了を指示する場合に選択します｡

図 8.6.2-67 File ﾒﾆｭｰ
(1)

New (Ctrl + N)
新規にﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを作成する場合に選択します。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(注) 「Save」を行うまでﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙは､ﾒﾓﾘ上に編集されるだけで､ﾃﾞｨｽｸ上の
ﾌｧｲﾙには反映されません。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Open (Ctrl + O)
既存のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを開く場合に選択します。
(3)

Save (Ctrl + S)
ﾒﾓﾘ上に編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙをﾃﾞｨｽｸへ保存する場合に選択します。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(注) 現在位置のﾊﾟﾗﾒﾀ行は、ﾊﾟﾗﾒﾀ行ﾀﾞｲｱﾛｸﾞに表示されている内容が保存され
ます。
FCU 本体画面及び、ｵﾌﾟｼｮﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞのﾊﾟﾗﾒﾀは、単に変更しただけでは
ﾊﾟﾗﾒﾀ行ﾀﾞｲｱﾛｸﾞに反映されません。
ﾊﾟﾗﾒﾀ行ﾀﾞｲｱﾛｸﾞに反映させるためには、「Insert」又は、「Replace」
ﾎﾞﾀﾝ(又は、ﾒﾆｭｰ)を選択する必要があります。
ﾊﾟﾗﾒﾀ行ﾀﾞｲｱﾛｸﾞに反映した場合は、「Save」が有効になります。
Save 時、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの 「end」文以降は削除されます。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) Save As...
ﾌｧｲﾙ参照ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを使って、ﾒﾓﾘ上に編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを別名でﾃﾞｨｽｸ保存する場合に
選択します。
(5)

Exit
FCU を終了する場合に選択します｡
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8.6.2.2.2 Edit ﾒﾆｭｰ
将来の拡張用で、現在使用していません。

図 8.6.2-68 Edit ﾒﾆｭｰ
8.6.2.2.3 Parameter ﾒﾆｭｰ
ﾒﾓﾘ上で編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを操作したり、画面のｸﾘｱを行う場合に選択します。

図 8.6.2-69 Parameter ﾒﾆｭｰ
(1) Load
ﾒﾓﾘ上で編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに対する次の操作ﾒﾆｭｰを表示します。
① Previous : 現在位置の前のﾊﾟﾗﾒﾀ行をﾛｰﾄﾞします。
② Next
: 現在位置の次のﾊﾟﾗﾒﾀ行をﾛｰﾄﾞします。
③ Top
: 先頭位置のﾊﾟﾗﾒﾀ行をﾛｰﾄﾞします。
④ Bottom : 最終位置のﾊﾟﾗﾒﾀ行をﾛｰﾄﾞします。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(注) ××位置とは、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの何行目かと言うことに相当します。
ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰの右下に表示されている数字がそうです。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(2)

Save
ﾒﾓﾘ上で編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに対する次の操作ﾒﾆｭｰを表示します。
① Insert : 現在位置のﾊﾟﾗﾒﾀ行の次に挿入します。
② Replace : 現在位置のﾊﾟﾗﾒﾀ行を置換します。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(注) FCU 本体画面及び、ｵﾌﾟｼｮﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞのﾊﾟﾗﾒﾀを変更した場合は、本項目を選択
する必要があります。
本項目を選択しないと、「Execute」及び、「Save」ﾎﾞﾀﾝが有効になりません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Delete
ﾒﾓﾘ上で編集中のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに対して、現在位置のﾊﾟﾗﾒﾀを削除する場合に選択します。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(注) 「Save」を行うまでは、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙから実際に削除される訳ではありません。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) Wipe
画面に表示中のﾊﾟﾗﾒﾀを再入力し易くするため、一斉にｸﾘｱしたい場合に選択します。
-------------------------------------------------------------------------------(注) 現在位置のﾊﾟﾗﾒﾀが削除される訳ではありません。
-------------------------------------------------------------------------------8.6.2.2.4 View ﾒﾆｭｰ
各情報ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを操作する場合に選択します。

図 8.6.2-70

View ﾒﾆｭｰ

(1) Toolbar
ﾂｰﾙﾊﾞｰの表示／非表示を切り替えます。
(2)

Status Bar
ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰの表示／非表示を切り替えます。
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(3) Volume information
ﾎﾞﾘｭｰﾑ情報を表示する場合に選択します。

図 8.6.2-71 ﾎﾞﾘｭｰﾑ情報ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

表示される内容は、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容です。
先頭の ○ は、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの記述が正しいことを示します。
記述が正しくない場合は、× を表示します。
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(4) MF-file information
次の①～⑨のﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ情報(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄの情報)を表示する場合に選択します。

①

②
③

④

⑤

#01-XX-47 以前では VOLSER 欄に VSN 識別子を表示しません。
図 8.6.2-72 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ情報ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ有効/無効ﾌﾗｸﾞ
○ : FCU で処理できるﾃﾞｰﾀｾｯﾄであることを示します｡
× : FCU で処理できないﾃﾞｰﾀｾｯﾄであることを示します｡
？ : 本ﾕﾃｨﾘﾃｨで必要とする情報が定義されていないため処理できるか否かが不明で
あるか、または表示内容が正しくない可能性があります。RF＝??または BL＝0
または RL＝0の時、VSEﾊﾟﾗﾒﾀでﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長を正しくすれば処理
できるようになります。またﾃﾞｰﾀ量は、DSの値によりません。
Dataset (ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名)
DO (ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成)
SAM : 順編成
DAM : 直接編成
PAM : 区分編成
VSAM : Virtual Storage Access Method 編成
??? : 上記以外の編成
RF (ﾚｺｰﾄﾞ形式)
F : 固定長ﾚｺｰﾄﾞ
FB: 固定長ﾌﾞﾛｯｸ化ﾚｺｰﾄﾞ（XSP 時は F と表示します。）
V : 可変長ﾚｺｰﾄﾞ
VB: 可変長ﾌﾞﾛｯｸ化ﾚｺｰﾄﾞ（XSP 時は V と表示します。）
U : 不定長ﾚｺｰﾄﾞ
S : ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ
? : 上記以外のﾚｺｰﾄﾞ形式
BL (ﾌﾞﾛｯｸ長)

⑥ RL (ﾚｺｰﾄﾞ長)
⑦ DS (ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｲｽﾞ)
単位 ： ﾄﾗｯｸ
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが登録してある場合、全ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｲｽﾞの
合計を表示します。
DS の値が０の場合、対象ﾃﾞｰﾀｾｯﾄは 0 ﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀｾｯﾄとなります。
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⑧

⑨

Ex(Cyl) (ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｱﾛｹｰﾄ時のｼﾘﾝﾀﾞ数)
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが登録してある場合でも、先頭ﾎﾞﾘｭｰﾑのみの
ｱﾛｹｰﾄ時のｻｲｽﾞを示します。
Ex(Trk)(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｱﾛｹｰﾄ時のﾄﾗｯｸ数)
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが登録してある場合でも、先頭ﾎﾞﾘｭｰﾑのみの
ｱﾛｹｰﾄ時のｻｲｽﾞを示します。

(5) Option
次の①～⑨のｵﾌﾟｼｮﾝを表示し、その指定内容を確認・変更したい場合に選択します。

図 8.6.2-73(1)

ｵﾌﾟｼｮﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞ(その 1)

① Code conversion
ｺｰﾄﾞ変換の要否を指定します。
･ EBCDIC <--> ASCII : EBCDIC と ASCII 間のｺｰﾄﾞ変換を行います。
･ EBCDIK <--> JIS8 : EBCDIK と JIS8 間のｺｰﾄﾞ変換を行います。
･ No
: ｺｰﾄﾞ変換を行いません。
・ External table file ：ﾕｰｻﾞが指定したｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙに従ってｺｰﾄﾞ変換を行います。
下のﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽにｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙの名称を入力します。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(注 1) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換時は、ｺｰﾄﾞ変換をｻﾎﾟｰﾄしていません。
ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが OPEN-X(X:3,8,9,K,E,L,M,V)の場合は、Code Conversion の
｢EBCDIC<->ASCII｣,｢EBCDIK<->JIS8｣,｢External table file｣ﾎﾞﾀﾝは選択不可(ｸﾞﾚｰ表示)
となります。ﾊﾟﾗﾒｰﾀ定義ﾌｧｲﾙからの読み込み時、ｺｰﾄﾞ変換の指定が No 以外の時ｴﾗｰと
なります。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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② Padding
ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞの要否を指定します。
詳細については 7.4 節を参照して下さい。
③ Delimiter
ﾃﾞﾘﾐﾀの要否を指定します。
詳細については 7.5、8.4 節を参照して下さい。
④ Empty
ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞが 0 のﾌｧｲﾙを転送の対象とするか否かを指定します。
詳細については 8.4 節を参照して下さい。
⑤ Record Description Word
各ﾃﾞｰﾀの先頭にﾃﾞｰﾀ長を示す情報を付加した形でｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側のﾌｧｲﾙを作成
するか否かを指定します。
詳細については 8.4 節を参照して下さい。
----------------------------------------------------------------------------------------------(注) 本ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸした場合、以下のものは無効となります。
EBCDIC <--> ASCII ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ
EBCDIK <--> JIS8
ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ
Padding ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ
Delimiter ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ
----------------------------------------------------------------------------------------------⑥

Continuous execution
連続実行するか否かを指定します。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(注) 連続実行は、現在位置のﾊﾟﾗﾒﾀ行から最後のﾊﾟﾗﾒﾀ行までを連続実行
します。
連続実行中(-nc で起動した場合は除く。)に、本ﾁｪｯｸを外せば、
現在実行中の処理が終了した時点で、連続実行を止めることができます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⑦

Clear log file before execution
実行前にﾛｸﾞﾌｧｲﾙをｸﾘｱするか否かを指定します。

⑧

PIPE
FAL SQL Loader 連携時に指定します。MTO 時の出力ﾌｧｲﾙがﾊﾟｲﾌﾟﾌｧｲﾙになります。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(注) FAL SQL Loader 連携時以外は、指定しないでください。
ただし、FAL SQL Loader は USP V と VSP,VSP G1000,VSP 5000 では未ｻﾎﾟｰﾄです。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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⑨ VSE/VOS1
ﾚｺｰﾄﾞ形式、ﾚｺｰﾄﾞ長、ﾌﾞﾛｯｸ長が定義されていないﾃﾞｰﾀｾｯﾄを扱う場合にﾚｺｰﾄﾞ形式、
ﾚｺｰﾄﾞ長、ﾌﾞﾛｯｸ長を指定します。(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑが VSE/VOS1 の場合指定が必要です。)
(注) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換では使用しません。
･Record format：ﾚｺｰﾄﾞ形式を以下の文字列で指定します。
F ：固定長非ﾌﾞﾛｯｸ化
FB：固定長ﾌﾞﾛｯｸ化
V ：可変長非ﾌﾞﾛｯｸ化
VB：可変長ﾌﾞﾛｯｸ化
･Record length：ﾚｺｰﾄﾞ長(ﾊﾞｲﾄ数)を以下の範囲で指定します(十進数)。
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝F ：ﾚｺｰﾄﾞ長＝ﾌﾞﾛｯｸ長
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝FB：ﾚｺｰﾄﾞ長＝ﾌﾞﾛｯｸ長÷n n：整数
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝V ：5≦ﾚｺｰﾄﾞ長≦(ﾌﾞﾛｯｸ長－4)
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝VB：5≦ﾚｺｰﾄﾞ長≦(ﾌﾞﾛｯｸ長－4)
･Block length：ﾌﾞﾛｯｸ長(ﾊﾞｲﾄ数)を以下の範囲で指定します(十進数)。
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝F ：1≦ﾌﾞﾛｯｸ長≦32760
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝FB：1≦ﾌﾞﾛｯｸ長≦32760
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝V ：9≦ﾌﾞﾛｯｸ長≦32760
･ﾚｺｰﾄﾞ形式＝VB：9≦ﾌﾞﾛｯｸ長≦32760
各情報値は手入力及びﾒﾆｭｰからの選択が可能です。

図 8.6.2-73(2)

ｵﾌﾟｼｮﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞ(その 2)
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(6)

Error information
ｴﾗｰ情報を表示する場合に選択します。

図 8.6.2-74 ｴﾗｰ情報ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

FCU Error : FCU のｴﾗｰ番号及び、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
FAL Error
: FAL のｴﾗｰ番号及び、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
System Error : ｼｽﾃﾑのｴﾗｰ番号及び、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
(7)

Parameter line
ﾊﾟﾗﾒﾀ行を表示する場合に選択します。

図 8.6.2-75 ﾊﾟﾗﾒﾀ行ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(注) ﾊﾟﾗﾒﾀ行は、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの１行に相当する情報で、現在位置のﾊﾟﾗﾒﾀ行が表示
されます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(8)

Close all dialog
全ﾀﾞｲｱﾛｸﾞをｸﾛｰｽﾞする場合に選択します。
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(9)

Log file
ﾛｸﾞﾌｧｲﾙの内容を表示する場合に選択します。

図 8.6.2-76 ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ
ﾛｸﾞは、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ名に 「.log」 を付加したﾌｧｲﾙに記録されます。
例) ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ : Test.prm
ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ
: Test.prm.log
-------------------------------------------------------------------(注) ﾛｸﾞﾌｧｲﾙをｸﾘｱしないままでいると、実行中ﾃﾞｨｽｸが一杯になる場合が
あります。
ｵﾌﾟｼｮﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞの 「Clear log file before execution」をﾁｪｯｸしておくと、
実行前にﾛｸﾞﾌｧｲﾙのｸﾘｱを行います。
但し、ﾛｸﾞﾌｧｲﾙはﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ毎に分散して作成される為、
「Clear log file before execution」をﾁｪｯｸしておくだけでは上記問題を
回避できないかも知れません。
その場合は、任意にﾛｸﾞﾌｧｲﾙ(又は、他の不要なﾌｧｲﾙ)を削除して、
ﾃﾞｨｽｸの空領域を確保して下さい。
--------------------------------------------------------------------
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8.6.2.2.5 Help ﾒﾆｭｰ
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報を表示する場合に選択します。

図 8.6.2-77 Help ﾒﾆｭｰ

図 8.6.2-78 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報

－204－

8.6.2.2.6 ﾂｰﾙﾊﾞｰ
(1)

New ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢File｣ - ｢New｣ と同じ処理を行います。

(2) Open ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢File｣ - ｢Open｣ と同じ処理を行います。
(3)

Save ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢File｣ - ｢Save｣ と同じ処理を行います。

(4)

Top ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢Parameter｣ - ｢Load｣ - ｢Top｣ と同じ処理を行います。

(5)

Previous ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢Parameter｣ - ｢Load｣ - ｢Previous｣ と同じ処理を行います。

(6)

Next ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢Parameter｣ - ｢Load｣ - ｢Next｣ と同じ処理を行います。

(7)

Bottom ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢Parameter｣ - ｢Load｣ - ｢Bottom｣ と同じ処理を行います。

(8) Insert ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢Parameter｣ - ｢Save｣ - ｢Insert｣ と同じ処理を行います。
(9)

Replace ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢Parameter｣ - ｢Save｣ - ｢Replace｣ と同じ処理を行います。

(10) Delete ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢Parameter｣ - ｢Delete｣ と同じ処理を行います。
(11) Wipe screen ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢Parameter｣ - ｢Wipe｣ と同じ処理を行います。
(12) Volume info ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢View｣ - ｢Volume information｣ と同じ処理を行います。
(13) MF-file info ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢View｣ - ｢MF-file information｣ と同じ処理を行います。
(14) Option ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢View｣ - ｢Option｣ と同じ処理を行います。
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(15) Error info ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢View｣ - ｢Error information｣ と同じ処理を行います。
(16) Parameter line ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢View｣ - ｢Parameter line｣ と同じ処理を行います。
(17) Close all dialogs ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢View｣ - ｢Close all dialogs｣ と同じ処理を行います。
(18) Log ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢View｣ - ｢Log file｣ と同じ処理を行います。
(19) About FCU ﾎﾞﾀﾝ
ﾒﾆｭｰの｢Help｣ - ｢About FCU｣ と同じ処理を行います。

8.6.2.2.7 Direction ﾎﾞﾀﾝ
ﾃﾞｰﾀ転送方向を指定します。ｸﾘｯｸ毎に反転します。

：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ

→ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ への転送を指定します。

：ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ → ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ

への転送を指定します。

8.6.2.2.8 Main frame file 欄

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名を指定します。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名は、｢ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞ｣と｢ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名｣を ":" で区切った形式で
指定します。
例) AAAAAA:DATASET
必要であれば、VSN 識別子を”,” で区切った形式で指定します。
例) AAAAAA:DATASET,MF-MVS01
｢ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞ｣は 6 桁以下、｢ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名｣は 44 桁以下の英数字で指定します。
01-XX-48 以降は小文字も入力可能です。
8.6.2.2.9 Open system file 欄

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名を指定します。
-------------------------------------------------------------(注) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名及び、そのﾊﾟｽにｽﾍﾟｰｽが含まれる入力を行い、
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙに保存した場合、読み出し時にそのﾊﾟﾗﾒﾀ行はｴﾗｰ
となります。(ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙは、各ﾊﾟﾗﾒﾀのｾﾊﾟﾚｰﾀとしてｽﾍﾟｰｽを
用いているためです。）
--------------------------------------------------------------

－206－

8.6.2.2.10 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ選択ﾎﾞﾀﾝ
本ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。

図 8.6.2-79 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄを選択するには、選択したいﾃﾞｰﾀｾｯﾄをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸします。
---------------------------------------------------------------(注) 本ﾀﾞｲｱﾛｸﾞは、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ情報ﾀﾞｲｱﾛｸﾞと同じですが、有効なﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
(先頭に○がついているﾃﾞｰﾀｾｯﾄ)のみ表示されます。
又、ﾀｲﾄﾙﾊﾞｰに表示される文字が異なります。
----------------------------------------------------------------

8.6.2.2.11 ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ選択ﾎﾞﾀﾝ
本ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると、ﾌｧｲﾙ選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。

図 8.6.2-80 ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
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8.6.2.2.12 Execute ﾎﾞﾀﾝ
ﾃﾞｰﾀ転送の開始を指示します。
ﾃﾞｰﾀ転送先のﾌｧｲﾙに既にﾃﾞｰﾀが作成されていても、FCU はﾌｧｲﾙの先頭からｵｰﾊﾞﾗｲﾄします。
このため、FCU 実行すると元のﾃﾞｰﾀは書き換えられてしまいますので、ﾃﾞｰﾀ転送先ﾌｧｲﾙの
指定には十分注意して下さい。
--------------------------------------------------------------(注) FCU 本体画面及び、ｵﾌﾟｼｮﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞのﾊﾟﾗﾒﾀを変更した場合は、｢Insert」又は、「Replace」
を選択しないと本ﾎﾞﾀﾝが有効になりません。
又、ﾊﾟﾗﾒﾀにｴﾗｰがある場合も、本ﾎﾞﾀﾝは有効になりません。
--------------------------------------------------------------8.6.2.2.13 実行ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ
「Execute」ﾎﾞﾀﾝが押された場合に進行状態を表示します。
(ただし、VSE ﾊﾟﾗﾒｰﾀの指定を行うと、MTO 時は進行状態の表示を行いません。)
実行中は、「Close」ﾎﾞﾀﾝでなく、「Cancel」ﾎﾞﾀﾝを表示します。
(1) 正常終了した場合

図 8.6.2-81 正常終了時
(2)

ｴﾗｰ終了した場合

図 8.6.2-82 ｴﾗｰ終了時
(3)

ｷｬﾝｾﾙした場合

図 8.6.2-83 ｷｬﾝｾﾙ時

8.6.2.2.14 ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰ
現在のﾊﾟﾗﾒﾀ位置 ／ 全体のﾊﾟﾗﾒﾀ件数 を表示します。
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8.7 操作画面以外の操作及び情報の表示
8.7.1 UNIX系OSの場合
8.7.1.1 FCU
操作画面を使用しない(fcuを"-nw"指定で起動またはfcunwを起動）場合の操作及びFCU
が表示する情報は次のようになります。
(1) 詳細ﾊﾟﾗﾒﾀの表示及びﾊﾟﾗﾒﾀの確認
FCUは、起動ｺﾏﾝﾄﾞを投入したｳｨﾝﾄﾞｳに、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙから得た詳細ﾊﾟﾗﾒﾀを表示し、
確認応答を要求します。ﾊﾟﾗﾒﾀを確認し、ﾌｧｲﾙ変換処理を実行してもよければ"ok"を、実行してはな
らないのであれば"cancel"を応答して下さい。FCUは、"ok"が応答された場合はﾌｧｲﾙ変換
処理を開始し、"cancel"が応答された場合は次の詳細ﾊﾟﾗﾒﾀを読み出し、確認応答を要求します。詳
細ﾊﾟﾗﾒﾀの終了を検出した場合は処理を終了します。なお、起動ﾊﾟﾗﾒﾀで"-nc"が指定された場合、
確認応答は要求しません。ﾊﾟﾗﾒﾀ表示後、直ちにﾌｧｲﾙ変換処理を開始します。
File Conversion Utility

Ver.ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ名

mto VSN:ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名 UNIXﾌｧｲﾙ名 CC PAD DEL
ok/cancel ?
(注) ﾊﾟﾗﾒﾀの詳細については8.4節を参照して下さい。
図8.7-1 ﾊﾟﾗﾒﾀの確認
(2) ﾁｪｯｸ中の表示
ﾌｧｲﾙの有無等をﾁｪｯｸ中のとき、｢Now checking｣を表示します。
(3) ｵｰﾊﾞﾗｲﾄの確認
出力となるｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのﾌｧｲﾙがすでに存在している場合、ｵｰﾊﾞﾗｲﾄの可否を確認します。ｵｰﾊﾞﾗｲﾄして
よければ"ok"を、ｵｰﾊﾞﾗｲﾄしないのであれば"cancel"を応答して下さい。"cancel"が応答された場合
のFCUの動作は、上記(1)と同様です。なお、起動ﾊﾟﾗﾒﾀで"-nc"が指定されている場合、
ｵｰﾊﾞﾗｲﾄの可否の確認応答を要求することなく、ﾌｧｲﾙ変換処理(ｵｰﾊﾞﾗｲﾄ)を開始します。
Overwrite ? ok／cancel ?
図8.7-2 ｵｰﾊﾞﾗｲﾄの確認
(4) 処理開始の表示
ﾌｧｲﾙ変換処理を開始するとき、｢Start｣を表示します。
(5) ﾌｧｲﾙ変換処理結果の表示
ﾌｧｲﾙ変換処理が正常終了した場合は、"Complete"のﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
異常終了の場合は、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを出力します。
また、正常終了の場合0、異常終了の場合1を終了ｽﾃｰﾀｽとして返します。(この終了ｽﾃｰﾀｽは、
Cｼｪﾙの場合｢$status｣、Bｼｪﾙ/Kｼｪﾙの場合｢$?｣に入ります)

(6) ﾌｧｲﾙ変換処理の繰返し
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中の全ﾊﾟﾗﾒﾀの処理が終了するまで、上記(1)から(3)の処理を繰り返します。
終了ｽﾃｰﾀｽは全処理が正常に終了した場合にのみ｢0｣を返します。
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8.7.1.2 LISTVOL
指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の一覧を標準出力に表示します。
ｺﾏﾝﾄﾞを実行する前に以下を確認して下さい。
①ｺﾏﾝﾄﾞ実行対象のﾎﾞﾘｭｰﾑがﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに登録されていること。
②ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄを割り当てた場合は転送対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄを割り当てた全てのﾎﾞﾘｭｰﾑがﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定
義ﾌｧｲﾙに登録されていること。
③ｺﾏﾝﾄﾞ実行対象のﾎﾞﾘｭｰﾑにﾃﾞｰﾀｾｯﾄが新規に割り当てられた場合は、VTOC の DSCB1 にあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
ｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞを確定させるため、ｺﾏﾝﾄﾞ実行前に M/F 側から一度ﾃﾞｰﾀ書込みが実行済み
であること。
(1) 実行方法
以下のｺﾏﾝﾄﾞとﾊﾟﾗﾒﾀによりLISTVOL(32bit版)/LISTVOL64(64bit版)を実行させます。
listvol VSN,VSN識別子
listvol64 VSN,VSN識別子
VSN ：VSN(ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞ)は6桁以下の英文字及び英数字で指定します。
１～6文字以外のVSNを指定するとｴﾗｰとなります。またﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに存在しない
VSNを指定するとｴﾗｰとなります。
VSN識別子：VSN識別子を35文字以内の英数字及び英記号で指定可能です。（省略可）
(2) 表示内容
上記手順により指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑ内のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別、ﾚｺｰﾄﾞ形式、ﾚｺｰﾄﾞ長、
ﾌﾞﾛｯｸ長、最終ﾌﾞﾛｯｸのｱﾄﾞﾚｽ、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｴｸｽﾃﾝﾄｻｲｽﾞ(ｼﾘﾝﾀﾞ数：ﾄﾗｯｸ数)、FAL/FCUによる処理
の可否を表示します。
# listvol xxxxxx,YYYY
Dataset Name
DO
RF
RL
BL
TT
R
EX(Cyl:Trk)
-------------------------------------------------------------------------------------------------*SAMFILE01.FIX
SAM
F
4096
4096
1
10
100:0
-DAMFILE.F
DAM
FB
128
4096
0
10
100:0
?SAMFILE.VSE
SAM
??
0
0
0
0
0:0

図8.7-3 LISTVOLの表示内容
･"Dataset Name":ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の前の1文字
*:FCUで処理できるﾃﾞｰﾀｾｯﾄであることを示します。
-:FCUで処理できないﾃﾞｰﾀｾｯﾄであることを示します。
?:本ﾕﾃｨﾘﾃｨで必要とする情報が定義されていないため処理できるか否かが
不明であるか、または表示内容が正しくない可能性があります。RF＝??または
BL＝0 または RL＝0の時、VSEﾊﾟﾗﾒﾀでﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長を正しくすれ
ば処理できるようになります。またﾃﾞｰﾀ量は、TT Rの値によりません。
･"DO" :ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別
SAM
:順編成
DAM
:直接編成
PAM
:区分編成
VSAM :Virtual Storage Access Method編成
???
:上記以外の編成種別で、本ﾕﾃｨﾘﾃｨでは識別できません。
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･"RF" :ﾚｺｰﾄﾞ形式
F
:固定長ﾚｺｰﾄﾞ
FB
:固定長ﾌﾞﾛｯｸ化ﾚｺｰﾄﾞ
V
:可変長ﾚｺｰﾄﾞ
VB
;可変長ﾌﾞﾛｯｸ化ﾚｺｰﾄﾞ
U
:不定長ﾚｺｰﾄﾞ
S
:ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ
??
:上記以外のﾚｺｰﾄﾞ形式で、本ﾕﾃｨﾘﾃｨでは識別できません。
･"RL"
･"BL"

:ﾚｺｰﾄﾞ長(ﾊﾞｲﾄ)
:ﾌﾞﾛｯｸ長(ﾊﾞｲﾄ)

･"TT+R" :最終ﾌﾞﾛｯｸのｱﾄﾞﾚｽ
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが登録してある場合、全ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｲｽﾞ
の合計を表示します。
TT+Rの値が共に０の場合、対象ﾃﾞｰﾀｾｯﾄは0ﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀｾｯﾄとなります。
･"EX(Cyl:Trk)" :ﾃﾞｰﾀｴｸｽﾃﾝﾄｻｲｽﾞ(ｼﾘﾝﾀﾞ数：ﾄﾗｯｸ数)
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが登録してある場合でも、先頭ﾎﾞﾘｭｰﾑ
のみのｱﾛｹｰﾄ時のｻｲｽﾞを示します。
(3) ﾘﾀｰﾝ値
実行終了後、以下のﾘﾀｰﾝ値を返します。
0：正常終了
1：ｴﾗｰ終了
(4) ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
処理中に異常を検出した場合は、ｴﾗｰｺｰﾄﾞ、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを標準ｴﾗｰ出力へ表示します。
また、ｴﾗｰﾛｸﾞﾌｧｲﾙにもｴﾗｰ情報を出力します。
（詳細は、8.8節を参照して下さい）
(5) 注意事項
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを作成しておく必要があります。
（詳細は、8.2節を参照して下さい）
ﾚｺｰﾄﾞ形式がFBXやVBXの時LISTVOLのRFはFB、VBと表示されます。
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8.7.2 Windowsの場合
8.7.2.1 FCU
操作画面を使用しない(fcunwを起動）場合の操作及びFCUが表示する情報は次のようになります。
(1) 詳細ﾊﾟﾗﾒﾀの表示及びﾊﾟﾗﾒﾀの確認
FCUは、起動ｺﾏﾝﾄﾞを投入したｳｨﾝﾄﾞｳに、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙから得た詳細ﾊﾟﾗﾒﾀを表示し、直ちにﾌｧｲﾙ
変換処理を開始します。
詳細ﾊﾟﾗﾒﾀの終了を検出した場合は処理を終了します。
fcunw fcudata.prm
*** fcudata.prm *** start
mto VSN:ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名

Windowsﾌｧｲﾙ名 CC PAD DEL

（注）ﾊﾟﾗﾒﾀの詳細については8.4節を参照して下さい。
図8.7-4 FCUﾊﾟﾗﾒﾀの表示
(2) ﾁｪｯｸ中の表示
ﾌｧｲﾙの有無等をﾁｪｯｸ中のとき、｢Now checking｣を表示します。
(3) 処理開始の表示
ﾌｧｲﾙ変換処理を開始するとき、｢Start｣を表示します。
(4) ﾌｧｲﾙ変換処理結果の表示
ﾌｧｲﾙ変換処理が正常終了した場合は、"COMPLETE"のﾒｯｾｰｼﾞを表示します。
異常終了の場合は、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを出力します。
また、正常終了の場合0、異常終了の場合1を終了ｽﾃｰﾀｽとして返します。
(5) ﾌｧｲﾙ変換処理の繰返し
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ中の全ﾊﾟﾗﾒﾀの処理が終了するまで、上記(1)から(4)の処理を繰り返します。
終了ｽﾃｰﾀｽは全処理が正常に終了した場合にのみ｢0｣を返します。
(6) 注意事項
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを作成しておく必要があります。
ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが存在しないか、もしくはﾊﾟﾗﾒﾀが不正の場合、次のﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。

A parameter definition file doesn't exist, or it is illegal.
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8.7.2.2 LISTVOL
指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の一覧を標準出力に表示します。(01-XX-66以降適用)
ｺﾏﾝﾄﾞを実行する前に以下を確認して下さい。
①ｺﾏﾝﾄﾞ実行対象のﾎﾞﾘｭｰﾑがﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに登録されていること。
②ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄを割り当てた場合は転送対象のﾃﾞｰﾀｾｯﾄを割り当てた全てのﾎﾞﾘｭｰﾑがﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定
義ﾌｧｲﾙに登録されていること。
③ｺﾏﾝﾄﾞ実行対象のﾎﾞﾘｭｰﾑにﾃﾞｰﾀｾｯﾄが新規に割り当てられた場合は、VTOC の DSCB1 にあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄ
ｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞを確定させるため、ｺﾏﾝﾄﾞ実行前に M/F 側から一度ﾃﾞｰﾀ書込みが実行済み
であること。
(1) 実行方法
以下のｺﾏﾝﾄﾞとﾊﾟﾗﾒﾀによりLISTVOL(32bit版)/LISTVOL64(64bit版)を実行させます。
listvol VSN,VSN識別子
listvol64 VSN,VSN識別子
VSN ：VSN(ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞ)は6桁以下の英文字及び英数字で指定します。
１～6文字以外のVSNを指定するとｴﾗｰとなります。またﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに存在しない
VSNを指定するとｴﾗｰとなります。
VSN識別子：VSN識別子を35文字以内の英数字及び英記号で指定可能です。（省略可）
(2) 表示内容
上記手順により指定されたﾎﾞﾘｭｰﾑ内のﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別、ﾚｺｰﾄﾞ形式、ﾚｺｰﾄﾞ長、
ﾌﾞﾛｯｸ長、最終ﾌﾞﾛｯｸのｱﾄﾞﾚｽ、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｴｸｽﾃﾝﾄｻｲｽﾞ(ｼﾘﾝﾀﾞ数：ﾄﾗｯｸ数)、FAL/FCUによる処理
の可否を表示します。
# listvol xxxxxx,YYYY
Dataset Name
DO
RF
RL
BL
TT
R
EX(Cyl:Trk)
-------------------------------------------------------------------------------------------------*SAMFILE01.FIX
SAM
F
4096
4096
1
10
100:0
-DAMFILE.F
DAM
FB
128
4096
0
10
100:0
?SAMFILE.VSE
SAM
??
0
0
0
0
0:0

図8.7-5 LISTVOLの表示内容
･"Dataset Name":ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名
ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名の前の1文字
*:FCUで処理できるﾃﾞｰﾀｾｯﾄであることを示します。
-:FCUで処理できないﾃﾞｰﾀｾｯﾄであることを示します。
?:本ﾕﾃｨﾘﾃｨで必要とする情報が定義されていないため処理できるか否かが
不明であるか、または表示内容が正しくない可能性があります。RF＝??または
BL＝0 または RL＝0の時、VSEﾊﾟﾗﾒﾀでﾚｺｰﾄﾞ形式･ﾚｺｰﾄﾞ長･ﾌﾞﾛｯｸ長を正しくすれ
ば処理できるようになります。またﾃﾞｰﾀ量は、TT Rの値によりません。
･"DO" :ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別
SAM
:順編成
DAM
:直接編成
PAM :区分編成
VSAM :Virtual Storage Access Method編成
???
:上記以外の編成種別で、本ﾕﾃｨﾘﾃｨでは識別できません。
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･"RF" :ﾚｺｰﾄﾞ形式
F
:固定長ﾚｺｰﾄﾞ
FB
:固定長ﾌﾞﾛｯｸ化ﾚｺｰﾄﾞ
V
:可変長ﾚｺｰﾄﾞ
VB
;可変長ﾌﾞﾛｯｸ化ﾚｺｰﾄﾞ
U
:不定長ﾚｺｰﾄﾞ
S
:ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ
??
:上記以外のﾚｺｰﾄﾞ形式で、本ﾕﾃｨﾘﾃｨでは識別できません。
･"RL"
･"BL"

:ﾚｺｰﾄﾞ長(ﾊﾞｲﾄ)
:ﾌﾞﾛｯｸ長(ﾊﾞｲﾄ)

･"TT+R" :最終ﾌﾞﾛｯｸのｱﾄﾞﾚｽ
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが登録してある場合、全ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｲｽﾞ
の合計を表示します。
TT+Rの値が共に０の場合、対象ﾃﾞｰﾀｾｯﾄは0ﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀｾｯﾄとなります。
･"EX(Cyl:Trk)" :ﾃﾞｰﾀｴｸｽﾃﾝﾄｻｲｽﾞ(ｼﾘﾝﾀﾞ数：ﾄﾗｯｸ数)
ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙに当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが登録してある場合でも、先頭ﾎﾞﾘｭｰﾑ
のみのｱﾛｹｰﾄ時のｻｲｽﾞを示します。
(3) ﾘﾀｰﾝ値
実行終了後、以下のﾘﾀｰﾝ値を返します。
0：正常終了
1：ｴﾗｰ終了
(4) ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
処理中に異常を検出した場合は、ｴﾗｰｺｰﾄﾞ、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞを標準ｴﾗｰ出力へ表示します。
また、ｴﾗｰﾛｸﾞﾌｧｲﾙにもｴﾗｰ情報を出力します。
（詳細は、8.8節を参照して下さい）
(5) 注意事項
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを作成しておく必要があります。
（詳細は、8.2節を参照して下さい）
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8.8 ｴﾗｰ情報
FCUが出力するｴﾗｰｺｰﾄﾞとｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞには以下のものがあります。
(注1) 表8.8-1､2のｴﾗｰｺｰﾄﾞの中で、ｴﾗｰｺｰﾄﾞ欄に｢**｣が付いているｴﾗｰｺｰﾄﾞは、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ欄で説明
している原因の他に、当該ﾌｧｲﾙ/ﾎﾞﾘｭｰﾑへの競合(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ-ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間/ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ-ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ
間の同時ｱｸｾｽ(ﾘｻﾞｰﾌﾞｺﾝﾌﾘｸﾄ))が原因となって発生することがあります。
ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ欄で記述している事項の調査とともに、競合が発生して(ﾘｻﾞｰﾌﾞが掛かって)いないか
を調査して下さい。
なお、このとき以下のｼｽﾃﾑｴﾗｰが発生していることもあります。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞ＝4/5/6/9/11/14/16/22/36/39/45/46/67
また、磁気ﾃﾞｨｽｸ装置の異常がｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑのOSからｴﾗｰとして報告されないために、｢**｣を付与
したｴﾗｰｺｰﾄﾞがFCUの実行結果として報告される場合もあります。この場合は、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ欄で
記述している事項の調査とともに、磁気ﾃﾞｨｽｸ装置に何らかの異常が発生していないかを調査
して下さい。
(注2) ｴﾗｰ情報のうち、正のｴﾗｰｺｰﾄﾞはｼｽﾃﾑｴﾗｰです。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰについては、UNIX系OSの場合、標準ｴﾗｰﾌｧｲﾙ（errno.h）で定義されています。
Windowsの場合は、Microsoft Visual C++に付属の errno.h となります。
(注3) 表8.8.1-1,2のｴﾗｰｺｰﾄﾞの中でｴﾗｰｺｰﾄﾞ欄に｢(K)｣が付いているｴﾗｰｺｰﾄﾞは、HMDE/KANJIと
連携のみ発生します。詳細については、HMDE/KANJIﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞを参照願います。
8.8.1 UNIX系OSの場合
表 8.8-1
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-100

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
内

容

No Parameter file （ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙが作成されていません）
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ名を指定している場合：指定したﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成してあるか/名称が
あっているかどうかをﾁｪｯｸして下さい。
起動ﾊﾟﾗﾒﾀが｢-nw｣でﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ名も詳細ﾊﾟﾗﾒﾀも指定していない場合：ﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾊﾟﾗﾒﾀ定義
ﾌｧｲﾙ(fcudata.param)がｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘにありません。 ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを作成してあるか/ﾌｧｲﾙ名
称があっているか/ｶﾚﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘにあるかどうかをﾁｪｯｸして下さい。

-101
**
-102
**

Parameter file : Open error （ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。
Parameter file : Read error （ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙのﾘｰﾄﾞに失敗しました）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。

-103

Parameter file : No Valid error （ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙに有効なﾃﾞｰﾀがありません）

**
-107

⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙにﾊﾟﾗﾒﾀが正しく設定されているかどうかを調べて下さい
Parameter file : CODE_CONV error (ﾊﾟﾗﾒｰﾀのｺｰﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝが正しくありません。)
⇒ｺｰﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝの指定が ｢No｣であるかどうかをﾁｪｯｸして下さい。.

-108

Parameter : PADDING error （ﾊﾟﾗﾒﾀのﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞが正しくありません）
⇒ ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ指定が｢Yes]/｢No｣であるかどうかをﾁｪｯｸして下さい。

-109

Parameter : DELIMITER error （ﾊﾟﾗﾒﾀのﾃﾞﾘﾐﾀが正しくありません）
⇒ ﾃﾞﾘﾐﾀの指定が｢CR｣/｢LF｣/｢CRLF｣/｢No｣であるかどうかﾁｪｯｸして下さい。または GUI あるい
は mto 転送による実行でﾃﾞﾘﾐﾀの指定が｢CRLF｣となっていないか確認してください。
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表8.8-1

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-110
**
-111
**
-112
**
-114

内

容

Paramter file : Open error （ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。
Paramter file : Write error （ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙのﾗｲﾄに失敗しました）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。
Paramter file : Close error （ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。
Parameter：No input file name (ﾊﾟﾗﾒﾀの入力ﾌｧｲﾙ名が指定されていません)
⇒ 入力ﾌｧｲﾙ名を指定して下さい。
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Parameter : VSN error (ﾊﾟﾗﾒﾀの VSN が誤っています)
⇒ VSN をﾁｪｯｸして下さい。VSN の指定文字数は１～６文字です。
また、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内に VSN が定義してあるか確認して下さい。

-116

Parameter : Input file name error (ﾊﾟﾗﾒﾀの入力ﾌｧｲﾙ名が誤っています)
⇒ 入力ﾌｧｲﾙ名をﾁｪｯｸして下さい。
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Parameter : Dataset name error

(ﾊﾟﾗﾒﾀのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名が誤っています)

⇒ ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名をﾁｪｯｸして下さい。
-118

Parameter：Output file name error

(ﾊﾟﾗﾒﾀの出力ﾌｧｲﾙ名が誤っています)

⇒ 出力ﾌｧｲﾙ名をﾁｪｯｸして下さい。
-119

Input file : Open error （入力ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error を指示してｴﾗｰ情報を参照して下さい。

**

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞが表示されている場合：表 4.7-1 によりｴﾗｰの内容を調べて下さい。
ｼｽﾃﾑのｴﾗｰｺｰﾄﾞが表示されている場合：OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰの内容を調べて下さい。
(例) ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ中のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名が、実際のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名と違っている場合、
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ＝6(No such device)が発生します。

-120

Overwrite ? (OK/Cancel) （出力ﾌｧｲﾙにｵｰﾊﾞﾗｲﾄしても良いか？確認します。）
⇒ 出力ﾌｧｲﾙとして指定したｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙが既に存在しています。
ｵｰﾊﾞﾗｲﾄしてよい場合は｢OK｣を、別のﾌｧｲﾙを指定し直す場合は｢Cancel｣を応答します。
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Output file : No output file name

(ﾊﾟﾗﾒﾀの出力ﾌｧｲﾙ名が指定されていません)

⇒ 出力ﾌｧｲﾙ名を指定して下さい。
-122
**
-124

Output file : Open error (出力ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました)
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。
Volume definition : MFtype error

(ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の MF ﾀｲﾌﾟが不当です。)

⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の MF ﾀｲﾌﾟを MFA か MFN にして下さい
-125
**

Volume definition : VSN error （ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの VSN が正しくありません）
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ中の VSN の桁数、ﾊﾟﾗﾒﾀとして指定した VSN 名称との一致をﾁｪｯｸして下さ
い。
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Volume definition : Partition name error
（ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名が正しくありません）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Volume を指示して、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容を読み出し、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名が各ｵｰﾌﾟ
ﾝｼｽﾃﾑ対応のﾌｫｰﾏｯﾄになっているかﾁｪｯｸして下さい。
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表8.8-1

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-127

内

容

Volume definition : Emulation error
（ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが正しくありません）

**

⇒ Help ﾒﾆｭｰの Volume を指示して、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容を読み出し、
ﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが ｢3390-3A｣/｢3390-3B｣/｢3390-3C｣/｢3380-KA｣/｢3380-KB｣/ ｢3380-KC｣/｢6588-3A｣/
｢6588-3B｣/｢6588-3C｣/｢6586-KA｣/｢6586-KB｣/｢6586-KC｣/｢3390-9A｣/｢3390-9B｣/｢3390-9C｣/｢3390-LA｣/｢3390-LB｣/
｢3390-LC｣/｢3390-MA｣/｢3390-MB｣/｢3390-MC｣/｢3380-3A｣/｢3380-3B｣/｢3380-3C｣/｢6588-9A｣/｢6588-9B｣/｢6588-9C｣/
｢6588-LA｣/｢6588-LB｣/｢6588-LC｣/

-128
**

であるかどうかをﾁｪｯｸして下さい。

Volume definition file : Open error

（ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました）

⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。
(例) ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙが作成されていない場合、ｴﾗｰｺｰﾄﾞ＝2
(No such file or directory)が発生します。

-129
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**
-132

Volume definition file : Read error （ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのﾘｰﾄﾞに失敗しました）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。
Volume definition file : No data （ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙにﾃﾞｰﾀがありません）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Volume を指示してﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容をﾁｪｯｸして下さい
Volume definition file : Close error

（ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました）

⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。
Volume definition file : No valid error（ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾊﾟﾗﾒﾀが不正です）
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ中のﾊﾟﾗﾒｰﾀが正しく設定されているか確認して下さい。
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Parameter error : No dataset name
（Help の MF-File の指示で入力ﾌｧｲﾙ名(VSN)が指定されていません）
⇒ Input File の欄に VSN を入力して、Help→MF-File を指示して下さい。
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Parameter error : VSN error
（Help の MF-File の指示で入力ﾌｧｲﾙ名(VSN)の指定が正しくありません）
⇒ Input File の欄の VSN が 6 桁以下であるかどうかをﾁｪｯｸして下さい。

-137

Dataset error : No dataset （Help の MF-File が指示されましたがﾃﾞｰﾀｾｯﾄがありません）
⇒ ﾃﾞｰﾀｾｯﾄが全く作成されていないﾎﾞﾘｭｰﾑが指定されました。
VSN が目的のものかどうかﾁｪｯｸして下さい。

-138

Dataset error : Search error

（ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｻｰﾁに失敗しました）

⇒ 指定した VSN があるかどうか確認して下さい。
**

また、Help の Error を指示して、ｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合、表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-139

Dataset error : Close error

（ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｸﾛｰｽﾞに失敗しました)

⇒ Help の Error を指示して、ｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合、表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
-140

Input file error : Invalid organization type （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの編成種別が正しくありません）
⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄの編成種別を確
認して下さい。
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-141

内

容

Input file error : Invalid record format （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が正しくありません）
⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式を
確認して下さい。

-142

Input file error : Invalid block length

（ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾌﾞﾛｯｸ長が正しくありません）

⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾌﾞﾛｯｸ長を確
認して下さい。(例：固定長では 0、または 32760 ﾊﾞｲﾄを越えるﾌﾞﾛｯｸ長は処理できません)
-143

Input file error : Invalid record length

（ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長が正しくありません）

⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長を確
認して下さい。(例：固定長では 0、または 32760 ﾊﾞｲﾄを越えるﾚｺｰﾄﾞ長は処理できません)
-144
**

Input file error : No data （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄにﾃﾞｰﾀがありません）
⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｲｽﾞ
を確認して下さい。
listvol の TT+R/MF-File の DS の値が 0 の場合は 0 ﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀｾｯﾄとなります。

-150
**

Input file : Open error （mto 時、入力ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-151
**
-152

Output file : Open error （mto 時、出力ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
Output file : Get file data error (mto 時の出力ﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ取得ｴﾗｰ)
⇒ ｴﾗｰﾛｸﾞ等のﾄﾗﾌﾞﾙ解析用の情報を採取して下さい。

-153

Processing data : Length check error

(mto 時の処理ﾃﾞｰﾀ長不一致)

⇒ ｴﾗｰﾛｸﾞ等のﾄﾗﾌﾞﾙ解析用の情報を採取して下さい。
-155

Buffer : Memory allocation error （ﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘのｱﾛｹｰｼｮﾝに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-160
**

Input file : Read error （mto 時、入力ﾌｧｲﾙのﾘｰﾄﾞに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-161
**
-162

Output file : Write error （mto 時、出力ﾌｧｲﾙのﾗｲﾄに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
Output file : Code convert error

（mto 時、出力ﾌｧｲﾙのｺｰﾄﾞ変換に失敗しました）

⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照し、表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
-163

Get processing data error （ﾌﾟﾛｾｽﾃﾞｰﾀの取得に失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照し、表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-165

Dataset error：Invalid data

(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ中にﾚｺｰﾄﾞ長が不当なﾃﾞｰﾀがあります)

⇒ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側からﾃﾞｰﾀｾｯﾄが正しく作成されているかﾁｪｯｸして下さい。
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-170
**

内

容

Input file : Close error （入力ﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-171
**
-180

Output file : Close error （出力ﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
UNIX file : Invalid directory name
（Help の UX-File の指示でﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名の指定が正しくありません）
⇒ list ｺﾏﾝﾄﾞでﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名、ﾌｧｲﾙ名を確認して下さい。

-181

UNIX file : Not a directory

(ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘでないものがﾃﾞｨﾚｸﾄﾘとして指定されました)

⇒ ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ名、ﾌｧｲﾙ名をﾁｪｯｸして下さい。
-182
**

UNIX file : Open Directory error
（Help の UX-File の指示でﾃﾞｨﾚｸﾄﾘのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-183

UNIX file : Close directory error （Help の UX-File の指示でﾃﾞｨﾚｸﾄﾘのｸﾛｰｽﾞに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-190

Input file name : No data
（ﾊﾟﾗﾒﾀの Save が指示されましたが、入力ﾌｧｲﾙ名が指定されていません）
⇒ 入力ﾌｧｲﾙ名を入力してから Save を指示して下さい。

-191

Output file name : No data
（ﾊﾟﾗﾒﾀの Save が指示されましたが、出力ﾌｧｲﾙ名が指定されていません）
⇒ 出力ﾌｧｲﾙ名を入力してから Save を指示して下さい。

-192

Parameter file name : No data

（ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙ名が指定されていません）

⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙ名を指定して下さい。
-200

Parameter file : End line

(ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙの最終行です）

⇒ さらに Load を指示するとﾊﾟﾗﾒﾀの先頭行に戻ります。
-201

Parameter : Direction error

（ﾊﾟﾗﾒﾀのﾃﾞｰﾀ転送方向が正しくありません）

⇒ ﾃﾞｰﾀ転送方向は｢mto｣または｢otm｣と指定して下さい。
-202

Parameter file : Too many data （ﾊﾟﾗﾒﾀの個数が多すぎます）
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを新規に指定するか、現在のﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの件数が 999 件になるよう、
いらないﾊﾟﾗﾒﾀｾｯﾄを削除して下さい。

-203

Parameter : Empty select error

(ﾊﾟﾗﾒﾀ Emp= の指定が誤っています)

⇒ Emp=Yes または Emp=No になっているかﾁｪｯｸして下さい｡
-204

Parameter : RDW select error

(ﾊﾟﾗﾒﾀ RDW= の指定が誤っています)

⇒ RDW=Yes または RDW=No になっているかﾁｪｯｸして下さい｡
-205

RDW error : CODE_CONV unsupport (RDW=Yes でｺｰﾄﾞ変換指定が No でない)
⇒ RDW=Yes のときｺｰﾄﾞ変換はできません。ｺｰﾄﾞ変換は No を指定して下さい。

-206

RDW error : PADDING unsupport (RDW=Yes でﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ指定が No でない)
⇒ RDW=Yes のときﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞはできません。ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞは No を指定して下さい。
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内

容

-207

RDW error : DELINITER unsupport (RDW=Yes でﾃﾞﾘﾐﾀ指定が No でない)
⇒ RDW=Yes のときﾃﾞﾘﾐﾀの付加はできません。ﾃﾞﾘﾐﾀは No を指定して下さい。

-210

Parameter file : Comment line （ﾊﾟﾗﾒﾀﾌｧｲﾙのｺﾒﾝﾄ行です）
⇒ Load を指示すると次の行に移ります。有効なﾊﾟﾗﾒｰﾀと置換することもできます。

-220

Parameter : VSE select error

(VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの形式ｴﾗｰ)

⇒ VSE ﾊﾟﾗﾒﾀのの個数/ﾊﾟﾗﾒﾀ間のｶﾝﾏの有無をﾁｪｯｸして下さい。
-221

Parameter : VSE record format error (VSE ﾊﾟﾗﾒﾀのﾚｺｰﾄﾞ形式ｴﾗｰ)
⇒ ﾚｺｰﾄﾞ形式が F/FB/V/VB になっているかﾁｪｯｸして下さい。

-222

Parameter : VSE record length error (VSE ﾊﾟﾗﾒﾀのﾚｺｰﾄﾞ長ｴﾗｰ)
⇒ ﾚｺｰﾄﾞ長が規定の値になっているかﾁｪｯｸして下さい。

-223

Parameter : VSE block length error (VSE ﾊﾟﾗﾒﾀのﾌﾞﾛｯｸ長ｴﾗｰ)
⇒ ﾌﾞﾛｯｸ長が規定の値になっているかﾁｪｯｸして下さい。

-230

No codeconv table file (ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙがありません)
⇒ ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙ名/ﾌｧｲﾙの存在をﾁｪｯｸして下さい。

-231

Codeconv table : Open error (ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました)
⇒ OS のｴﾗｰｺｰﾄﾞをﾁｪｯｸして下さい。

-233

Codeconv table : Close error (ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました)
⇒ OS のｴﾗｰｺｰﾄﾞをﾁｪｯｸして下さい。

-234

Codeconv table : Get file data error (ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙのｻｲｽﾞ取得に失敗しました)
⇒ OS のｴﾗｰｺｰﾄﾞ/ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙの内容をﾁｪｯｸして下さい。

-235

Codeconv table : File size error (ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙのｻｲｽﾞが不正です)
⇒ ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙに 256 ﾊﾞｲﾄのﾃｰﾌﾞﾙが作成されているかﾁｪｯｸして下さい。

-236

Codeconv table function : Invalid argument (変換元ﾃﾞｰﾀがありません)
⇒ 入力側ﾌｧｲﾙの内容(特にﾃﾞﾘﾐﾀ)をﾁｪｯｸして下さい。

-238

Codeconv table name : No data (ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙ名が指定されていません)
⇒ ｺｰﾄﾞ変換方法として｢FILE｣を選択した場合、ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙ名を入力して下さい。

-250

Named pipe : Create error (PIPE ﾌｧｲﾙの作成に失敗しました)
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-251

Parameter : PIPE error (ﾊﾟﾗﾒﾀ PIPE= の指定が誤っています)
⇒ PIPE=Yes または PIPE=No になっているかﾁｪｯｸして下さい。
otm では PIPE をｻﾎﾟｰﾄしていません。PIPE=No あるいは PIPE の指定を削除して下さい。

-252

Named pipe : Time out (ﾊﾟｲﾌﾟ出力処理がﾀｲﾑｱｳﾄしました)
⇒ 連携するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが起動されているかﾁｪｯｸして下さい。
実行する処理に対するﾀｲﾑｱｳﾄの設定値が適当であるか確認して下さい。

-253

Named pipe : Wait time out value error (ﾊﾟｲﾌﾟ処理のﾀｲﾑｱｳﾄの設定値が正しくありません)
⇒ 環境変数の｢WAIT_TIME_VALUE｣の値が 0～1440 の範囲内であるか確認して下さい。

-254

Named pipe : Select error (ﾊﾟｲﾌﾟ処理時、ﾌｧｲﾙに対する select でｴﾗｰ)
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
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-260
(K)

内

容

Parameter : CODE_CONVE select error(USER_EDIT)
(USER-EDIT 指定時のｺｰﾄﾞ変換指定が不正です。)
⇒ ｺｰﾄﾞ変換指定が[No]であるか確認して下さい。

-261

Parameter : Delimiter select error(USER_EDIT) (USER-EDIT 指定時のﾃﾞﾘﾐﾀ指定が不正です)

(K)

⇒ ﾃﾞﾘﾐﾀ指定が[No]であるか確認して下さい。

-263

Parameter : RDW select error(USER_EDIT) (USER-EDIT 指定時のﾃ RDW 指定が不正です)

(K)

⇒ RDW 指定が[No]であるか確認して下さい。

-266

Edit log buf : Allocation error ( Edit ﾛｸﾞﾊﾞｯﾌｧの確保に失敗しました)

(K)

⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。

-268

OtoM Edit log buf : Allocation error ( otm 時の Edit ﾛｸﾞﾊﾞｯﾌｧの確保に失敗しました)

(K)

⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。

-270

UOC error : Record Length Error

(K)

(UOC で編集されたﾚｺｰﾄﾞ長がﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのﾚｺｰﾄﾞ長を越えています。)
⇒ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側のﾌｧｲﾙの内容を確認して下さい。

-271
(K)

Parameter : UOC I/O Mode select error
(ﾃﾞｰﾀ転送方向と、UOC 入出力ﾓｰﾄﾞ(NORMAL-IN/NORMAL-OUT)の指定が矛盾しています。)
⇒ UOC 入出力ﾓｰﾄﾞは指定しないでください。

-272
(K)

UOC error : Invalid delimiter or padding value
(UOC から出力されたﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ/ﾃﾞﾘﾐﾀ指定が不正です)
⇒ HMDE/KANJI のﾌｨｰﾙﾄﾞ定義ﾌｧｲﾙの内容を確認してください。

-273

UOC error : Version file open error (ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました)

(K)

⇒ ｼｽﾃﾑｺｰﾄﾞを参照し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を確認してください。

-274

UOC error : Version file read error (ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾌｧｲﾙのﾘｰﾄﾞに失敗しました)

(K)

⇒ ｼｽﾃﾑｺｰﾄﾞを参照し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を確認してください。

-275

UOC error : Version file close error (ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました)

(K)

⇒ ｼｽﾃﾑｺｰﾄﾞを参照し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を確認してください。

-300

Data error : Invalid record length (otm ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ時のﾃﾞｰﾀ長が正しくありません)
⇒ 入力ﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ長がﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長以下であるかを確認して下さい。

-301

Dataset error : Invalid record format (otm ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ時のﾚｺｰﾄﾞ形式が正しくありません)
⇒ ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が固定長であるかを確認して下さい。

-302

Parameter : Delimiter error (otm ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ時のﾃﾞﾘﾐﾀ指定が正しくありません)
⇒ otm ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ時はﾃﾞﾘﾐﾀ「No」は指定できません。ﾃﾞﾘﾐﾀが｢CR｣または｢LF｣または｢CRLF｣に
正しく指定されているか確認して下さい。

-319

Dataset : Open error （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error を指示してｴﾗｰ情報を参照して下さい。

**

FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞが表示されている場合：表 4.7-1 によりｴﾗｰの内容を調べて下さい。
ｼｽﾃﾑのｴﾗｰｺｰﾄﾞが表示されている場合：OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰの内容を調べて下さい。
(例) ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ中のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名が実際のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名と違っている
場合、ｴﾗｰｺｰﾄﾞ＝6(No such device)が発生します。
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表 8.8-1

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-321

内

容

UNIX file : File name error (OTM 時ｵｰﾌﾟﾝ側ﾌｧｲﾙ名としてﾊﾟｲﾌﾟが指定されています)
⇒ 通常ﾌｧｲﾙを指定して下さい

-324

OtoM error：RDW unsupport

(ﾃﾞｰﾀ転送方向が otm で RDW=Yes が指定されています)

⇒ otm では RDW ｵﾌﾟｼｮﾝはｻﾎﾟｰﾄしていません。RDW の指定を削除して下さい。
-340

Dataset error : Invalid organization type

（ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの編成種別が正しくありません）

⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄの編成種別を確
認して下さい。
-341

Dataset error : Invalid record format （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式が正しくありません）
⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式を
確認して下さい。

-342

Dataset error : Invalid block length （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾌﾞﾛｯｸ長が正しくありません）
⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾌﾞﾛｯｸ長を確
認して下さい。(例：固定長では 0、または 32760 ﾊﾞｲﾄを越えるﾌﾞﾛｯｸ長は処理できません)

-343

Dataset error : Invalid record length （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長が正しくありません）
⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長を確
認して下さい。(例：固定長では 0、または 32760 ﾊﾞｲﾄを越えるﾚｺｰﾄﾞ長は処理できません)

-350
**
-351
**

Input file : Open error （otm 時、入力ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました)
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
Output file : Open error （otm 時、出力ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-352

Input file : Get file data error

(otm 時の入力ﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ取得ｴﾗｰ)

⇒ ｴﾗｰﾛｸﾞ等のﾄﾗﾌﾞﾙ解析用の情報を採取して下さい。
-353

Processing data : Length check error

(otm 時の処理ﾃﾞｰﾀ長不一致)

⇒ ｴﾗｰﾛｸﾞ等のﾄﾗﾌﾞﾙ解析用の情報を採取して下さい。
-355

Buffer : Memory allocation error （ﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘのｱﾛｹｰｼｮﾝに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-360
**

Input file : Read error （入力ﾌｧｲﾙのﾘｰﾄﾞに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-361
**
-362

Output file : Write error （出力ﾌｧｲﾙのﾗｲﾄに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
Output file : Code convert error （出力ﾌｧｲﾙのｺｰﾄﾞ変換に失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照し、表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-363

Get processing data error (ﾃﾞｰﾀ転送の進捗度を表示する処理でｴﾗｰが発生しました)
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表8.8-1
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-370
**
-371
**

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

Input file : Close error （入力ﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
Output file : Close error （出力ﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照して下さい。
FAL のｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：表 4.7-1 によりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
ｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞが設定されている場合：OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-379
**
-380

UNIX file : No data (入力となる UNIX ﾌｧｲﾙにﾃﾞｰﾀがありません)
⇒ ﾃﾞｰﾀがあるﾌｧｲﾙを指定して下さい。
No UNIX file （指定した UNIX ﾌｧｲﾙがありません）
⇒ 存在するｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙを指定して下さい。

-381
**
-382

UNIX file : Open error （UNIX ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
Output file : Unsupport record format （出力ﾌｧｲﾙのﾚｺｰﾄﾞ形式は未ｻﾎﾟｰﾄです）
⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ形式
を確認して下さい。

-383
**

Input file : Invalid format （入力ﾌｧｲﾙのﾌｫｰﾏｯﾄが正しくありません）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。
OTM、固定長転送時のﾌｧｲﾙｻｲｽﾞがﾚｺｰﾄﾞ長で割り切れるか確認して下さい。

-384
**

Input file : Invalid delimiter position （入力ﾌｧｲﾙのﾃﾞﾘﾐﾀ位置が正しくありません）
⇒ Help の MF-File を指示してﾃﾞｰﾀｾｯﾄの属性情報を表示し、指定したﾃﾞｰﾀｾｯﾄ(出力ﾌｧｲﾙ)の
ﾚｺｰﾄﾞ長を確認して下さい。 （入力ﾌｧｲﾙのﾚｺｰﾄﾞ長がﾃﾞｰﾀｾｯﾄのﾚｺｰﾄﾞ長を超えています）

-385

Input file : File seeking error （入力ﾌｧｲﾙのﾌｧｲﾙｼｰｸに失敗しました）
⇒ Help の Error を指示してｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容をﾁｪｯｸして下さい。

-390

Input File name : Length error (ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の入力ﾌｧｲﾙ名が長すぎます）
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の入力ﾌｧｲﾙ名を 1024 文字以内にして下さい。

-391

Output File name : Length error (ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の出力ﾌｧｲﾙ名が長すぎます）
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の出力ﾌｧｲﾙ名を 1024 文字以内にして下さい。

-392

Codeconv table : Length error (ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内のｺｰﾄﾞ変換ﾌｧｲﾙ名が長すぎます）
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内のｺｰﾄﾞ変換ﾌｧｲﾙ名を 1024 文字以内にして下さい。

-393

VSE Parameter : Length error (ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの指定が正しくありません）
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀ指定文字を 20 文字以内にして下さい。

-394

Partition name : Length error (ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名が長すぎます）
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名を 1024 文字以内にして下さい。

-395

VSN : Length error

(ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の VSN の指定が長すぎます）

⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の VSN の指定を 6 文字以内にして下さい。
-396

Emulation type : Length error (ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが正しくありません）
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを確認して下さい (10 文字以内)。

-397

Volume definition file : Length error (ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの 1 ﾚｺｰﾄﾞのｻｲｽﾞが長すぎます）
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの 1 ﾚｺｰﾄﾞの文字数を 2079 文字以内にして下さい。(改行を含まず)
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表 8.8-1

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-398

ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
Parameter file : Length error

(ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの 1 ﾚｺｰﾄﾞのｻｲｽﾞが長すぎます）

⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの 1 ﾚｺｰﾄﾞの文字数を 3199 文字以内にして下さい。(改行を含まず)
-399

Volume definition : VSN identification length error
(ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の VSN 識別子の桁数が不正です。)
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の VSN 識別子を 35 文字以内して下さい。

-400

Parameter : Invalid input file name （ﾊﾟﾗﾒﾀの入力ﾌｧｲﾙ名が正しくありません）
⇒ 入力ﾌｧｲﾙ欄への入力を 1 つにして下さい。 （複数のﾌｧｲﾙ名が入力されています）

補足：UNIX系OSｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞ一覧
errno.hに記載のものと、異なる意味合いの場合があります。
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
意味
5 EIO
Solarisの場合、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝの設定を実際のﾎﾞﾘｭｰﾑｻｲｽﾞより小さくした
場合に発生します。⇒ﾌｫｰﾏｯﾄｺﾏﾝﾄﾞにてただしくﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝの設定を行
ってください。
AIXでかつFibreの場合root以外のﾕｰｻﾞｰで、FAL/FCUを動かすと発生し
ます。⇒AIXのﾊﾟｯﾁが必要です。OSﾒｰｶｰに問い合わせて下さい。
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが間違えています。 ⇒ SANRISE側及
びUSP VまたはVSP,VSP G1000,VSP 5000側のﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟとﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌ
ｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを合わせてから再度転送を行ってください。
6 ENXIO
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが間違えています。 ⇒ SANRISE側及
びUSP VまたはVSP,VSP G1000,VSP 5000側のﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟとﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌ
ｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを合わせてから再度転送を行ってください。
22 EINVAL
共有ﾒﾓﾘとして確保可能な最大値／最小値の範囲が小さい場合発生し
ます。FAL/FCUでは8～1048576byteの共有ﾒﾓﾘを確保します。この値が
最大値/最小値の範囲内に収まるように、共有ﾒﾓﾘとして確保できる最
小／最大値を変更して下さい。
ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが間違えています。 ⇒ SANRISE側及
びUSP VまたはVSP,VSP G1000,VSP 5000側のﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟとﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌ
ｧｲﾙのｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを合わせてから再度転送を行ってください。
28 ENOSPC
共有ﾒﾓﾘとして確保可能な識別子の数を超えた場合に発生します。
FAL/FCUでは3つの共有ﾒﾓﾘを確保しますので多重起動する場合又は他
のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを同時に起動する場合は、共有ﾒﾓﾘとして確保できる識別
子の数を変更して下さい。
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備考
Otm時 FCU –351
Mto時 FCU -160
FCU -138

8.8.1.1 UNIX系OSその他のｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ一覧
以下のﾒｯｾｰｼﾞは画面に出力されます。
表8.8.1-1
項

メッセージ

FCUのｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

発生条件

対処方法

備考

番
1 Parameter data number is invalid

転送ﾊﾟﾗﾒｰﾀを-P で直接指定する際に、-P -P の後に正しく転送ﾊﾟﾗﾒｰﾀを設定して下さ
の後に記述するﾊﾟﾗﾒｰﾀの個数が異なります い
例) USER-EDIT 指定は間違えていないか等

2 Input File name : Length error

転送ﾊﾟﾗﾒｰﾀを-P で直接指定する際に、入力 入力ﾌｧｲﾙ名を1024 文字以内にして下さい
ﾌｧｲﾙ名が長すぎます

3 Output File name : Length error

転送ﾊﾟﾗﾒｰﾀを-P で直接指定する際に、出力 出力ﾌｧｲﾙ名を1024 文字以内にして下さい
ﾌｧｲﾙ名が長すぎます

4 Codeconv table : Length Error

転送ﾊﾟﾗﾒｰﾀを-P で直接指定する際に、ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ変換ﾌｧｲﾙ名を1024 文字以内にして下さ
換ﾌｧｲﾙ名が長すぎます

5 VSE Parameter : Length Error

い

転送ﾊﾟﾗﾒｰﾀを-P で直接指定する際に、VSE VSE ﾊﾟﾗﾒｰﾀ指定を20 文字以内にして下さい
ﾊﾟﾗﾒｰﾀの指定が長すぎます

6 Parameter filename is too long

FCU ｺﾏﾝﾄﾞに渡すﾊﾟﾗﾒｰﾀ定義ﾌｧｲﾙ名が長す ﾊﾟﾗﾒｰﾀ定義ﾌｧｲﾙ名を 1024 文字以内にして下
ぎます

7 Table : Memory allocation error

さい

FCU 内部で使用するﾒﾓﾘを確保することが 十分なﾒﾓﾘを確保してから再度実行して下さ
できません

い

8 Couldn't write this message to FAL ｴﾗｰﾛｸﾞﾌｧｲﾙを開くことができません

FAL ｴﾗｰﾛｸﾞﾌｧｲﾙが正しく開ける状態になって
いるか確認して下さい

‘FALエラーログファイル名’

環境変数ERR_LOG_FILE を指定時は正しいパ
ス名になっているか確認して下さい
9 Couldn't write UOC error log

UOC ﾛｸﾞﾌｧｲﾙを開くことができません

UOC ﾛｸﾞﾌｧｲﾙが正しく開ける状態になってい
るか確認して下さい

10 CodeConvTBLfile: calloc error

ｺｰﾄﾞ変換ﾌｧｲﾙに使用するﾒﾓﾘを確保するこ 十分なﾒﾓﾘを確保してから再度実行して下さ FCU ｴﾗｰ(-155)
とができません

い

参照

11 dataOffset=数値, st.st_size=数値, MTO 転送終了後、入力側ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ内のﾃﾞｰﾀﾊﾞ ｴﾗｰ情報を収集して問い合せ下さい
ret=数値, offset=数値

ｲﾄ数と出力側ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｲﾙのﾊﾞｲﾄ数が異なり ｴﾗｰ情報収集方法

*1

ます
12 **File IO Record number unmatch

MTO/OTM 転送終了後、入力側から読み込ん ｴﾗｰ情報を収集して問い合せ下さい
だﾚｺｰﾄﾞ件数と出力側へ書き込んだﾚｺｰﾄﾞ件 ｴﾗｰ情報収集方法

*1

数が異なります
13 **KANJI IO Record number unmatch

MTO/OTM 転送終了後、UOC 変換へ渡したﾚｺｰ ｴﾗｰ情報を収集して問い合せ下さい
ﾄﾞ件数とUOC 変換後のﾚｺｰﾄﾞが異なります
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ｴﾗｰ情報収集方法

*1

FCU ｴﾗｰ(-153)
参照

表8.8.1-1 FCUのｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
項番 メッセージ

発生条件

14 fast_close: error

または

対処方法

備考

MTO 転送時のエラー処理中に出力側ｵｰﾌﾟﾝﾌ ｴﾗｰ情報を収集して問い合せ下さい
ｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗

ｴﾗｰ情報収集方法

*1

close
15 st.st_size=数値, dataOffset= OTM 転送終了後、入力側ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｲﾙのﾊﾞｲﾄ数 ｴﾗｰ情報を収集して問い合せ下さい

数値, error=数値

と出力側ﾃﾞｰﾀｾｯﾄへ書き込んだバイト数が ｴﾗｰ情報収集方法

*1

異なる
16 st.st_size=数値, dataOffset= OTM 転送終了後、入力側ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｲﾙのﾊﾞｲﾄ数 ｴﾗｰ情報を収集して問い合せ下さい

数値, error=数値

と出力側ﾃﾞｰﾀｾｯﾄへ書き込んだﾊﾞｲﾄ数が異 ｴﾗｰ情報収集方法

*1

なる
17 close error

OTM 転送時のｴﾗｰ処理中に入力側ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｲﾙ ｴﾗｰ情報を収集して問い合せ下さい

または

のｸﾛｰｽﾞに失敗

ｴﾗｰ情報収集方法

*1

fclose
18 -363 error found!

copying ...
19 Couldn't

Now OTM 転送時に出力側オープンファイルへ外 ｴﾗｰ情報を収集して問い合せ下さい
部から改ざんが発生

write

ｴﾗｰ情報収集方法

this 環境変数『 ERR_LOG_FILE 』に不正なパ

適正なパス名を指定して下さい。

message to 'ERR_LOG_FILE ス名を指定し、FAL エラーへの書
の値'

き込みが失敗

*1：第１０章 ﾄﾗﾌﾞﾙ発生時の情報収集を参照してください。
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*1

8.8.2 Windows の場合
表8.8-2

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-100

内

容

Parameter definition file : Open error （ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ：ｵｰﾌﾟﾝｴﾗｰ）
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙが作成されているか確認して下さい。
作成されている場合は、ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-101

Parameter : Count error （ﾊﾟﾗﾒﾀ：ﾊﾟﾗﾒﾀ数ｴﾗｰ）
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀの数が正しいか確認して下さい。

-102

Parameter : Direction error （ﾊﾟﾗﾒﾀ：ﾃﾞｰﾀ転送方向ｴﾗｰ）
⇒ ﾃﾞｰﾀ転送方向指定が “mto”, “otm” であるかどうか確認して下さい。

-103

Parameter : Main frame file name error （ﾊﾟﾗﾒﾀ：ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名ｴﾗｰ）
⇒ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名の指定が正しいか確認して下さい。

-104

Parameter : Open system file name error （ﾊﾟﾗﾒﾀ：ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名ｴﾗｰ）
⇒ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名の指定が正しいか確認して下さい。

-105

Parameter : Code conversion error （ﾊﾟﾗﾒﾀ：ｺｰﾄﾞ変換ｴﾗｰ）
⇒ ｺｰﾄﾞ変換指定が “No” であるかどうか確認して下さい。

-106

Parameter : Padding error （ﾊﾟﾗﾒﾀ：ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞｴﾗｰ）
⇒ ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ指定が “Yes”, “No” であるかどうか確認して下さい。

-107

Parameter : Delimiter error （ﾊﾟﾗﾒﾀ：ﾃﾞﾘﾐﾀｴﾗｰ）
⇒ ﾃﾞﾘﾐﾀ指定が “CRLF”, “No” であるかどうか確認して下さい。

-108

Parameter : Add parameter error （ﾊﾟﾗﾒﾀ：追加ﾊﾟﾗﾒﾀｴﾗｰ）
⇒ 追加ﾊﾟﾗﾒﾀの指定が正しいか確認して下さい。

-109

Parameter : Empty duplication error （ﾊﾟﾗﾒﾀ：ｴﾝﾌﾟﾃｨ重複ｴﾗｰ）
⇒ ｴﾝﾌﾟﾃｨ指定が複数あります。１つだけ指定して下さい。

-110

Parameter : RDW duplication error （ﾊﾟﾗﾒﾀ：RDW 重複ｴﾗｰ）
⇒ RDW 指定が複数あります。１つだけ指定して下さい。

-111

Parameter : VSE duplication error (ﾊﾟﾗﾒﾀ：VSE 重複ｴﾗｰ)
⇒ VSE 指定が複数あります。１つだけ指定して下さい。

-112

Parameter : VSE record format error

(ﾊﾟﾗﾒﾀ：VSE のﾚｺｰﾄﾞ形式ｴﾗｰ)

⇒ VSE のﾚｺｰﾄﾞ形式が｢F｣/｢FB｣/｢V｣/｢VB｣であるかどうか確認して下さい。
-113

Parameter : VSE record length error (ﾊﾟﾗﾒﾀ：VSE のﾚｺｰﾄﾞ長ｴﾗｰ)
⇒ VSE のﾚｺｰﾄﾞ長の指定が正しいかどうか確認して下さい。

-114

Parameter : VSE block length error (ﾊﾟﾗﾒﾀ：VSE のﾌﾞﾛｯｸ長ｴﾗｰ)
⇒ VSE のﾌﾞﾛｯｸ長の指定が正しいかどうか確認して下さい。

-115

Parameter : VSE count error

(ﾊﾟﾗﾒﾀ：VSE のﾊﾟﾗﾒﾀ数ｴﾗｰ)

⇒ VSE のﾊﾟﾗﾒﾀの個数が正しくありません。
VSE=ﾚｺｰﾄﾞ形式､ﾚｺｰﾄﾞ長､ﾌﾞﾛｯｸ長の形式で指定して下さい。
-116

Parameter : VSN unmach error (ﾊﾟﾗﾒﾀの VSN が誤っています)
⇒ VSN をﾁｪｯｸして下さい。VSN の指定文字数は１～６文字です。
また、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内に VSN が定義してあるか確認して下さい。
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表8.8-2
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-117

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
内
容

Parameter : PIPE duplication error

(ﾊﾟﾗﾒﾀ：PIPE の 2 重定義ｴﾗｰ)

⇒ PIPE 指定が複数あります。１つだけ指定して下さい。
-118

Parameter : PIPE error (ﾊﾟﾗﾒﾀ：OTM 時、PIPE 指定ｴﾗｰ)
⇒ OTM では PIPE をｻﾎﾟｰﾄしていません。PIPE 指定を削除して下さい。

-119

Parameter : PIPE Open file error (ﾊﾟﾗﾒﾀ：ﾊﾟｲﾌﾟｵｰﾌﾟﾝｴﾗｰ)
⇒ PIPE 指定されたｵｰﾌﾟﾝﾌｧｲﾙが\\.\PIPE\以外が定義されています。正しく指定して下さい。

-120

Volume definition file : Open error

（ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ：ｵｰﾌﾟﾝｴﾗｰ）

⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙが作成されているか確認して下さい。
作成されている場合は、ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。
-121

Volume definition file : Length error (ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの 1 ﾚｺｰﾄﾞのｻｲｽﾞが長すぎます)
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの 1 ﾚｺｰﾄﾞの文字数を 2079 文字以内にして下さい。(改行を含まず)

-122

Volume definition : Pysical drive Length error(ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名が長すぎます)
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ名を 1024 文字以内にして下さい。

-123

Volume definition : VOLSER Length error(ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の VSN の指定が長すぎます)
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の VSN の指定を 6 文字以内にして下さい。

-124

Volume definition : Emulation type length error
(ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが正しくありません)
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟを確認して下さい (10 文字以内)。

-125

Volume definition : MF type length error

(ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の MF ﾀｲﾌﾟが正しくありません)

⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の MF ﾀｲﾌﾟを MFA か MFN にして下さい。
-126

Volume definition : VSN identification length error
(ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の VSN 識別子の桁数が不当です｡)
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内の VSN 識別子を 35 文字以内して下さい

-127

Volume definition : No valid error（ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内のﾊﾟﾗﾒﾀが不正です）
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ中のﾊﾟﾗﾒｰﾀが正しく設定されているか確認して下さい。

-128

Volume definition : Read error （ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのﾘｰﾄﾞに失敗しました）
⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。

-129

Volume definition : Close error

（ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました）

⇒ Help ﾒﾆｭｰの Error でｼｽﾃﾑｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示し、OS のﾏﾆｭｱﾙによりｴﾗｰ内容を調べて下さい。

-130

Dataset : No dataset error （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄなしｴﾗｰ）
⇒ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名の指定が正しいか確認して下さい。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑの該当ﾎﾞﾘｭｰﾑにﾃﾞｰﾀｾｯﾄをｱﾛｹｰｼｮﾝして下さい。

-131

Dataset : Search error （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ：検索ｴﾗｰ）
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの定義が正しいか確認して下さい。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名の指定が正しいか確認して下さい。

-132

-133

Dataset : Information get error （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ：情報取得ｴﾗｰ）
⇒ ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの定義が正しいか確認して下さい。
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名の指定が正しいか確認して下さい。
Dataset : Organization error （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ：編成ｴﾗｰ）
⇒ ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別が順編成(SAM)か確認して下さい。
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表 8.8-2

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-134
-135

-136
-137

Dataset : Record format error

内
容
（ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ：ﾚｺｰﾄﾞ形式ｴﾗｰ）

⇒ ﾚｺｰﾄﾞ形式が、固定長ﾚｺｰﾄﾞまたは可変長ﾚｺｰﾄﾞか確認して下さい。
Dataset : Block length error （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ：ﾌﾞﾛｯｸ長ｴﾗｰ）
⇒ ﾌﾞﾛｯｸ長がOSでｻﾎﾟｰﾄしている範囲内か確認して下さい。
Dataset : Record length error （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ：ﾚｺｰﾄﾞ長ｴﾗｰ）
⇒ ﾚｺｰﾄﾞ長がOSでｻﾎﾟｰﾄしている範囲内か確認して下さい。
Dataset : Dataset size error （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ：ﾃﾞｰﾀｾｯﾄｻｲｽﾞｴﾗｰ）
⇒ ﾃﾞｰﾀ転送方向＝mtoでEmp=Noを指定しています。ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙにﾃﾞｰﾀがあるか確認して
下さい。
MF-file information の DS の値が 0 の場合は 0 ﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀｾｯﾄとなります。

-138

Dataset : Close error （ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ：ｸﾛｰｽﾞｴﾗｰ）
⇒ FAL ｴﾗｰ又は、ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-150

Main frame file : Open error （ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ：ｵｰﾌﾟﾝｴﾗｰ）
⇒ FAL ｴﾗｰ又は、ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-151

Main frame file : Read error （ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ：読込みｴﾗｰ）
⇒ FALｴﾗｰ又は、ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-152

Main frame file : Write error （ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ：書込みｴﾗｰ）
⇒ FALｴﾗｰ又は、ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-153

Main frame file : Close error （ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ：ｸﾛｰｽﾞｴﾗｰ）
⇒ FAL ｴﾗｰ又は、ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-154

Main frame file : Record format error （ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ：ﾚｺｰﾄﾞ形式ｴﾗｰ）
⇒ ﾚｺｰﾄﾞ形式が可変長のﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙに対し、otm ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞが指定されました。
固定長のﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙを選択するか、ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ指定を外して下さい。

-170

Open system file : Open error （ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ：ｵｰﾌﾟﾝｴﾗｰ）
⇒ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名の指定が正しいか確認して下さい。

-171

ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

Open system file : Read error （ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ：読込みｴﾗｰ）
⇒ ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-172

Open system file : Write error （ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ：書込みｴﾗｰ）
⇒ ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-173

Open system file : Close error （ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ：ｸﾛｰｽﾞｴﾗｰ）
⇒ ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-174

Open system file : No data error （ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ：ﾃﾞｰﾀなしｴﾗｰ）
⇒ ﾃﾞｰﾀが存在しているか確認して下さい。

-175

ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙにﾃﾞｰﾀを作成して下さい。

Open system file : Delimiter(CR) position error （ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ：ﾃﾞﾘﾐﾀ（CR）位置ｴﾗｰ）
⇒ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名/ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名が正しいか確認して下さい。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀのﾚｺｰﾄﾞ長を確認して下さい。（入力ﾌｧｲﾙのﾚｺｰﾄﾞ長がﾃﾞｰﾀｾｯﾄの
ﾚｺｰﾄﾞ長を超えているか、又はﾚｺｰﾄﾞ長＝4(ﾃﾞｰﾀ実体なし)のﾚｺｰﾄﾞを含んでいます）

-176

Open system file : Delimiter(LF) position error （ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ：ﾃﾞﾘﾐﾀ（LF）位置ｴﾗｰ）
⇒ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名/ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名が正しいか確認して下さい。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀのﾚｺｰﾄﾞ長を確認して下さい。
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表 8.8-2

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-177

内

容

Open system file : Record format error （ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ：ﾚｺｰﾄﾞ形式ｴﾗｰ）
⇒ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名/ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙ名が正しいか確認して下さい。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀのﾚｺｰﾄﾞ形式(固定長、可変長)を確認して下さい。

-178

Open system file : Record length error （ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ：ﾚｺｰﾄﾞ長ｴﾗｰ）
⇒ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ長が、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙのﾚｺｰﾄﾞ長を越えています。
ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ長を確認して、適正ﾚｺｰﾄﾞ長を持つﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙを選択して下さい。

-190

Code conversion error （ｺｰﾄﾞ変換ｴﾗｰ）
⇒ FAL ｴﾗｰ又は、ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-200

Process data get error （ﾌﾟﾛｾｽﾃﾞｰﾀ取得ｴﾗｰ）
⇒ FAL ｴﾗｰ又は、ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-211

Pipe close file：error（ﾊﾟｲﾌﾟｸﾛｰｽﾞﾌｧｲﾙ生成ｴﾗｰ）
⇒ FAL ｴﾗｰ又は、ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-220

(ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝｴﾗｰ)

External table file : Open error

⇒ ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙの名称が正しいか確認して下さい。
-221

External table file : Size error

ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

(ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙのｻｲｽﾞが不正)

⇒ ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙのｻｲｽﾞが 256 ﾊﾞｲﾄでない。ﾃｰﾌﾞﾙを正しく作成しているか確認して下さい。
-222

External table file : Read error (ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙのﾘｰﾄﾞｴﾗｰ)
⇒ ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-223

External table file : Close error (ｺｰﾄﾞ変換ﾃｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞｴﾗｰ)
⇒ ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認して下さい。

-240

Parameter : Direction, Padding, Delimiter combination error
(ﾊﾟﾗﾒﾀ：ﾃﾞｰﾀ転送方向、ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ、ﾃﾞﾘﾐﾀ指定の矛盾)
⇒ ﾃﾞｰﾀ転送方向＝otm、ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ Yes でﾃﾞﾘﾐﾀに No を指定しています。
ﾃﾞｰﾀ転送方向＝otm、ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ Yes のとき、ﾃﾞﾘﾐﾀを指定して下さい。

-241

Parameter : Direction, RDW combination error (ﾊﾟﾗﾒﾀ：ﾃﾞｰﾀ転送方向と RDW 指定の矛盾)
⇒ ﾃﾞｰﾀ転送方向＝otm で RDW=Yes を指定しています。
ﾃﾞｰﾀ転送方向＝otm のときは RDW=No を指定して下さい。

-242

Parameter : Code conversion, RDW combination error

(ﾊﾟﾗﾒﾀ：ｺｰﾄﾞ変換と RDW 指定の矛盾)

⇒ ｺｰﾄﾞ変換指定が No 以外で、RDW=Yes を指定しています。
ｺｰﾄﾞ変換指定が No 以外のとき、RDW=No を指定して下さい。
RDW=Yes のとき、ｺｰﾄﾞ変換指定は No を指定して下さい。
-243

Parameter :Padding, RDW combination error

(ﾊﾟﾗﾒﾀ：ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞと RDW 指定の矛盾)

⇒ ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞが Yes で、RDW=Yes を指定しています。
ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞが Yes のとき、RDW=No を指定して下さい。
RDW=Yes のとき、ﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞは No を指定して下さい。
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表 8.8-2

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
-244

内
Parameter :Delimiter, RDW combination error

容
(ﾊﾟﾗﾒﾀ：ﾃﾞﾘﾐﾀと RDW 指定の矛盾)

⇒ ﾃﾞﾘﾐﾀが Yes で、RDW=Yes を指定しています。
ﾃﾞﾘﾐﾀが Yes のとき、RDW=No を指定して下さい。
RDW=Yes のとき、ﾃﾞﾘﾐﾀは No を指定して下さい。
-245

Parameter : Specified VOLSER isn’t defined in Volume Definition file.
(ﾊﾟﾗﾒﾀ：VOLSER とﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ関連ｴﾗｰ)
⇒ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾌｧｲﾙのﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙ番号が、ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ内に定義されているか
確認して下さい。

-260

Parameter : UOC Edit mode duplication error （ﾊﾟﾗﾒﾀ : UOC 編集ﾓｰﾄﾞ重複ｴﾗｰ）

(K)

⇒ UOC 編集ﾓｰﾄﾞ指定が複数あります。１つだけ指定して下さい。

-261

Parameter : UOC Edit option duplication error （ﾊﾟﾗﾒﾀ : UOC 編集ｵﾌﾟｼｮﾝ重複ｴﾗｰ）

(K)

⇒ UOC 編集ｵﾌﾟｼｮﾝ指定が複数あります。１つだけ指定して下さい。

-262

Parameter : UOC I/O mode duplication error （ﾊﾟﾗﾒﾀ : UOC 入出力ﾓｰﾄﾞ重複ｴﾗｰ）

(K)

⇒ UOC 入出力ﾓｰﾄﾞ指定が複数あります。１つだけ指定して下さい。

-263

Parameter : UOC I/O option duplication error （ﾊﾟﾗﾒﾀ : UOC 入出力ｵﾌﾟｼｮﾝ重複ｴﾗｰ）

(K)

⇒ UOC 入出力ｵﾌﾟｼｮﾝ指定が複数あります。１つだけ指定して下さい。

-264

Parameter : Add parameter or UOC parameter error （ﾊﾟﾗﾒﾀ : 追加ﾊﾟﾗﾒﾀ or UOC ﾊﾟﾗﾒﾀｴﾗｰ）

(K)

⇒追加ﾊﾟﾗﾒﾀ又は、UOC ﾊﾟﾗﾒﾀの指定が正しいか確認して下さい。

-272

UOC error : Invalid delimiter or padding value

(K)

(UOC から出力されたﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ/ﾃﾞﾘﾐﾀ指定が不正です)
⇒ HMDE/KANJI のﾌｨｰﾙﾄﾞ定義ﾌｧｲﾙの内容を確認してください。

-273

UOC error : Version file open error (ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました)

(K)

⇒ ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認してください。

-274

UOC error : Version file read error (ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾌｧｲﾙのﾘｰﾄﾞに失敗しました)

(K)

⇒ ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認してください。

-275

UOC error : Version file close error (ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾌｧｲﾙのｸﾛｰｽﾞに失敗しました)

(K)

⇒ ｼｽﾃﾑｴﾗｰを確認してください。

-281

Parameter : Code conversion, UOC Edit mode combination error

(K)

（ﾊﾟﾗﾒﾀ : ｺｰﾄﾞ変換と UOC 編集ﾓｰﾄﾞ指定が矛盾しています）
⇒ ｺｰﾄﾞ変換 No 以外で、UOC 編集ﾓｰﾄﾞ(USER-EDIT)を指定しています。
UOC 編集ﾓｰﾄﾞ(USER-EDIT)を指定してする時はｺｰﾄﾞ変換指定を [No]にして下さい。

-282

Parameter : Delimiter, UOC Edit mode combination error

(K)

（ﾊﾟﾗﾒﾀ : ﾃﾞﾘﾐﾀと UOC 編集ﾓｰﾄﾞ指定の矛盾）
⇒ ﾃﾞﾘﾐﾀ CRLF で、UOC 編集ﾓｰﾄﾞ(USER-EDIT)を指定しています。
UOC 編集ﾓｰﾄﾞ(USER-EDIT)を指定してする時はﾃﾞﾘﾐﾀ指定を [No]にして下さい。
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表 8.8-2

FCU(LISTVOL/LISTVOL64)のｴﾗｰｺｰﾄﾞ･ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

内

容

-284

Parameter : RDW, UOC Edit mode combination error

(K)

（ﾊﾟﾗﾒﾀ : RDW と UOC 編集ﾓｰﾄﾞ指定が矛盾しています）
⇒ RDW=Yes で、UOC 編集ﾓｰﾄﾞ(USER-EDIT)を指定しています。
UOC 編集ﾓｰﾄﾞ(USER-EDIT)を指定してする時は RDW 指定を [RDW=No]にして下さい。

-285

Parameter : Direction, UOC I/O mode combination error

(K)

（ﾊﾟﾗﾒﾀ : ﾃﾞｰﾀ転送方向と UOC 入出力ﾓｰﾄﾞ指定が矛盾しています）
⇒ ﾃﾞｰﾀ転送方向 mto で、UOC 入出力ﾓｰﾄﾞ(NORMAL-IN, PIPE-IN)又は、
ﾃﾞｰﾀ転送方向 otm で、UOC 入出力ﾓｰﾄﾞ(NORMAL-OUT, USER-OUT, PIPE-OUT)
を指定しています。
UOC 入出力ﾓｰﾄﾞは指定しないで下さい。ﾃﾞｰﾀ転送方向 mto の場合は、NORMAL-OUT
ﾃﾞｰﾀ転送方向 otm の場合は、NORMAL-IN として動作します。

-300

Parameter definition file : Length error (ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの 1 ﾚｺｰﾄﾞのｻｲｽﾞが長すぎます)
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの 1 ﾚｺｰﾄﾞの文字数を 3199 文字以内にして下さい。(改行を含まず)

-301

Mainframe file name : Length error (ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の入力ﾌｧｲﾙ名(mto 時)／
出力ﾌｧｲﾙ名(otm 時)が長すぎます）
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の入力／出力ﾌｧｲﾙ名を 1024 文字以内にして下さい。

-302

Opensystem file name : Length error (ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の入力ﾌｧｲﾙ名(otm 時)／
出力ﾌｧｲﾙ名(mto 時)が長すぎます）
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の入力／出力ﾌｧｲﾙ名を 1024 文字以内にして下さい。

-303

Code conversion : Length error (ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内のｺｰﾄﾞ変換ﾌｧｲﾙ名が長すぎます)
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内のｺｰﾄﾞ変換ﾌｧｲﾙ名を 1024 文字以内にして下さい。

-304

VSE : Length error

(ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀの指定が正しくありません)

⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀ指定文字を 20 文字以内にして下さい。
-305

VSE record-format : Length error
(ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀ中、ﾚｺｰﾄﾞ形式の指定が正しくありません)
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀ中、ﾚｺｰﾄﾞ形式の指定を 2 文字以内にして下さい。

-306

VSE record-length : Length error
(ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀ中、ﾚｺｰﾄﾞ長の指定が正しくありません)
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀ中、ﾚｺｰﾄﾞ長の指定を 5 文字以内にして下さい。

-307

VSE block-length : Length error
(ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀ中、ﾌﾞﾛｯｸ長の指定が正しくありません)
⇒ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ内の VSE ﾊﾟﾗﾒﾀ中、ﾌﾞﾛｯｸ長の指定を 5 文字以内にして下さい。
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補足：Windows におけるｼｽﾃﾑｴﾗｰ一覧
errono.h winerror.h 記載内容と異なる意味合いの場合があります。(下表参照)
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
1 EPERM
2

ENOENT

5

EIO

11 EAGAIN
13 EACCES

意味
備考
MTO 時ｵｰﾌﾟﾝ側ｼｽﾃﾑが満杯の時に発生する場合があります。 FCU –172
⇒ｻｰﾊﾞｰの空き容量を確認して下さい。
ﾌｧｲﾙが存在しない場合に発生します。何のﾌｧｲﾙがないかは、
FCU 側ｴﾗｰｺｰﾄﾞを参照ねがいます。
⇒ﾌｧｲﾙ名の指定に誤りがないか、またﾌｧｲﾙが存在するか確
認ねがいます。
書き込もうとしたﾌｧｲﾙと同じ名前のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘが存在している
か、権限がないﾃﾞｨﾚｸﾄﾘまたはﾌｧｲﾙに書き込もうとする場合に
発生します。
書き込もうとしたﾌｧｲﾙが他で使用中の場合に発生することが
あります。
ｱｸｾｽ権が与えられていません。使用ﾌｧｲﾙのｱｸｾｽ権を確認して
下さい。
また、#50 までは、FCU を多重で起動した時にも発生する場合
があります。

8.8.2.1 Windowsにおけるその他のｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ一覧
以下のﾒｯｾｰｼﾞは、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ名.logに出力されます。
表8.8.2-1
項

メッセージ

FCUのｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

発生条件

対処方法

備考

番
１ **File IO Record number unmatch

MTO/OTM 転送終了後、入力側から読み込ん ｴﾗｰ情報を収集して問い合せ下さい
だﾚｺｰﾄﾞ件数と出力側へ書き込んだﾚｺｰﾄﾞ件 ｴﾗｰ情報収集方法

*1

数が異なる
２ **KANJI IO Record number unmatch MTO/OTM 転送終了後、UOC 変換へ渡したﾚｺｰ ｴﾗｰ情報を収集して問い合せ下さい

ﾄﾞ件数とUOC 変換後のﾚｺｰﾄﾞが異なる

ｴﾗｰ情報収集方法

*1：第１０章 ﾄﾗﾌﾞﾙ発生時の情報収集を参照してください。
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*1

９ 使用上の注意事項
(1) FCUは、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側でSAMﾌｧｲﾙの作成が完了したか否かをﾁｪｯｸする機能は持っていません。
このため、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側ｼﾞｮﾌﾞの終了を目視により確認する、あるいはﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側とｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ側との連
絡機構を構築する必要があります。また独自の排他制御を行っていませんので、当該ﾌｧｲﾙ/ﾎﾞﾘｭｰﾑ
への競合(ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ-ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間/ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ-ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ間のFAL/FCU/listvolの同時ｱｸｾｽ)が発生しない
ように運用して下さい。競合が発生した場合のFCUｴﾗｰ情報については、8.8節を参照して下さい。
Linux版FCUからOTM転送を行った直後にﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側から当該ﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対してI/Oを出す場合、
OTM転送処理とﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側I/O処理の間に60秒以上のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙをとって下さい。
(2) Solarisの場合、FCUの起動時に｢libXm.so.xxがない｣というｴﾗｰが発生することがあります。
上記ｴﾗｰが発生した場合、Xmﾗｲﾌﾞﾗﾘへのﾊﾟｽの設定が必要です。以下の例を参考に設定して下さい。
また、下記の処理終了後、一度ﾛｸﾞｱｳﾄし、再度ﾛｸﾞｲﾝして下さい。
(A) Cｼｪﾙの場合：ﾎｰﾑﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの .cshrc に以下の1行を追加する。
(ﾌｧｲﾙが無い場合は作成する)
setenv LD_LIBRARY_PATH /usr/dt/lib:$LD_LIBRARY_PATH
(B) Cｼｪﾙ以外の場合：ﾎｰﾑﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの .dtprofile に以下の2行を追加する。
(ﾌｧｲﾙが無い場合は作成する)
LD_LIBRARY_PATH=/usr/dt/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
注：共通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ環境がないﾏｼﾝでは、｢.profile｣に上記行を追加してください。
ﾌｧｲﾙがない場合は作成してください。
(3) FCUで処理するUNIXﾌｧｲﾙを外付けのﾃﾞｨｽｸに置く場合、FCUを実行する前に
ﾏｳﾝﾄ処理を済ませておいて下さい。FCU実行中にﾏｳﾝﾄ処理を行うとﾃﾞｰﾀ交換処理の正常
性は保証できません。(FCUで異常を検出する場合としない場合があります)
(4) HPの時、PB-BUSの装置でFAL/FCUを動作させないでください。ﾃﾞｰﾀの保証ができません。
(5) FCUはVTOC以外のﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側の管理情報は参照しません。
従って、ｶﾀﾛｸﾞ等によるｱｸｾｽ制御、機密保護等の機能は作用しません。
(6) FCUは、索引VTOCをｻﾎﾟｰﾄしていませんので索引を利用した効率的な処理はできません。
ただし、VTOCの全領域をｼｰｹﾝｼｬﾙにｱｸｾｽしてﾃﾞｰﾀｾｯﾄのｻｰﾁをおこないますので、索引VTOCで管理さ
れているﾃﾞｰﾀｾｯﾄにもｱｸｾｽは可能です。
(7) ｢空白｣付きのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名称はｻﾎﾟｰﾄしていません。｢空白｣付きのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名称を持つﾃﾞｰﾀｾｯﾄが処理
の対象となった場合、｢空白｣までの文字列をﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名称として処理します。
(8) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑがSolarisの場合、定義するﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝのｻｲｽﾞはﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側のﾎﾞﾘｭｰﾑのｻｲｽﾞと一致させて
下さい。ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝのｻｲｽﾞがﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側のﾎﾞﾘｭｰﾑより小さい場合、ﾎﾞﾘｭｰﾑの最後までｱｸｾｽすること
が出来なくなります。
(9) ﾕｰｻﾞID＝root(ｽｰﾊﾟｰﾕｰｻﾞ)で共用ﾎﾞﾘｭｰﾑ(3390-3B等)のｲﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝを行った状態のままでは一般ﾕｰｻﾞ
はFCUを使用することができません(ｽｰﾊﾟﾕｰｻﾞは使用可能)。一般ﾕｰｻﾞにFCUを使用させたい場合は
共用ﾎﾞﾘｭｰﾑの所有者(root)と当該ﾕｰｻﾞとでｸﾞﾙｰﾌﾟを構成し、共用ﾎﾞﾘｭｰﾑに対するｱｸｾｽ権を当該
ﾕｰｻﾞに与えて下さい。
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(10)UNIX版で操作画面を使用する指定でFCUを起動すると以下のﾜｰﾆﾝｸﾞﾒｯｾｰｼﾞが出力されることが
ありますが、FCUの実行には全く問題がありませんので無視して下さい。
Warning: Missing charsets in String to FontSet conversion
Warning: Cannot convert string “-dt-interface system-medium-r-normal-m*-*-*-*-*-*-*-*-*” to
type FontSet
(11) FAL/FCU（Windows版を除く）のﾌﾟﾛｾｽに対して以下のｼｸﾞﾅﾙが送信されると、ﾌﾟﾛｾｽが異常
終了して他のFAL/FCUﾌﾟﾛｾｽが残存し、また、保持していた共有ﾒﾓﾘが解放されないままﾒﾓﾘ空間
を占有し続けることがあります。この場合、killｺﾏﾝﾄﾞを用いてﾌﾟﾛｾｽを、ipcrmｺﾏﾝﾄﾞを用いて
KEY＝0の共有ﾒﾓﾘを削除して下さい。killおよびipcrmの使用方法については、各OSのﾏﾆｭｱﾙを参
照して下さい。
SIGUSR1, SIGUSR2, SIGILL, SIGTRAP, SIGIOT, SIGABRT, SIGEMT, SIGFPE, SIGKILL, SIGBUS,
SIGSEGV, SIGSYS, SIGALRM, SIGPOLL, SIGIO, SIGSTOP, SIGTSTP, SIGCONT, SIGTTIN, SIGTTOU,
SIGVTALRM,SIGPROF, SIGXCPU, SIGXFSZ, SIGWAITING, SIGLWP, SIGFREEZE, SIGTHAW, SIGCANCEL
(12) WindowsNTのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 01-01-34より古いﾊﾞｰｼﾞｮﾝを既にお使い頂いている場合、01-01-34以降の
新しいﾊﾞｰｼﾞｮﾝにｱｯﾌﾟする際、次の点に特にご注意ください。
① ﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの名称が「fcudata.param」→「fcudata.prm」と新しくなっています。
今お使いのﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの名称を新しい名称に合わせて変更（ﾘﾈｰﾑ）してください。
操作画面の表示が必須となり、起動ﾊﾟﾗﾒﾀで「-nw」の指定が無くなりました。
② ｴﾗｰｺｰﾄﾞの体系が新しくなりました。またﾛｸﾞﾌｧｲﾙも、FCUに関する情報がより詳細になり、独立
したﾌｧｲﾙに出力するよう構成を新しくしています。ご注意ください。
③ 連続実行（Continuous execution）時、途中結果（個々の正常/異常）を目視確認しながら作業
したい場合は、Error Information ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを予め開いて、画面上FCU本体画面と重ならない見易
い位置に配置してください。
（連続実行の最終結果のみ知りたい場合、本操作は不要です。）
④ 3.2.2節の(2)に示したｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙの操作は、01-01-34以降の新しいﾊﾞｰｼﾞｮﾝからさらに新しい
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝにｱｯﾌﾟする際に有効な方法を示しています。01-01-34より古いﾊﾞｰｼﾞｮﾝからｱｯﾌﾟする際に
は、FCUのｲﾝｽﾄｰﾙ先ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘから、Delｺﾏﾝﾄﾞにより不要ﾌｧｲﾙを削除してください。
⑤ [-nc]が指定されていない場合でも、次の簡単な操作によりﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ「fcudata.prm」
を使って動作することができます。
→ FCUの起動に続き、Openﾎﾞﾀﾝ
を使ってﾌｧｲﾙ参照ﾀﾞｲｱﾛｸﾞから「fcudata.prm」を選択してく
ださい。
（ﾃﾞﾌｫﾙﾄで最初、FCUのｲﾝｽﾄｰﾙ先ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに存在する全てのﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ「xxxxxx.prm」を表示
していますので、その中にある「fcudata.prm」がすぐに選べます。）
(13) ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ－ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ交換時は、ｺｰﾄﾞ変換をｻﾎﾟｰﾄしておりません。
ｺｰﾄﾞ変換ﾊﾟﾗﾒｰﾀは、必ず｢No｣を指定して下さい。
ｺｰﾄﾞ変換、ﾌｧｲﾙ名を指定するとｴﾗｰになります。
（14）中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対するｸﾗｽﾀ構成(WindowsのMSCS及びAIXのHACMPを除く)/交替ﾊﾟｽ構成(HDLMを除く)
の動作保証はできません。ｸﾗｽﾀﾘﾝｸﾞｿﾌﾄを使用しﾌｪｲﾙｵｰﾊﾞした場合、転送中のﾃﾞｰﾀに関してはﾃﾞｰﾀ
保証できません。ﾃﾞｰﾀ転送を再実行して下さい。
(15) Windowsより中間ﾎﾞﾘｭｰﾑへの書き込み後、本ﾎﾞﾘｭｰﾑにｱｸｾｽする場合は、1～3秒程度のﾃﾞｨﾚｲを持
たせて下さい。ﾃﾞｨﾚｲの時間はｻｰﾊﾞｰの性能により異なります。（NTではNTｷｬｯｼｭ上に書き込み後、
HDにﾃﾞｰﾀが書き込まれるまでに時間がかかることがあります。）
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(16) Windows上で、mtoを行うｵｰﾌﾟﾝ側ﾎﾞﾘｭｰﾑの拡張を行う場合には必ず、装置のﾘﾌﾞｰﾄを行って下さい｡
(mtoした後、ﾎﾞﾘｭｰﾑの拡張を行い装置のﾘﾌﾞｰﾄを行わないと、ﾃﾞｰﾀを他装置(ﾈｯﾄﾜｰｸ接続装置等)から
更新すると、そのﾃﾞｰﾀを読み出した時、変更が反映されない場合があります。)
(17) FCUでﾊﾟｲﾌﾟ出力機能を使用してﾃﾞｰﾀを転送し、転送結果に不具合が生じた場合、次の操作で
FCUが出力したﾊﾟｲﾌﾟ上のﾃﾞｰﾀ（UNIX系OS上のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾕﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが加工して
いないﾃﾞｰﾀ）を取得し、その内容に問題がないか確認して下さい。
① FAL/FCUで、ﾊﾟｲﾌﾟ出力機能を使用したﾃﾞｰﾀ転送を実行する
② UNIX OSの標準ｺﾏﾝﾄﾞ “dd”を使用して、ﾊﾟｲﾌﾟ上のﾃﾞｰﾀをﾌｧｲﾙに格納する
例： “ dd

if=pipe-file of=outfile “
pipe-file：FCUのﾊﾟｲﾌﾟ出力時に指定したﾊﾟｲﾌﾟ名
outfile ：ﾊﾟｲﾌﾟ上のﾃﾞｰﾀを格納するﾌｧｲﾙ名

(18) ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-YY/ZZ(YY＝数字,ZZ＜20)(Largeﾌｧｲﾙ未ｻﾎﾟｰﾄ版)のFAL/FCUで、２Gbyte
以上のﾌｧｲﾙを処理することはできません。(異常終了を返します）
(19) ﾎﾞﾘｭｰﾑｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞやﾃﾞｰﾀｾｯﾄ名に使用する”\”と”〵”の文字は、共にASCIIｺｰﾄﾞでは16進数で(5C)です。
（日本語環境では”\”、英語環境では”〵”になります）
(20) FAL/FCUにて使用する共有ﾒﾓﾘ(shmget()による)のｻｲｽﾞは8byte～1048576byteです。
Solarisの場合、/etc/systemファイル内の下記設定をする場合は、YYYYY≦8, XXXXX≧1048576と
なるようにしてください。（ﾃﾞﾌｫﾙﾄの範囲内であるため下記設定は特に必要はありません。）
set shm:shiminfo_shmmax=XXXXX
set shm:shiminfo_shmmin=YYYYY
(21) UNIX SVR4(NCR)の時、｢ulimit」のﾃﾞﾌｫﾙﾄ値が65536ﾌﾞﾛｯｸとなっており、32Mbyteより大きいﾌｧｲﾙ
にｱｸｾｽできません。それ以上のｻｲｽﾞの転送を行う場合には、「ulimit」のﾊﾟﾗﾒｰﾀを無効にして
下さい。
(22) 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対するｸﾗｽﾀ構成(WindowsのMSCS及びAIXのHACMPを除く)/交替ﾊﾟｽ構成(HDLMを除く)の
動作保証はできません。
・ 拡張VTOCはｻﾎﾟｰﾄしません。
・ ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞのついているﾎﾞﾘｭｰﾑ/ﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対しても、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞのﾁｪｯｸなしでOTM/MTO可能となります。
・ LISTVOL/LISTVOL64/FCUにおいて、ﾚｺｰﾄﾞ形式の表示は、F/Vのみです。
・ LISTVOL/LISTVOL64/FCUにおいて、ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ編成種別がSAM以外の時、TT R EX(Cyl:Trk)の表示内容
は保証できません。
(23) 01-01-42/01以前のﾊﾞｰｼﾞｮﾝでは可変長でﾃﾞｰﾀ実体の無い(ﾚｺｰﾄﾞ長＝4)ﾃﾞｰﾀを含むﾃﾞｰﾀｾｯﾄは扱えま
せんでしたが以降のﾊﾞｰｼﾞｮﾝでは実体なしのﾃﾞｰﾀを含むﾃﾞｰﾀｾｯﾄも扱えるようになりました。
(24) ﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙ上の記載に誤りがある時、それ以降の行に記載されているﾎﾞﾘｭｰﾑに対し、
fcu(otm&mto)/listvol/ﾌｫｰﾏｯﾀ/ｱﾛｹｰﾀ等の操作は行えません。
(25) 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑはﾒｲﾝﾌﾚｰﾑとｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ間で共用するﾌｧｲﾙを確認する為のﾎﾞﾘｭｰﾑです。中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ上の
ﾃﾞｰﾀはﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側より直接更新しないで下さい。
特にﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOSがVOS1の場合、下記制限があります。
･中間ﾎﾞﾘｭｰﾑにOTMしたﾃﾞｰﾀは、FACYで別ﾎﾞﾘｭｰﾑにｺﾋﾟｰするか、ﾃﾞｰﾀ管理を用いて作成した UPにて
ﾃﾞｰﾀの読み込みを行ってください。中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ上のﾃﾞｰﾀｯｾｯﾄは直接拡張処理を行えません。
(FDUMPによるｺﾋﾟｰ/ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ後のﾃﾞｰﾀも拡張処理は行えません)。
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(26) FALにてｱｸｾｽ中の中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対し、他（ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ/他ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑまたは同一ｼｽﾃﾑ上の他ｽﾚｯﾄﾞ/ﾌﾟﾛｾｽ）
からの処理は保証していません。ｱｸｾｽ中の中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対する他からの処理は行わないでください。
ただし、AIXは除いてMTO同士であれば同一ﾎﾞﾘｭｰﾑへの競合は可能です(AIXで他ｻｰﾊﾞと中間ﾎﾞﾘｭｰﾑを
共用する場合はﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-60(XX≧03)以降で環境変数を定義することで可能となります)。
UNIX系OSにおいて、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-48以降は、他ﾃﾞｰﾀｾｯﾄであれば、AIXは除いてOTMの競合も可能
です。ただし、同一のAIXにおいては、他ﾃﾞｰﾀｾｯﾄのOTMの競合は可能です(AIXで他ｻｰﾊﾞと中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ
を共用する場合はﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-60以降(XX≧03)で環境変数を定義することで可能となります)。
Windows系OSにおいては、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ01-XX-50以降は、他ﾃﾞｰﾀｾｯﾄであれば、OTMの競合も可能です。
(27)ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑOSが、MVS/MSP/VOS3/VSE/VOS1の場合､同一ﾃﾞｰﾀｾｯﾄに対しﾃﾞｰﾀを入力する場合、ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑか
らの書込み時より、otmでﾃﾞｰﾀを入力したほうが書き込み可能ﾚｺｰﾄﾞ数が少なくなる場合があります。
(otmでは、格納可能ﾌﾞﾛｯｸを入れたあとの残ｴﾘｱに格納可能なﾚｺｰﾄﾞを短ﾌﾞﾛｯｸ化して格納してい
ません。）
(28) HMDE/KANJI連携時の注意事項を以下に示します。
① HMDE/KANJI 変換後/変換前のﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞは１ﾚｺｰﾄﾞ 64kbyte 以内になるよう設定してください。
② 固定長ﾚｺｰﾄﾞに OTM する時、旧 KANJI(01-03/XX 以前)か HMDE/KANJI 側にﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ指定が
ないとき、ﾃﾞﾘﾐﾀ位置が固定でないと処理できません。またその時、ﾃﾞﾘﾐﾀを除いたｻｲｽﾞ
(HMDE/KANJI 変換前)がﾚｺｰﾄﾞ長より短くないと処理できません。
③ HMDE/KANJI は FAL/FCU をｲﾝｽﾄｰﾙした後にｲﾝｽﾄｰﾙして下さい。
FAL/FCU のみﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟする時は、3.2 章を参照して下さい。HMDE/KANJI 用のﾗｲﾌﾞﾗﾘ
（UNIX: /usr/lib/libuoc.*, NT:ｲﾝｽﾄｰﾙ先¥uoc.dll）を別名にｺﾋﾟｰしておき、FAL/FCU ｲﾝｽﾄｰﾙ後、元に
戻してください。（FAL/FCU をｲﾝｽﾄｰﾙすると、ﾀﾞﾐｰのﾗｲﾌﾞﾗﾘをｺﾋﾟｰしてしまい、この状態では
HMDE/KANJI は動作しません)本操作を忘れた場合、再度 HMDE/KANJI をｲﾝｽﾄｰﾙして下さい。
④ ﾗｲｾﾝｽｷｰｺｰﾄﾞ入力前に MTO を行なうと 0byte ﾌｧｲﾙが作成されます。その場合、ﾗｲｾﾝｽｷｰを入力後
に再度 MTO を行なって下さい。
(29) 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対しｵｰﾌﾟﾝ側から、FAL 以外のｱｸｾｽは行わないでください。（たとえば、dd ｺﾏﾝﾄﾞ）
(30) ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側 OS が VSE の時、OTM したﾃﾞｰﾀをﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ側にて別ﾎﾞﾘｭｰﾑにｺﾋﾟｰした後でも、DFSORT
は行えません。（Ditto によりｺﾋﾟｰすれば可能です。）
(31) FAL は RAW ﾃﾞﾊﾞｲｽｱｸｾｽを使用しています。ｵｰﾌﾟﾝ側 OS が AIX4.3.3 で Fibre 接続の場合、root 以外
のﾕｰｻﾞｰから中間ﾎﾞﾘｭｰﾑのｱｸｾｽを行う時には、AIX のﾊﾟｯﾁ（APAR:IY11245）が必要です。
(32) Windows2000 の場合、中間ﾎﾞﾘｭｰﾑ(ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟが 3390-3x/3390-9x/3390-Lx/3390-Mx/3380-3x /3380-Kx/
6588-3x/6588-9x/6588-Lx/6586-Kx(x＝A,B,C))に対しﾃﾞｨｽｸの署名を行なわないで下さい。
Windows2000 で中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対してﾃﾞｨｽｸの署名を行なった場合は、他 OS と中間ﾎﾞﾘｭｰﾑの
共用使用は保証できません。
また、Windows2000 に中間ﾎﾞﾘｭｰﾑが単独で接続され(他 OS との共用無し)、中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対して
ﾃﾞｨｽｸの署名を行なった場合は、system log に write ｴﾗｰが発生しますが、FAL/FCU の動作上、
問題ありません。
MSCS 構成を組む場合、Windows2000 Service Pack 1 以降が必須です。もし Service Pack 1 をｲﾝｽﾄｰﾙ
しないと、署名なしのﾃﾞｨｽｸを MSCS 構成配下で扱えません。Service Pack 1 の扱いに関しては別途
相談願います。
(33)Windows で、MSCS 構成を組む場合、中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対し署名書きを行う必要があります。
書かないと中間ﾎﾞﾘｭｰﾑにｱｸｾｽできません。

－237－

(34)Solaris で OTO する場合、OPEN-L/M/V 及び LUSE で 32768 ｼﾘﾝﾀﾞ以上のﾎﾞﾘｭｰﾑは、他ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑで
使用可能なｼﾘﾝﾀﾞ数よりも小さくなります。
Solaris に合わせて、ﾎﾞﾘｭｰﾑをﾌｫｰﾏｯﾄするようにして下さい。
（OPEN-L/M/V をﾌｫｰﾏｯﾄする際のﾃﾞﾌｫﾙﾄ値は、Solaris で使用可能なｼﾘﾝﾀﾞ数となっています。）
(35)64bitFAL を使用してﾃﾞｰﾀ転送を行う場合、Fibre は 64bit 対応のものを使用して下さい。
AIX の場合、Fibre は IBM 純正のものを使用して下さい。
(36)AIX 版の 64bitFAL は、AIX V4.3.3 と AIX V5.x で互換性がありません。ｲﾝｽﾄｰﾙして使用する
場合は、OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝにあったものをｲﾝｽﾄｰﾙするようにして下さい。
ｲﾝｽﾄｰﾙに関しては、3.2.3 章を参照して下さい。
(37)FCU は 32bitFAL を使用して動作します。
(38) M/F から新たにﾃﾞｰﾀｾｯﾄを割当てた時は、MTO 又は OTM を実行する前に VTOC の DSCB1
にあるﾃﾞｰﾀｾｯﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀの最終ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾗｸﾞを確定させるため、必ず M/F から当該ﾎﾞﾘｭｰﾑにﾀﾞﾐｰ
ﾃﾞｰﾀを書いてから実行して下さい。
(39) I/H ｼｪｱの環境で FAL/FCU を使用する場合は、FAL/FCU のﾊﾞｰｼﾞｮﾝを 01-XX-57 以上で
使用して下さい。(XX≧02)
(40)AIX で FAL/FCU を使用する場合、中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対して PVID を設定しないで下さい。
PVID を設定した場合、動作保証はできません。
(41)中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対して check sum ｺﾏﾝﾄﾞは実行しないで下さい。
(42)FCU ｺﾏﾝﾄﾞでﾃﾞｰﾀを書き込む際に、転送先のｻｲｽﾞよりも大きいﾃﾞｰﾀを書き込んだ場合
mto 時：書き込んでいって OS のｼｽﾃﾑ容量をｵｰﾊﾞｰした場合に FCU のｼｽﾃﾑｴﾗｰとなる。
otm 時：書き込んでいって最終ﾄﾗｯｸ書き込み後ﾄﾗｯｸが無い場合に FAL ｴﾗｰ(-28)となる。
(43) AIX 共用ｵｰﾌﾟﾝ機能を使用した場合は、AIX の仕様によりﾃﾞｰﾀ量が 2Gbyte を超える転送を行うことは
出来ません。この制限は 32bit 版 OS が対象です。
(44)AIX V5.2 ML01(Maintenance Level 01)以上をご使用になられる場合は、日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｻﾌﾞｼｽﾃﾑ向け
HTC_ODM ﾊﾟｯｹｰｼﾞの適用が必須となります。
(45)AIXｻｰﾊﾞでHDLM連携を行う場合は、AIXｻｰﾊﾞに現在適用されている日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｻﾌﾞｼｽﾃﾑ向け
HTC_ODMﾊﾟｯｹｰｼﾞが、中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに使用するﾃﾞﾊﾞｲｽｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟに対応していることを、
ご確認願います。
(46)UNIXの場合、autoppkeysetｺﾏﾝﾄﾞではlibfalmt.*に対するﾗｲｾﾝｽｷｰ設定は行いません。
ppkeysetｺﾏﾝﾄﾞを使用してください。
(47)Windowsの場合、autoppkeyset.exeｺﾏﾝﾄﾞではfalmt.dllに対するﾗｲｾﾝｽｷｰ設定は行いません。
ppkeyset.exeｺﾏﾝﾄﾞを使用してください。
(48)Windowsの場合、fcuｺﾏﾝﾄﾞ実行時に-Pｵﾌﾟｼｮﾝを指定した場合はこれを無視します。また、fcu
ｺﾏﾝﾄﾞはｵﾌﾟｼｮﾝ(“－“付の指定値)以外の最初の引数をﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙとみなして動作するため、
引数と同じ名前のﾌｧｲﾙ(絶対ﾊﾟｽの場合はその指定先ﾌｧｲﾙ)が存在する場合はFCUを終了せずに
これを読出して処理を行うことになります。
例：# fcu -nw -nc -P mto VSNAAA:DSNAME outfile No No No
この場合は｢mto｣をﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙとみなします。
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(49)CPUタイプがAMD64/Intel64でOSが64ビット版Linuxの場合、32ビット用のFAL/FCUをインストール
する必要がありますが、以下の点に注意してください。
64ビット版のLinuxで32ビット用 FAL/FCUを動作させるためには32ビットアプリケーションを動作
させるためのライブラリ(ld-linux.so.2)が必要となります。
このライブラリを含むパッケージ(OSのバージョン毎に異なる場合があります)をOS提供元に問い
合わせ、インストールの有無を確認の上適用してください。
(OS提供元にパッケージを確認する際、このライブラリと依存関係にあるライブラリが存在しないか
確認し、存在する場合は併せてインストールして下さい)
(50)WindowsにてCodeConverterを使用する際には、WindowsのOSビットにかかわらず32bit版のFAL/FCUを
使用してください。
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10 ﾄﾗﾌﾞﾙ発生時の情報収集
ﾄﾗﾌﾞﾙが発生し、原因が究明できない場合は以下の情報を収集して連絡して下さい。
(1) UNIX系OSの場合
① ｴﾗｰｺｰﾄﾞ(FCUｴﾗｰｺｰﾄﾞ、FALｴﾗｰｺｰﾄﾞ、SYSｴﾗｰｺｰﾄﾞ)
⇒ ｢-nw｣､｢-nc｣指定でFCUを使用している場合､ｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝに表示されています。
FCUの画面を使用している場合､HelpﾒﾆｭｰのErrorでも取り出せます。
② FCUのﾊﾟﾗﾒﾀ
⇒ ｢-nw｣指定でFCUを使用している場合､ｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝに表示されています。
FCUの画面を使用している場合､操作画面にも表示されています。
③ 使用したﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容 (datasetmount.dat)
④ ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを使用している場合には、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの内容 (ﾃﾞﾌｫﾙﾄ名：fcudata.param)
⑤ ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを使用している場合には、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容 (ﾃﾞﾌｫﾙﾄ名：multidef.dat)
⑥ ｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝの履歴が取れる場合は、その履歴。
⑦ FALでｴﾗｰを検出している場合には、以下のｴﾗｰﾛｸﾞﾌｧｲﾙ､ﾀﾞﾝﾌﾟﾌｧｲﾙを作成しています
ので、その内容を採取して下さい。
ただし、環境変数で｢ERR_LOG_FILE｣､｢ERR_DUMP_FILE｣が指定されている場合には、指定された
ﾌｧｲﾙにｴﾗｰﾛｸﾞ､ﾀﾞﾝﾌﾟを出力しています。
/tmp/fal_error 及び /tmp/fal_error.bak
/tmp/fal_dump 及び /tmp/fal_dump.bak
/tmp/uocmtoedit_log 及び /tmp/uocmtoedit_log.bak (HMDE/KANJI(注)連携時のみ)
/tmp/uocmtoout_log 及び /tmp/uocmtoout_log.bak (HMDE/KANJI連携時のみ)
/tmp/uocotmedit_log 及び /tmp/uocotmedit_log.bak (HMDE/KANJI連携時のみ)
⑧ syslogの内容(特にｴﾗｰ情報)
⑨ ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ名
⑩ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOS
⑪ 「uname -a 」ｺﾏﾝﾄﾞ実行時の表示
⑫ 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑの情報
・listvolの表示結果
⑬ ﾃﾞｰﾀの特徴
・ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ または ﾊﾞｲﾅﾘﾃﾞｰﾀ
⑭ HMDE/KANJI連携時はHMDE/KANJIのﾄﾗﾌﾞﾙ発生時の情報
採取する情報はHMDE/KANJIのﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞを参照してください。
⑮ 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対して HDLM(JP1/HiCommand Dynamic Link Manager)を使用している場合は
HDLM のﾕｰｻﾞｽﾞｶﾞｲﾄﾞを参照して必要な情報を採取して下さい。
(注)「Code Conveter」を使用しているお客様は、「HMDE/KANJI」を「Code Converter」と読み替えて
下さい。
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(2) Windows の場合
① FCU ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ
FCU ﾛｸﾞは、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ名に「.log」を付加したﾌｧｲﾙに記録されます。
(例) ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ : Test.prm
FCU ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ : Test.prm.log
② ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙを使用している場合には、ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙの内容
(ﾃﾞﾌｫﾙﾄ名：fcudata.prm)
③ 使用したﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容 (datasetmount.dat)
④ ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙを使用している場合には、ﾏﾙﾁﾎﾞﾘｭｰﾑ定義ﾌｧｲﾙの内容
(ﾃﾞﾌｫﾙﾄ名：multidef.dat)
⑤ FAL ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ
C:¥fal_error 及び、C:¥fal_error.bak
C:¥fal_dump 及び、C:¥fal_dump.bak
C:¥tmp¥uocmtoedit_log及び、C:¥tmp¥uocmtoedit_log.bak(HMDE/KANJI(注)連携時のみ)
C:¥tmp¥uocmtoout_log及び、C:¥tmp¥uocmtoout_log.bak(HMDE/KANJI連携時のみ)
C:¥tmp¥uocotmedit_log及び、C:¥tmp¥uocotmedit_log.bak(HMDE/KANJI連携時のみ)
C:¥tmp¥uocpipeout_log及び、C:¥tmp¥uocpipeout_log.bak(HMDE/KANJI連携時のみ)
C:¥tmp¥uocpipein_log及び、C:¥tmp¥uocpipein_log.bak(HMDE/KANJI連携時のみ)
（C:¥tmpﾃﾞｨﾚｸﾄﾘがない場合は、上記HMDE/KANJI連携時のﾛｸﾞは出力しません）
⑥ ﾜﾄｿﾝ博士ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ(ｴﾗｰ時にﾜﾄｿﾝ博士のﾒｯｾｰｼﾞが表示された場合)
DRWTSN32.LOG
ﾜﾄｿﾝ博士ﾛｸﾞﾌｧｲﾙは、ﾃﾞﾌｫﾙﾄでは、Windowsをｲﾝｽﾄｰﾙした際に指定したﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに作成
されます。
(例) C:¥WINNT
ﾜﾄｿﾝ博士については、Windows のｵﾝﾗｲﾝﾍﾙﾌﾟを参照して下さい。
⑦ Windows ｲﾍﾞﾝﾄﾛｸﾞ(ｼｽﾃﾑ/ｾｷｭﾘﾃｨ/ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを各々ﾌｧｲﾙに出力して下さい。)
⑧ Windowsのﾊﾞｰｼﾞｮﾝまたはｻｰﾋﾞｽﾊﾟｯｸ
⑨ ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑのOS
⑩ 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑの情報
・MF-file information画面のハードコピー
⑪ ﾃﾞｰﾀの特徴
・ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ または ﾊﾞｲﾅﾘﾃﾞｰﾀ
⑫ HMDE/KANJI連携時はHMDE/KANJIのﾄﾗﾌﾞﾙ発生時の情報
採取する情報はHMDE/KANJIのﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞを参照してください。
⑬ 中間ﾎﾞﾘｭｰﾑに対して HDLM(JP1/HiCommand Dynamic Link Manager)を使用している場合は
HDLM のﾕｰｻﾞｽﾞｶﾞｲﾄﾞを参照して必要な情報を採取して下さい。
(注)「Code Conveter」を使用しているお客様は、「HMDE/KANJI」を「Code Converter」と読み替えて下さい。
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付録
ﾛｸﾞﾌｫｰﾏｯﾄ例
次は FAL/FCU で出力するﾛｸﾞの例です。
尚、このﾌｫｰﾏｯﾄは、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝにより変更されることがあります。
UNIX 版の場合（fal_error ﾌｧｲﾙ）
正常時のﾛｸﾞﾌｫｰﾏｯﾄ
08/19 15:32:38 15:32:39 VOL001:TEST1 test1.out
5 5
実行時刻
転送元ﾌｧｲﾙ名 転送先ﾌｧｲﾙ名 ①
①
②
③
④
⑤

5 5 mto N L
②
③ ④ ⑤

FCU 入力／出力ﾚｺｰﾄﾞ数
HMDE/KANJI 入力／出力ﾚｺｰﾄﾞ数
ﾌｧｲﾙ転送方向
HMDE/KANJI 動作ﾓｰﾄﾞ → O : OLD , N : NEW , 空白 : 非 KANJI 転送時(*1)
FAL 動作ﾓｰﾄﾞ → L : ﾗｰｼﾞﾌｧｲﾙ対応 , 空白 : 非 KANJI 転送時

*1:
O(OLD) : FAL45 版以降対応 KANJI ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(01-03 以降の場合)
N(NEW) : FAL45 版以降対応 KANJI ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(01-04 以降の場合)
U(UNICODE) : FAL49 版対応 Windows 版のみ KANJI ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(01-05 以降で UUNICODE 転送時(*2)
*2:
KANJI ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは CODECONVERT 時の SI ﾊﾞｰｼﾞｮﾝとは異なります。
01-03-xx の比較ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 03xx
01-04-xx の比較ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 04xx
と対象になる為、’N’ となります。
異常時のﾛｸﾞﾌｫｰﾏｯﾄ
Fri Aug 16 16:50:37 2002 : root : FCU Error(-319,-8,0) PRM=otm,No,No,No,Emp=No,…,VSE=No,PIPE=No L
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
実行時刻

実行 ID

FCU ｴﾗｰ

FAL ｴﾗｰ

ｼｽﾃﾑｴﾗｰ 実行時 FCU ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
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Windows 版の場合（ﾊﾟﾗﾒﾀ定義ﾌｧｲﾙ.log ﾌｧｲﾙ）
正常時のﾛｸﾞﾌｫｰﾏｯﾄ
実行時刻
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thu Aug 01 2002
①
② ③ ④ ⑤
12:52:01 12:52:01 100 100 0 0 0 N 0
(1/2)
mto VOL002:FILE1 C:¥FCU¥file1.txt No No No Emp=No … VSE=No PIPE=No
実行時 FCU ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
(COMPLETE!)
FCU err : (
0)
FAL err : (
0)
終了ｺｰﾄﾞ
Sys err : (
0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------①
②
③
④
⑤

FCU 入力／出力ﾚｺｰﾄﾞ数
HMDE/KANJI 入力／出力ﾚｺｰﾄﾞ数
PIPE 出力ﾚｺｰﾄﾞ数 (*3)
HMDE/KANJI 動作ﾓｰﾄﾞ→ O : OLD ,
PIPE 接続ﾘﾄﾗｲ回数 (*3)

N : NEW , U : UNICODE , 空白 : 非 KANJI 転送時(*1)

*1:
O(OLD) : FAL45 版以降対応 KANJI ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(01-03 以降の場合)
N(NEW) : FAL45 版以降対応 KANJI ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(01-04 以降の場合)
U(UNICODE) : FAL49 版対応 Windows 版のみ KANJI ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(01-05 以降で UUNICODE 転送時(*2)
*2
KANJI ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは CODECONVERT 時の SI ﾊﾞｰｼﾞｮﾝとは異なります。
01-03-xx の比較ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 03xx
01-04-xx の比較ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 04xx
と対象になる為、’N’ となります。UNICODE 転送時は’U’となります。
*3
PIPE は SQL Loader 連携時のみ使用。ただし、FAL SQL Loader は USP V と VSP,VSP G1000,VSP 5000 で
は未ｻﾎﾟｰﾄです。
異常時のﾛｸﾞﾌｫｰﾏｯﾄ
実行時刻
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thu Aug 01 2002
12:52:02 12:52:02 0 0 0 0 0 N 0
(2/2)
mto VOL002:FILE2 C:¥FCU¥file2.txt No No No Emp=No RDW=No VSE=No PIPE=No
実行時 FCU ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
(ERROR!)
FCU err : ( -132 ) Dataset : Information get error
FAL err : ( -8 ) Couldn't find the appointed dataset.
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
Sys err : (
0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FAL/FCU 環境変数一覧

FAL 環境変数

ﾃﾞﾌｫﾙﾄ（環境変数未指定時）

記載章

1ERR_LOG_FILE

/tmp/fal_error（UNIX）c:\fal_error(WIN)

7.8（6）,10（1）⑦

2ERR_DUMP_FILE

/tmp/fal_dump（UNIX）c:\fal_dumpr(WIN)

7.8（6）,10（1）⑦

3FAL_MULTI_DEF_FILE

multidef.dat

8.3（１）

4FAL_MULTI_CHECK

ON

4.7 表 4.7-1(-41),4.8

5FAL_NO_RESERVE

OFF

4.9(2)

6FAL_RETRY

OFF

4.10（４）（4－1）

7FAL_RETRY_COUNT

10（回）

4.10（４）（4－2）

8FAL_RETRY_WAIT_TIME

1（秒）

4.10（４）（4－3）

9FAL_RETRY_TARGET

AIX（16）AIX,HP 以外（５）

4.10（４）（4－4）

FCU（UNIX)環境変数

ﾃﾞﾌｫﾙﾄ（環境変数未指定時）

記載章

1WAIT_TIME_VALUE

１０（分） PIPE 待ち時間

7.2,8.8.1 表 8.8-1 （-253）

2FCU_E363_TRACE_MODE

環境変数未定義

7.8（４）(4-1)(4-5)

3FCU_E363_TRACE_COPY_FILE

環境変数未定義

7.8（４）(4-2)

4FCU_E363_TRACE_LOG

環境変数未定義

7.8（４）(4-3)

5ERR_LOG_FILE

/tmp/fal_error（UNIX）

7.8（6）,10（1）⑦

6FCU_RETRY

OFF

7.10（４）（4－1）

7FCU_RETRY_COUNT

10（回）

7.10（４）（4－2）

8FCU_RETRY_WAIT_TIME

1（秒）

7.10（４）（4－3）

9FCU_RETRY_TARGET

AIX（16）AIX,HP 以外（５）

7.10（４）（4－4）

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙをとらない

7.11（４）（4－1）

10FCU_OTM_INTERVAL

FCU（WIN）環境変数
1WAIT_TIME_VALUE

ﾃﾞﾌｫﾙﾄ（環境変数未指定時）
600000 （ミリ秒）10 分 SQL 連携時に有効

記載章
7.2

･ C ｼｪﾙの場合： ﾎｰﾑﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの｢.cshrc｣に以下の 1 行を追加する。(ﾌｧｲﾙが無い場合は作成する)
setenv 環境変数名 値
･ C ｼｪﾙ以外の場合： ﾎｰﾑﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの｢.dtprofile｣に以下の 2 行を追加する。(ﾌｧｲﾙが無い場合は作成する)
環境変数名＝値
export 環境変数名
注：共通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ環境がないﾏｼﾝでは、｢.profile｣に上記行を追加してください。ﾌｧｲﾙがない
場合は作成してください。
・Windows の場合：コントロールパネル－システム（システムのプロパティ）－詳細－環境変数を選択し
システムの環境変数 新規に変数名 環境変数名に値を入力 後 OK ボタン押下

－244－

