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はじめに

本書の目的

本書では、 intra-mart Accel Platform の開発時や運用時に表示されるメッセージコードについて説明します。

対象読者

本書では次の読者を対象としています。

intra-mart Accel Platform の開発時や運用時に表示されるメッセージコードの意味、原因、対応方法を調査したい方。

本書の構成

本書は以下のような構成となっています。

目次
メッセージコードの一覧が記載されています。

各機能のメッセージコード
intra-mart Accel Platform が提供しているメッセージコードについて説明しています。
本書では、各メッセージコードについて、メッセージの文、考えられる原因、対応方法などを説明しています。 メッセージが警告で
あったりエラーの発生を表している場合は、対応方法を示します。
なお、本書に記載されるメッセージコードは、随時追加予定です。

メッセージコード体系

intra-mart Accel Platform が提供しているメッセージコードの体系は以下の通りです。

[ログレベルの先頭1文字].[プロダクト].[大分類].[中分類].[連番]

例

E.IWP.CERTIFICATION.USER.10011

E.IWP.UI.00001

W.IWP.HYBRIDSSO.COOKIE.00001

本書で説明するログレベルは以下の通りです。

ログレベルログレベル 用途用途

ERROR 予期しない動作などにより、処理を継続できない場合。アプリケーションでエラーが発生した場合。

WARN 問題が発生したが、処理の継続が可能である場合。運用者によるリカバリが可能である場合。

INFO 運用者に対して障害情報ではない何らかの情報を通知したい場合。
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認証機能

ERROR

E.IWP.CERTIFICATION.SECURITYLOG.00000

メッセージ

パラメータ値が不正です。

引数

なし

詳細

一般ユーザのログイン処理、または、強制ログイン処理時のパラメータ値が不正な場合に出力されます。

原因

以下の場合に発生します。

ログイン情報が null の場合。

ユーザ種別が UserType.USER 以外の場合。

HTTPリクエストが null の場合。

HTTPレスポンスが null の場合。

対応方法

intra-mart Accel Platform が提供する標準の認証プロバイダ・プラグインを利用している場合、この事象は発生しません。

独自に作成した認証プロバイダ・プラグインで、ログイン処理時のパラメータが正しく設定されていることを確認してください。

認証プロバイダ・プラグインの詳細は、「 認証仕様書 」-「 一般ユーザの認証プロバイダ・プラグイン  」を参照してください。

参考情報

認証仕様書

E.IWP.CERTIFICATION.SECURITYLOG.00001

メッセージ
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アカウントライセンスの確認に失敗しました。 ユーザCD = {0}

引数

{0} : ログインできるかどうかの前提チェックを行った際のユーザCD

詳細

ログインできるかどうかの前提チェックを行った際、アカウントライセンスの確認に失敗しました。

原因

ライセンス情報の取得時に、データベースエラーが起こった場合に発生します。

対応方法

システムデータベースへの接続が正しく行われていることを確認してください。

参考情報

なし

E.IWP.CERTIFICATION.SECURITYLOG.00002

メッセージ

アカウントロック情報の更新に失敗しました。

引数

なし

詳細

ログインに失敗した際、ログイン失敗回数をインクリメントし、アカウント情報が更新されます。

（加えて、ログイン失敗回数が規定数を超えている場合は、アカウントがロックされます）

本エラーは、上記のようなアカウントロックに関する情報の更新が失敗した際に発生します。

原因

システムログで、同時に発生した例外のメッセージコードより原因を特定してください。

対応方法

システムログで、同時に発生した例外のメッセージコードより対応方法を特定してください。
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参考情報

なし

E.IWP.CERTIFICATION.SECURITYLOG.10000

メッセージ

パラメータ値が不正です。

引数

なし

詳細

システム管理者のログイン処理、または、強制ログイン処理時のパラメータ値が不正な場合に出力されます。

原因

以下の場合に発生します。

ログイン情報が null の場合。

ユーザ種別が UserType.ADMINISTRATOR 以外の場合。

HTTPリクエストが null の場合。

HTTPレスポンスが null の場合。

対応方法

intra-mart Accel Platform が提供する標準の認証プロバイダ・プラグインを利用している場合、この事象は発生しません。

独自に作成した認証プロバイダ・プラグインで、ログイン処理時のパラメータが正しく設定されていることを確認してください。

認証プロバイダ・プラグインの詳細は、「 認証仕様書 」-「 システム管理者の認証プロバイダ・プラグイン  」を参照してください。

参考情報

認証仕様書

E.IWP.CERTIFICATION.SSO.10002

メッセージ

SSO対象のユーザが存在しません。 ユーザコード = {0}

引数

{0} : SSOユーザコードプロバイダにより自動解決されたユーザコード

詳細
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詳細

IM-SSO、統合Windows認証モジュールにより自動解決されたユーザコードが、intra-mart Accel Platform に存在しません。

原因

SSOユーザコードプロバイダが、intra-mart Accel Platform に存在しないユーザコードが返却した場合に発生します。

SSOユーザコードプロバイダの詳細は、「 認証仕様書 」-「 SSOユーザコードプロバイダとは  」を参照してください。

対応方法

intra-mart Accel Platform に該当するユーザを作成してください。

参考情報

認証仕様書

E.IWP.CERTIFICATION.USER.10011

メッセージ

ログイン情報が null です。

引数

なし

詳細

ログイン処理、および、強制ログイン処理時のログイン情報が null です。

原因

ログイン処理、および、強制ログイン処理時のログイン情報が null の場合に発生します。

対応方法

intra-mart Accel Platform が提供する標準の認証プロバイダ・プラグインを利用している場合、この事象は発生しません。

独自に作成した認証プロバイダ・プラグインで、ログイン処理時のパラメータが正しく設定されていることを確認してください。

認証プロバイダ・プラグインの詳細は、「 認証仕様書 」-「 一般ユーザの認証プロバイダ・プラグイン  」、および、「 システム管理者の認証

プロバイダ・プラグイン 」を参照してください。

参考情報

認証仕様書

E.IWP.CERTIFICATION.USER.10012
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E.IWP.CERTIFICATION.USER.10012

メッセージ

ユーザ種別が不正です。 ユーザ種別 = {0}

引数

{0} : ログイン情報に格納されているユーザ種別

詳細

ログイン処理、および、強制ログイン処理時のログイン情報に格納されているユーザ種別（LoginRequestInfo#getUserType()）が不正で

す。

原因

ログイン処理、および、強制ログイン処理時に利用するログイン情報に、

一般ユーザ（UserType.USER）、または、システム管理者（UserType.ADMINISTRATOR） 以外以外 のユーザ種別が設定されている場合

に発生します。

対応方法

intra-mart Accel Platform が提供する標準の認証プロバイダ・プラグインを利用している場合、この事象は発生しません。

独自に作成した認証プロバイダ・プラグインで、ログイン処理時のパラメータが正しく設定されていることを確認してください。

認証プロバイダ・プラグインの詳細は、「 認証仕様書 」-「 一般ユーザの認証プロバイダ・プラグイン  」、および、「 システム管理者の認証

プロバイダ・プラグイン 」を参照してください。

参考情報

認証仕様書

E.IWP.CERTIFICATION.USER.10013

メッセージ

HTTPリクエストが null です。

引数

なし

詳細

ログイン処理、および、強制ログイン処理時のHTTPリクエストが null です。

原因
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原因

ログイン処理、および、強制ログイン処理時のHTTPリクエストが null の場合に発生します。

対応方法

intra-mart Accel Platform が提供する標準の認証プロバイダ・プラグインを利用している場合、この事象は発生しません。

独自に作成した認証プロバイダ・プラグインで、ログイン処理時のパラメータが正しく設定されていることを確認してください。

認証プロバイダ・プラグインの詳細は、「 認証仕様書 」-「 一般ユーザの認証プロバイダ・プラグイン  」、および、「 システム管理者の認証

プロバイダ・プラグイン 」を参照してください。

参考情報

認証仕様書

E.IWP.CERTIFICATION.USER.10014

メッセージ

HTTPレスポンスが null です。

引数

なし

詳細

ログイン処理、および、強制ログイン処理時のHTTPレスポンスが null です。

原因

ログイン処理、および、強制ログイン処理時のHTTPレスポンスが null の場合に発生します。

対応方法

intra-mart Accel Platform が提供する標準の認証プロバイダ・プラグインを利用している場合、この事象は発生しません。

独自に作成した認証プロバイダ・プラグインで、ログイン処理時のパラメータが正しく設定されていることを確認してください。

認証プロバイダ・プラグインの詳細は、「 認証仕様書 」-「 一般ユーザの認証プロバイダ・プラグイン  」、および、「 システム管理者の認証

プロバイダ・プラグイン 」を参照してください。

参考情報

認証仕様書
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E.IWP.CERTIFICATION.USER.10022

メッセージ

アカウントライセンスの確認に失敗しました。 ユーザCD = {0}

引数

{0} : ログインできるかどうかの前提チェックを行った際のユーザCD

詳細

ログインできるかどうかの前提チェックを行った際、アカウントライセンスの確認に失敗しました。

原因

ライセンス情報の取得時に、データベースエラーが起こった場合に発生します。

対応方法

システムデータベースへの接続が正しく行われていることを確認してください。

参考情報

なし

E.IWP.CERTIFICATION.USER.10026

メッセージ

アカウントロック情報の更新に失敗しました。

引数

なし

詳細

ログインに失敗した際、ログイン失敗回数をインクリメントし、アカウント情報が更新されます。

（加えて、ログイン失敗回数が規定数を超えている場合は、アカウントがロックされます）

本エラーは、上記のようなアカウントロックに関する情報の更新が失敗した際に発生します。

原因

同時に発生した例外のメッセージコードより原因を特定してください。
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対応方法

同時に発生した例外のメッセージコードより対応方法を特定してください。

参考情報

なし

E.IWP.LICENSE.USER.00005

メッセージ

データベースエラーが発生したため、データの取得に失敗しました。

引数

なし

詳細

ライセンス情報の取得時に、データベースエラーが発生したため、データの取得に失敗しました。

原因

ライセンス情報の取得時に、データベースエラーが起こった場合に発生します。

対応方法

システムデータベースへの接続が正しく行われていることを確認してください。

参考情報

なし

IM-ContentsSearch コアライブラリ

ERROR

E.IWP.CONTENTSSEARCH.SOLRCLIENT.00030

メッセージ

コンテンツの登録時にエラーが発生しました。
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引数

なし

詳細

コンテンツをSolrへ登録する際に問題が発生しています。

原因

以下のいずれかの原因が考えられます。

設定内容が不正

テキスト抽出設定

Solr接続設定

登録しようとしたコンテンツが不正

Solrにて異常が発生した

Solrを起動していない

Solrに接続できない

対応方法

以下の対応を行ってください。

テキスト抽出設定ファイルの設定内容が不正

テキスト抽出設定ファイルの内容が正しいことを確認してください。
テキスト抽出設定についての詳細は「 設定ファイルリファレンス 」-「 テキスト抽出設定 」を参照してください。

Solr接続設定の設定内容が不正

Solr接続設定が正しく設定されているかを確認してください。
Solr接続設定ファイルの内容が正しいことを確認してください。
Solr接続設定についての詳細は「 設定ファイルリファレンス 」-「 Solr接続設定 」を参照してください。

登録しようとしたコンテンツが不正

登録しようとしたコンテンツの値を確認してください。必須フィールドに値が設定されていないなど、コンテンツの作成処理
に問題がある可能性があります。
検索対象の作成に関しては「 IM-ContentsSearch プログラミングガイド  」-「 検索対象の作成・登録・削除 」を参照してく
ださい。

Solrを起動していない

Solrが起動されているかどうかを確認してください。「 Solr管理者ガイド 」-「 Solr管理画面の確認 」を参照してください。
ResinでSolrサーバを構築している場合、Resinの起動に関しては「 セットアップガイド  」-「 Web Application Server の起
動・停止 」を参照してください。

Solrに接続できない

Solr接続設定を確認してください。

2014 Spring(Granada) 以降の場合
システム管理者でログインして、[グローバルナビ]-[システム環境構築]-[Solr接続設定]からSolr接続設定一覧画
面を表示し、エラーが発生しているテナントのSolr接続設定が正しい設定であることを確認してください。 詳しく
は「 システム管理者操作ガイド  」-「 Apache Solr接続情報 」を参照してください。

2013 Winter(Felicia) 以前の場合
Solr接続設定ファイルの内容が正しいことを確認してください。 Solr接続設定についての詳細は「 設定ファイル
リファレンス 」-「 Solr接続設定 」を参照してください。

ファイアウォールなどでSolrサーバへの接続が遮断されていないことを確認してください。

参考情報

設定ファイルリファレンス

システム管理者操作ガイド
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IM-ContentsSearch プログラミングガイド

Solr管理者ガイド

セットアップガイド

E.IWP.CONTENTSSEARCH.SOLRCLIENT.00031

メッセージ

試用版における制限のコンテンツ数２万件に達したため、これ以上コンテンツを追加できません。

引数

なし

詳細

Solrに検索対象として登録可能なコンテンツ（索引）数が２万件を超過しました。

原因

IM-ContentsSearchの試用版ライセンスではコンテンツ数が２万件までに制限されているためです。

対応方法

制限解除ライセンスを登録することで制限が解除され、登録可能なコンテンツ数が無制限となります。

ライセンスに関する詳細な情報につきましては、弊社サポート窓口または営業担当までお問い合わせください。

参考情報

IM-ContentsSearch リリースノート

E.IWP.CONTENTSSEARCH.SOLRCLIENT.00041

メッセージ

全文検索クライアントの初期化に失敗しました。

引数

なし

詳細

クローラジョブの実行時、または検索実行時に問題が発生しています。

原因
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以下のいずれかの原因が考えられます。

Solrが起動されていない

Solrに接続できない

テキスト抽出設定に問題がある

対応方法

以下の対応を行ってください。

Solrが起動されていない

Solrが起動されているかどうかを確認してください。「 Solr管理画面の確認 」を参照してください。
ResinでSolrサーバを構築している場合、Resinの起動に関しては「 Web Application Server の起動・停止 」を参照して
ください。

Solrに接続できない

Solr接続設定が正しく設定されているかを確認してください。

2014 Spring(Granada) 以降の場合

システム管理者でログインして、[グローバルナビ]-[システム環境構築]-[Solr接続設定]からSolr接続設定一覧画面を
表示し、エラーが発生しているテナントのSolr接続設定が正しい設定であることを確認してください。
詳しくは「 Apache Solr接続情報 」を参照してください。

2013 Winter(Felicia) 以前の場合

Solr接続設定ファイルの内容が正しいことを確認してください。
Solr接続設定についての詳細は「 Solr接続設定 」を参照してください。

ファイアウォールなどでSolrサーバへの接続が遮断されていないことを確認してください。

テキスト抽出設定に問題がある

テキスト抽出設定ファイルの内容が正しいことを確認してください。
テキスト抽出設定についての詳細は「 テキスト抽出設定 」を参照してください。

参考情報

設定ファイルリファレンス

システム管理者操作ガイド

Solr管理者ガイド

セットアップガイド

E.IWP.CONTENTSSEARCH.WEB.00001

メッセージ

検索実行時に異常が発生しました。[{0}]

引数

{0} : 検索クエリ（検索実行時のみ）

詳細

検索実行時にSolrが起動されていない、またはSolrに接続できていません。

原因
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以下のいずれかの原因が考えられます。

Solrが起動されていない

Solrに接続できない

対応方法

以下の対応を行ってください。

Solrが起動されていない

Solrが起動されているかどうかを確認してください。「 Solr管理画面の確認 」を参照してください。
ResinでSolrサーバを構築している場合、Resinの起動に関しては「 Web Application Server の起動・停止 」を参照して
ください。

Solrに接続できない

Solr接続設定が正しく設定されているかを確認してください。

2014 Spring(Granada) 以降の場合

システム管理者でログインして、[グローバルナビ]-[システム環境構築]-[Solr接続設定]からSolr接続設定一覧画面を
表示し、エラーが発生しているテナントのSolr接続設定が正しい設定であることを確認してください。
詳しくは「 Apache Solr接続情報 」を参照してください。

2013 Winter(Felicia) 以前の場合

Solr接続設定ファイルの内容が正しいことを確認してください。
Solr接続設定についての詳細は「 Solr接続設定 」を参照してください。

参考情報

設定ファイルリファレンス

システム管理者操作ガイド

Solr管理者ガイド

セットアップガイド
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コアモジュール

ERROR

E.IWP.LICENSE.SYSTEM.00019

メッセージ

アプリケーション「{0}[{1}]」のライセンスが設定されていないため、アクセスできません。

引数

{0} : アプリケーション名

{1} : アプリケーションID

詳細

なし

原因

アクセスしたユーザに対して、アプリケーションのライセンスが付与されていないために発生します。

対応方法

ユーザにアプリケーションライセンスを付与してください。

参考情報

なし

WARN

W.IWP.CERTIFICATION.SECURITYLOG.00900

メッセージ

アプリケーション「{0}[{1}]」のライセンスが設定されていないため、アクセスできません。
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引数

{0} : アプリケーション名

{1} : アプリケーションID

詳細

なし

原因

アクセスしたユーザに対して、アプリケーションのライセンスが付与されていないために発生します。

対応方法

ユーザにアプリケーションライセンスを付与してください。

参考情報

なし
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データベースアクセスモジュール

ERROR

E.IWP.DATABASE.00002

メッセージ

データソースマッピング設定ファイルを取得できませんでした。

引数

なし

詳細

データソースマッピング設定ファイル（data-source-mapping-config.xml）を取得できませんでした。

原因

データソースマッピング設定ファイルが存在しない場合に発生します。

対応方法

設定ファイル WEB-INF/conf/data-source-mapping-config.xml が存在することを確認してください。

存在しない場合は、IM-Juggling のプロジェクトに conf/data-source-mapping-config.xml が存在することを確認してください。

IM-Juggling のプロジェクトに conf/data-source-mapping-config.xml が存在しない場合は、設定ファイルを作成後、WAR ファイルを再

作成し、再デプロイを行ってください。

データソースマッピング設定の詳細は、「 設定ファイルリファレンス 」-「 データソースマッピング設定 」を参照してください。

参考情報

設定ファイルリファレンス

iAP-iWP間SSO連携モジュール(IM-HybridSSO)

WARN

intra-mart Accel Platform
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W.IWP.HYBRIDSSO.COOKIE.00001

メッセージ

SSO認証情報をクッキーに設定できませんでした。 プロバイダID = {0}, テナントID = {1}, ログイングループID = {2}

引数

{0} : intra-mart WebPlatform/intra-mart AppFramework(SSOサービスプロバイダ)より渡されたプロバイダID

{1} : intra-mart Accel Platform(SSO認証プロバイダ)の連携対象となるテナントID

{2} : intra-mart Accel Platform(SSO認証プロバイダ)の連携先であるログイングループID

詳細

intra-mart Accel Platform のログイン処理時に行われる、連携先 intra-mart WebPlatform/intra-mart AppFramework の認証情報作

成の際に発生する可能性のあるメッセージです。

原因

intra-mart Accel Platform もしくは intra-mart WebPlatform/intra-mart AppFramework のSSO連携用マッピング設定が正しく設定さ

れていない場合に発生します。

intra-mart WebPlatform/intra-mart AppFrameworrkより返却されたプロバイダIDと返却元であるログイングループIDの組合せに合致

する接続設定情報がintra-mart Accel Platformに存在しなかった場合に出力されます。

対応方法

出力された引数の情報を元に、該当する intra-mart Accel Platform および intra-mart WebPlatform/intra-mart AppFramework の

SSO連携用マッピング設定を再度見直し、プロバイダIDが合致しているかを確認してください。

詳しくは、「 設定ファイルリファレンス 」-「 SSO連携用マッピング設定 」、および、「 セットアップガイド  」-「 iAP-iWP間SSO連携（IM-

HybridSSO） 」を参照してください。

参考情報

設定ファイルリファレンス

セットアップガイド
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インポート・エクスポート

ERROR

E.IWP.MIGRATION.CHECKER.00003

メッセージ

モジュール「{0}」が更新されていません。移行を行いモジュールのバージョンを「{1}」まで更新してから起動してください。

引数

{0} : アップデートが行われていないモジュールID

{1} : 上記モジュールに期待するモジュールバージョン

詳細

intra-mart Accel Platform のアップデートが行われていません。

原因

intra-mart Accel Platform のアップデートが行われていない場合に発生します。

例えば、intra-mart Accel Platform 2013 Winter(Felicia) から intra-mart Accel Platform 2014 Spring(Granada) へのアップデートが

行われていない場合（intra-mart Accel Platform 2013 Winter(Felicia) で使用していたDBを接続先に設定して、DBのアップデートを行

わずに intra-mart Accel Platform 2014 Spring(Granada) を起動した場合等）に発生します。

対応方法

intra-mart Accel Platform のアップデートを行ってください。

intra-mart Accel Platform 2013 Winter(Felicia) から intra-mart Accel Platform 2014 Spring(Granada) へのアップデートについて

は、「 アップデートガイド（2013 Winterから2014 Spring） 」を参照してください。

新規に環境を構築する場合は、DBを初期化後に、intra-mart Accel Platform を起動してください。

参考情報

アップデートガイド（2013 Winterから2014 Spring）
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20
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スクリプト開発モデル

ERROR

E.IWP.JSSP.00008

メッセージ

パラメータを復号化できませんでした。アカウント情報がパラメータ生成時と異なる可能性があります。

引数

なし

詳細

<imart type=”secureParameter”> タグで指定したパラメータ値の復号化に失敗した場合に発生します。

原因

<imart type=”secureParameter”> タグは、パラメータ値を暗号化する際の秘密鍵としてアカウント情報（具体的にはアカウントコンテキ

ストのログイン署名）を利用します。

本事象は、パラメータ暗号化時と復号化時で、アカウント情報が異なっている場合に発生します。

例えば、セッションタイムアウトなどによって、アカウント情報がログインユーザから未認証ユーザに変わった場合に発生します。

対応方法

<imart type=”secureParameter”> タグを利用している画面に遷移し、再度処理を行ってください。

参考情報

なし
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21



テナント管理機能

ERROR

E.IWP.ADMIN.ACCOUNT.10036

メッセージ

登録されていないアカウント ({0}) です。

引数

{0} : ユーザコード

詳細

なし

原因

登録されていないアカウントの情報を更新した際に発生します。

対応方法

指定されているユーザコードのアカウント情報が登録されているか確認してください。

誤っている場合、正しいアカウント情報を指定して更新してください。

参考情報

なし

E.IWP.ADMIN.ACCOUNT.10037

メッセージ

アカウント情報 ({0}) の更新に失敗しました。

引数

{0} : ユーザコード
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詳細

なし

原因

アカウント情報の更新時に、データベースエラーが起こった場合に発生します。

対応方法

データベースへの接続が正しく行われていることを確認してください。

参考情報

なし

E.IWP.ADMIN.ACCOUNT.10069

メッセージ

アカウント情報の伝搬に失敗しました。 ユーザCD = {0}, データ操作の種別 = {1}

引数

{0} : ユーザコード

{1} : データ操作の種別（詳細は「 IM-Propagation 送受信設定一覧 」-「 アカウント情報 」を参照してください）

詳細

アカウント情報の作成・更新・削除時に行われる IM-Propagation の通知に関して、IM-Propagation のセッション開始時にエラーが起

こった場合に発生します。

原因

データベースのトランザクションの開始に失敗した場合に発生します。

対応方法

データベースへの接続が正しく行われていることを確認してください。

参考情報

IM-Propagation 送受信設定一覧

E.IWP.ADMIN.ACCOUNT.10070

メッセージ
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メッセージ

アカウント情報の伝搬に失敗しました。 ユーザCD = {0}, データ操作の種別 = {1}

引数

{0} : ユーザコード

{1} : データ操作の種別（詳細は「 IM-Propagation 送受信設定一覧 」-「 アカウント情報 」を参照してください）

詳細

アカウント情報の作成・更新・削除時に行われる IM-Propagation の通知に関して、IM-Propagation がデータを送信できなかった場合

に発生します。

原因

以下のいずれかが起こった場合に発生します。

データ変換クラスで問題が発生した場合

データ処理クラスで問題が発生した場合

対応方法

伝搬されるアカウント情報の変換に対応しているデータ変換クラスが、受信側設定に定義されていることを確認してください。

伝搬されるアカウント情報の処理に対応しているデータ処理クラスが、受信側設定に定義されていることを確認してください。

受信側設定に定義しているデータ処理クラスが、ペアとなるデータ変換クラスに対応していることを確認してください。

参考情報

IM-Propagation 送受信設定一覧

E.IWP.ADMIN.ACCOUNT.10071

メッセージ

アカウント情報の伝搬に失敗しました。 ユーザCD = {0}, データ操作の種別 = {1}

引数

{0} : ユーザコード

{1} : データ操作の種別（詳細は「 IM-Propagation 送受信設定一覧 」-「 アカウント情報 」を参照してください）

詳細

アカウント情報の作成・更新・削除時に行われる IM-Propagation の通知に関して、IM-Propagation のセッションを確定できない場合に

発生します。

原因

IM-Propagation のセッション確定時に、データベースのトランザクションのコミットに失敗した場合に発生します。
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対応方法

データベースへの接続が正しく行われていることを確認してください。

参考情報

IM-Propagation 送受信設定一覧

E.IWP.ADMIN.CONTEXT.10004

メッセージ

テナントIDが解決できませんでした。

引数

なし

詳細

リクエスト送信時に、テナントIDが解決できず、InvalidTenantIdException が発生します。

原因

IM-SecureSignOn for Accel Platform (以降、IM-SSO と呼びます)、または、統合Windows認証モジュールのテナントID自動解決機能

が、テナントIDを自動解決できなかった場合に発生します。

対応方法

以下の対応を行ってください。

IM-SSO、統合Windows認証をモジュールを利用しない場合

IM-SSO、統合Windows認証をモジュールを構成から削除し、war を再作成後、再デプロイしてください。
または、以下のドキュメントを参照し、該当機能を無効化してください。

IM-SSO：「 IM-SecureSignOn for Accel Platform / セットアップガイド 」-「 IM-SecureSignOnを無効化するには 」

統合Windows認証：「 セットアップガイド  」-「 統合Windows認証機能を無効化するには 」

IM-SSO を利用する場合

IM-SSO の設定が間違っている可能性があります。以下のドキュメントを参照し、設定を確認してください。

「 IM-SecureSignOn for Accel Platform / セットアップガイド 」-「 認証を行うテナントIDの解決方法について  」

統合Windows認証モジュールを利用する場合

統合Windows認証モジュールの設定が間違っている可能性があります。以下のドキュメントを参照し、設定を確認してく
ださい。

「 セットアップガイド  」-「 テナント解決プラグインの設定  」

参考情報

セットアップガイド

IM-SecureSignOn for Accel Platform / セットアップガイド
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TERASOLUNA Global Framework Web module for Accel Platform

ERROR

E.IWP.TGFW.WEB.00001

メッセージ

サーブレット名「{0}」のサーブレットがweb.xmlにありません。

引数

{0} : SpringMVCServlet

詳細

ルーティング処理時、SpringMVCServlet が取得できなかった場合に出力されます。

原因

web.xml の servlet に SpringMVCServlet の定義がないことが原因です。web.xml を手で修正した、または、TERASOLUNA Global

Frameworkのjarを手で配置したことが考えられます。

対応方法

IM-Juggling から、TERASOLUNA Global Frameworkを選択し、warを出力してください。

参考情報

なし

E.IWP.TGFW.WEB.00006

メッセージ

ルートのWebApplicationContextが見つかりませんでした。web.xmlの設定を見直してください。

引数

なし

詳細

ルートの WebApplicationContext が見つかりませんでした。
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org.springframework.web.context.support.WebApplicationContextUtils.getWebApplicationContext(javax.servlet.ServletContext)

の結果が null です。

原因

web.xml の <listener> に jp.co.intra_mart.framework.extension.spring.web.servlet.SpringServletContextListener の設定がないこ

とが原因です。web.xml を手で修正した、または、TERASOLUNA Global Frameworkのjarを手で配置したことが考えられます。

対応方法

IM-Jugglingから、TERASOLUNA Global Framework を選択し、warを出力してください。

参考情報

なし

E.IWP.TGFW.WEB.00007

メッセージ

Map/Model/ModelMapのキー{0}の値がjp.co.intra_mart.foundation.ui.page.Transfer.Messageでありません。

引数

{0} : Map/Model/ModelMapのキー

詳細

エラー画面に遷移する場合の Map/Model/ModelMapの値の型が、jp.co.intra_mart.foundation.ui.page.Transfer.Message でありま

せん。

原因

エラー画面に遷移する場合の Map/Model/ModelMapの値の型が、jp.co.intra_mart.foundation.ui.page.Transfer.Message でありま

せん。

対応方法

エラー画面に遷移する場合、Map/Model/ModelMapの値には、jp.co.intra_mart.foundation.ui.page.Transfer.Message オブジェクトを

セットしてください。

参考情報

TERASOLUNA Global Framework プログラミングガイド  - エラー処理

E.IWP.TGFW.WEB.00008
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メッセージ

Map/Model/ModelMapのキー{0}に値が設定されていません。

引数

{0} : Map/Model/ModelMapのキー

詳細

エラー画面に遷移する場合の、Map/Model/ModelMapのキー{0}に対応する値が空です。

原因

エラー画面に遷移する場合の、Map/Model/ModelMapのキー{0}に対応する値が空です。

対応方法

エラー画面に遷移する場合、Map/Model/ModelMapの値には、jp.co.intra_mart.foundation.ui.page.Transfer.Message オブジェクトを

セットしてください。

参考情報

TERASOLUNA Global Framework プログラミングガイド  - エラー処理

intra-mart Accel Platform

28

http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/development/tgfw_programming_guide/index.html
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/development/tgfw_programming_guide/texts/application/error_handling/index.html


標準テーマカスタマイズ

ERROR

E.IWP.UI.THEMECUSTOMIZE.00001

メッセージ

設定ファイルの読み込みに失敗しました。

引数

なし

詳細

設定ファイルの読み込みに失敗しました。

原因

標準テーマカスタマイズの設定ファイル（theme-customize-config）のフォーマットが不正な可能性があります。

対応方法

標準テーマカスタマイズの設定ファイル（theme-customize-config）を見直してください。

<theme-customize-config>/<ant-path>と<theme-customize-config>/<mvn-path>は必須です。必ず指定してください。

参考情報

標準テーマカスタマイズ セットアップガイド  - theme-customize-config

E.IWP.UI.THEMECUSTOMIZE.00002

メッセージ

テーマモジュールの生成に失敗しました。

引数

なし
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詳細

テーマモジュールの生成に失敗しました。

原因

テーマモジュールの作成時に必要なant-pathやmvn-pathが正しくない場合に発生する可能性があります。

対応方法

標準テーマカスタマイズの設定ファイル（theme-customize-config）を見直してください。

<theme-customize-config>/<ant-path>や<theme-customize-config>/<mvn-path>に正しいパスを入力してください。

参考情報

標準テーマカスタマイズ セットアップガイド  - theme-customize-config

UI基本モジュール

ERROR

E.IWP.UI.00001

メッセージ

{0} 不正なコンポーネントプラグイン: {1}。

引数

{0} : 例外が発生したクラス名（AjaxService）

{1} : プラグインID

詳細

コンポーネント用のplugin.xmlが不正です。

原因

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.component”>/<component-config>タグにpoint属性

が指定されていません。

対応方法

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.component”>/<component-config>タグにpoint属性を

指定し、サーバを再起動してください。
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参考情報

なし

E.IWP.UI.00002

メッセージ

処理プラグイン: Processorが存在しません: {0}。

引数

{0} : プラグインID

詳細

コンポーネント用のplugin.xmlが不正です。

process=”config”を利用するために独自に追加したplugin.xmlが対象になります。

原因

独自に追加したplugin.xmlの<plugin>/<extension>/<processor-config>タグ内にprocessorタグがありません。

対応方法

独自に追加したplugin.xmlの<plugin>/<extension>/<processor-config>タグ内にprocessorタグを追加して、サーバを再起動してくださ

い。

参考情報

なし

E.IWP.UI.00003

メッセージ

処理プラグイン: 必須属性が存在しません: {0}。

引数

{0} : プラグインID

詳細

コンポーネント用のplugin.xmlが不正です。

intra-mart Accel Platform

31



process=”config”を利用するために独自に追加したplugin.xmlが対象になります。

原因

独自に追加したplugin.xmlの<plugin>/<extension>/<processor-config>/<processor>タグにtype属性、またはtarget属性がありませ

ん。

対応方法

独自に追加したplugin.xmlの<plugin>/<extension>/<processor-config>/<processor>タグにtype属性、target属性を指定して、サーバ

を再起動してください。

参考情報

なし

E.IWP.UI.00004

メッセージ

{0} 不正なExecutor: {1}。

引数

{0} : 例外が発生したクラス名（AjaxService）

{1} : プラグインID

詳細

コンポーネント用のplugin.xmlが不正です。

原因

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.executor/<executor-config>タグにexecutor属性が指

定されていません。

対応方法

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.executor/<executor-config>タグにexecutor属性を指

定し、サーバを再起動してください。

参考情報

なし

E.IWP.UI.00006
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メッセージ

サポートされないコンポーネントです。

引数

なし

詳細

コンポーネント用のplugin.xmlが不正です。

原因

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.component”>/<component-config>タグのid属性にサ

ポートされていないコンポーネントidが指定されています。

対応方法

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.component”>/<component-config>タグのid属性に正

しい値を指定してください。

標準で提供しているコンポーネントは「autocomplete」と「listtable」です。

参考情報

なし

E.IWP.UI.00010

メッセージ

パスが指定されていません。

引数

なし

詳細

コンポーネント用のplugin.xmlが不正です。

process=”config”を利用するために独自に追加したplugin.xmlが対象になります。

原因

独自に追加したplugin.xmlの<plugin>/<extension>/<processor-config>/<processor>タグのtarget属性に空文字が指定されていま

す。

対応方法
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対応方法

独自に追加したplugin.xmlの<plugin>/<extension>/<processor-config>/<processor>タグのtarget属性に処理を行うパスを指定して

ください。

参考情報

imuiListTable（type=”config”）サンプル

E.IWP.UI.00012

メッセージ

引数が不正です {0}: {1}。

引数

{0} : 引数名

{1} : 引数に指定した値

詳細

ThemeManagerの持つメソッドの引数に指定した値が不正です。

原因

ThemeManagerの持つメソッドの引数に真偽値や数値など、文字列以外を指定している可能性があります。

対応方法

ThemeManagerの持つメソッドの引数に真偽値や数値など、文字列を指定してください。

参考情報

ThemeManager

E.IWP.UI.00014

メッセージ

指定したキーが示す処理が存在しません。

引数

なし

詳細
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コンポーネント用のplugin.xmlが不正です。

原因

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.component”>/<component-config>タグのid属性にサ

ポートされていないコンポーネントidが指定されています。

コンポーネントのprocess属性に「config」を指定したのときに発生します。

対応方法

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.component”>/<component-config>タグのid属性に正

しい値を指定してください。

標準で提供しているコンポーネントは「autocomplete」と「listtable」です。

参考情報

なし

E.IWP.UI.00016

メッセージ

{0}タグの実行中にエラーが発生しました。

引数

{0} : タグ名

詳細

タグの実行中にエラーが発生しました。

原因

タグの実行中にエラーが発生した場合に出力されます。

タグの属性の指定に誤りがある可能性があります。

対応方法

タグの属性の指定を見直してください。

参考情報

なし

E.IWP.UI.TAG.00001
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メッセージ

id属性の属性値が規定の規則ではありません。(id: {0})

引数

{0} : id属性の値

詳細

タグのid属性に使用できない値を指定しています。

原因

id属性に使用可能文字である「a-zA-Z0-9-_」以外を指定しています。

または先頭の文字が a-zA-Z （アルファベット）以外を指定しています。

対応方法

タグの共通仕様に沿った使用可能文字を指定してください。

またはid属性が不要であればなにも指定しないでください。

参考情報

タグの共通仕様

E.IWP.UI.TAG.00002

メッセージ

name属性の属性値が規定の規則ではありません。(name: {0})

引数

{0} : name属性の値

詳細

タグのname属性に使用できない値を指定しています。

原因

name属性に使用可能文字である「a-zA-Z0-9-_」以外を指定しています。

または先頭の文字が a-zA-Z （アルファベット）以外を指定しています。

対応方法

タグの共通仕様に沿った使用可能文字を指定してください。
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またはname属性が不要であればなにも指定しないでください。

参考情報

タグの共通仕様

E.IWP.UI.TAG.00004

メッセージ

{0} 不正なinvoker: {1}。

引数

{0} : 例外が発生したクラス名（AjaxService）

{1} : プラグインID

詳細

コンポーネント用のplugin.xmlが不正です。

原因

以下のいずれかが原因として考えられます。

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.executor.jssp”>/<component-jssp-config>タ
グにfunction属性が指定されていません。

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.executor.java”>/<component-java-config>タ
グにinvoker属性が指定されていません。

対応方法

以下の対応を行ってサーバを再起動してください。

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.executor.jssp”>/<component-jssp-config>タ
グにfunction属性を指定してください。

plugin.xmlの<plugin>/<extension point=”jp.co.intra_mart.foundation.ui.ajax.executor.java”>/<component-java-config>タ
グにinvoker属性を指定してください。

参考情報

なし

E.IWP.UI.TAG.00006

メッセージ

不正なIProcessorクラス: {0}。

引数
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引数

{0} : 実装を追加したデータを返すクラス名

詳細

imuiListTableタグ、imuiAutocompleteタグでprocess=”config”を指定した場合のjavaの実装クラスが「IProcessor」を実装していませ

ん。

原因

imuiListTableタグの場合、「ListTableProcessor」を実装していません。

imuiAutocompleteタグの場合、「IAutoCompleteProcessor」を実装していません。

対応方法

imuiListTableタグの場合、「ListTableProcessor」を実装してください。

imuiAutocompleteタグの場合、「IAutoCompleteProcessor」を実装してください。

参考情報

なし

E.IWP.UI.TAG.00011

メッセージ

dataもしくはtarget属性が必要です。

引数

なし

詳細

data属性target属性の両方が未指定のため、データが取得できません。

原因

以下のいずれかが原因として考えられます。

data属性が未指定、または未指定と判断される値を指定しています。

target属性が未指定、または未指定と判断される値を指定しています。

対応方法

data属性を指定してください。

またはtarget属性を指定してください。
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参考情報

なし

E.IWP.UI.TAG.00016

メッセージ

{0}属性が指定されていません。

引数

{0} : 必要な属性名

詳細

タグを生成するのに必要な属性が指定されていません。

原因

タグを生成するのに必要な属性が指定されていません。

対応方法

ログに出力された属性が必須になるため、その属性を指定してください。

参考情報

なし

E.IWP.UI.TAG.00019

メッセージ

{0}の設定値を読み込むのに失敗しました。

引数

{0} : タグ名

詳細

タグに必要な情報を持つ設定ファイルの読み込みに失敗しました。

原因
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設定ファイルに誤りがある可能性があります。

<ui-tag-config>/<tag>のname属性にサポートしていないタグ名が指定されている可能性があります。

対応方法

設定ファイルを見直してください。

<ui-tag-config>/<tag>のname属性にサポートしているタグ名が指定してください。

標準でサポートしているのは「imuiRichtextbox」と「imuiPicture」です。

参考情報

設定ファイルリファレンス - UI タグコンポーネント設定

E.IWP.UI.TAG.AUTOCOMPLETE.00001

メッセージ

IAutoCompleteProcessorクラスではありません。

引数

なし

詳細

imuiAutocompleteタグでprocess=”config”を指定した場合のjavaの実装クラスが「IAutoCompleteProcessor」を実装していません。

原因

「IAutoCompleteProcessor」を実装していません。

対応方法

「IAutoCompleteProcessor」を実装してください。

参考情報

なし

E.IWP.UI.TAG.LISTTABLE.00001

メッセージ

ListTableProcessorクラスではありません。

引数
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なし

詳細

imuiListTableタグでprocess=”config”を指定した場合のjavaの実装クラスが「ListTableProcessor」を実装していません。

原因

「ListTableProcessor」を実装していません。

対応方法

「ListTableProcessor」を実装してください。

参考情報

なし

E.IWP.UI.TAG.LISTTABLE.00002

メッセージ

colsが必要です。

引数

なし

詳細

imuiListTableタグの内部タグcolsが必要です。

原因

imuiListTableタグの内部タグcolsが記述されていません。

対応方法

imuiListTableタグの内部タグcolsを記述してください。

参考情報

imuiListTable

E.IWP.UI.TAG.LISTTABLE.00003
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メッセージ

colが必要です。

引数

なし

詳細

imuiListTableタグの内部タグcolが必要です。

原因

imuiListTableタグの内部タグcolが記述されていません。

対応方法

imuiListTableタグの内部タグcolを記述してください。

参考情報

imuiListTable

E.IWP.UI.TAG.LISTTABLE.00004

メッセージ

col使用時にはname属性を指定してください。

引数

なし

詳細

imuiListTableタグの内部タグcolにはname属性が必要です。

原因

imuiListTableタグの内部タグcolにname属性が指定されていません。

対応方法

imuiListTableタグの内部タグcolにname属性を指定してください。
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参考情報

imuiListTable

E.IWP.UI.TAG.PICTURE.00001

メッセージ

パラメータが改竄されている可能性があります。

引数

なし

詳細

imuiPictureタグで生成するURLの暗号化前のパラメータと復号化後のパラメータが一致しないため、パラメータが改竄されている可能

性があります。

原因

imuiPictureタグで生成するURLの暗号化前のパラメータと復号化後のパラメータが一致しません。

対応方法

URLが間違っていないか確認してください。

参考情報

なし

E.IWP.UI.TAG.PICTURE.00002

メッセージ

パラメータの復号化に失敗しました。

引数

なし

詳細

imuiPictureタグでパラメータの復号化に失敗しました。

原因
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パラメータが改竄されている可能性があります。

対応方法

URLが間違っていないか確認してください。

参考情報

なし

E.IWP.UI.TAG.PICTURE.00003

メッセージ

画像の表示中にエラーが発生しました。

引数

なし

詳細

imuiPictureタグで画像の表示中にエラーが発生しました。

原因

ファイル名として扱えない文字をsrc属性に指定している可能性があります。

その他にもsrc属性に空文字を指定しているなど、属性に不正な値を指定している可能性があります。

対応方法

src属性に正しい適切な値を指定してください。

参考情報

imuiPicture

E.IWP.UI.TAG.PICTURE.00004

メッセージ

パラメータの暗号化に失敗しました。

引数

なし
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詳細

imuiPictureタグでパラメータの暗号化に失敗しました。

原因

暗号化のキーまたはアルゴリズムが不正です。

対応方法

暗号化のキーまたはアルゴリズムを確認してください。

設定ファイルはWEB-INF/conf/ui-tag-config/ui-tag-config_imui-picture.xmlにあります。

初期値はアルゴリズムが「AES」、キーが「^^^intra-mart^^^」です。

参考情報

imuiPicture

E.IWP.UI.TAG.PICTURE.00005

メッセージ

認可URIと認可アクションの数が一致しません。

引数

なし

詳細

imuiPictureタグの認可URIと認可アクションの数が一致しません。

原因

imuiPictureタグで指定したauthzUri属性（認可URI）とauthzAction属性（認可アクション）の数が一致していません。

対応方法

authzUri属性, authzAction属性の指定する数を一致してください。

スペース区切りで複数の指定をすることができます。

参考情報

imuiPicture

E.IWP.UI.TAG.SELECT.00001
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E.IWP.UI.TAG.SELECT.00001

メッセージ

属性値の設定に失敗しました。

引数

なし

詳細

imuiSelectタグの属性値の設定に失敗しました。

原因

imuiSelectタグの属性が指定されていません。

対応方法

imuiSelectタグの属性値に正しい値を指定してください。

参考情報

imuiSelect

WARN

W.IWP.UI.00002

メッセージ

サポートされないクライアント種別IDです: {0}。

引数

{0} : クライアント種別ID

詳細

指定されたクライアント種別IDがシステムで利用できない値です。

原因

指定されたクライアント種別IDがシステムで利用できない値が指定されている可能性があります。
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対応方法

WEB-INFconftheme-config配下のxmlにて設定が行えます。

<theme-config>/<theme>/<client-type-info>のid属性に「pc」を指定してください。

参考情報

テーマ仕様書 - theme-config

W.IWP.UI.00004

メッセージ

不正なテーマIDです: {0}。

引数

{0} : テーマID

詳細

指定されたテーマIDに使用できない文字が含まれています。または、文字数が1から100文字に収まっていません。

原因

指定されたテーマIDに使用できない文字が含まれています。または、文字数が1から100文字に収まっていません。

対応方法

WEB-INFconftheme-config配下のxmlにて設定が行えます。

<theme-config>/<theme>のid属性の値を見直してください。

文字数は1文字以上、99文字以下を指定してください。

指定できる文字は英数字と記号「_」、「-」です。

参考情報

テーマ仕様書 - theme-config

W.IWP.UI.SECURITYLOG.PICTURE.00701

メッセージ

UIPicture({0})の認証確認に失敗しました。

引数

{0} : src属性に指定した値
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詳細

imuiPictureタグで指定したauthzUri属性, authzAction属性での認可結果が許可されなかったため、画像が表示できませんでした。

原因

imuiPictureタグで指定したauthzUri属性, authzAction属性で認可されないユーザでアクセスしたため。

対応方法

imuiPictureタグのauthzUri属性, authzAction属性の認可結果で許可されるユーザでアクセスしてください。

または認可の設定を見直してください。

参考情報

imuiPicture

テナント管理者操作ガイド  - 認可を設定する

W.IWP.UI.TAG.PICTURE.00001

メッセージ

テナント「{0}」の imuiPicture URL ({1})がテナント「{2}」で利用されたため、アクセスを拒否しました。

引数

{0} : {1}のURLを生成したテナントID

{1} : imuiPictureが生成したURL

{2} : {1}のURLを利用したテナントID

詳細

imuiPictureを利用してURLを生成したテナントと、そのURLを参照しようとしたユーザのテナントが異なるため、アクセスを拒否しまし

た。

原因

異なるテナントでURLを利用しているためです。テナントが複数存在する場合に発生します。

対応方法

imuiPictureを利用してURLを生成したテナントと、参照しようとしたユーザのテナントを同一にしてください。

参考情報

バーチャルテナントにおける変更点
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IMBox

ERROR

E.IWP.IMBOX.COMMON.00005

メッセージ

UserColumnFamilyに値が存在していないか、論理削除されています。入力値 [userCd:{0}]

引数

{0} : ユーザ情報が存在しないユーザのユーザコード

詳細

指定したユーザコードが、Cassandraのユーザ情報を保持するColumnFamilyに存在しません。

原因

存在しないユーザコードを指定したURLにアクセスした可能性があります。以下のいずれかの原因が考えられます。

既に削除されたユーザのURLにアクセスした

存在しないユーザコードをURLに直接指定してアクセスした

上記に当てはまらない場合、データの不整合が発生しています。以下のいずれかの原因が考えられます。

Cassandraが停止している状態でIM共通マスタのユーザ情報が変更された

異常停止などによりデータが正常に永続化されていなかった

Cassandraを直接操作した等

対応方法

以下の対応を行ってください。

Cassandraが停止している状態でIM共通マスタのユーザ情報が変更された
IMBoxの提供しているデータ再構築ジョブネットを実行してください。（復旧可能なデータは一部となります。）
データ再構築ジョブネットに関しての詳細は、「 IMBox 仕様書 」-「 ジョブスケジューラ 」を参照してください。

異常停止などによりデータが正常に永続化されていなかった
Cassandraのスナップショットを取得している場合は、スナップショットの取得時点に復元することが可能です。
スナップショットからの復元に関しての詳細は、「 Cassandra管理者ガイド  」-「 8.5. スナップショット 」を参照してください。
Cassandraのスナップショットを取得していない場合は、データ再構築ジョブネットの実行により、IM-共通マスタの情報は
Cassandraに同期することが可能ですが、その他の欠落したデータに関しては復元することが出来ません。

Cassandraを直接操作した等
Cassandraのデータを直接操作した場合はサポート対象外です。

参考情報

IMBox 仕様書
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Cassandra管理者ガイド

E.IWP.IMBOX.COMMON.00006

メッセージ

GroupColumnFamilyに値が存在していないか、論理削除されています。入力値 [boxCd:{0}]

引数

{0} : グループ情報が存在しないグループのボックスコード

詳細

指定したボックスコードが、Cassandraのグループ情報を保持するClumnFamilyに存在しません。

原因

存在しないグループボックスコードを指定したURLにアクセスした可能性があります。以下のいずれかの原因が考えられます。

既に削除されたグループのURLにアクセスした

存在しないグループボックスコードをURLに直接指定してアクセスした

上記に当てはまらない場合、データの不整合が発生しています。以下のいずれかの原因が考えられます。

異常停止などによりデータが正常に永続化されていなかった

Cassandraを直接操作した等

対応方法

以下の対応を行ってください。

異常停止などによりデータが正常に永続化されていなかった
Cassandraのスナップショットを取得している場合は、スナップショットの取得時点に復元することが可能です。
スナップショットからの復元に関しての詳細は、「 Cassandra管理者ガイド  」-「 スナップショット  」を参照してください。
Cassandraのスナップショットを取得していない場合は、欠落したデータに関しては復元することが出来ません。

Cassandraを直接操作した等
Cassandraのデータを直接操作した場合はサポート対象外です。

参考情報

Cassandra管理者ガイド
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