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商標・ライセンス情報 

・Tomcat、Apache HTTP Server は Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)により開発されたソフトウェアです。 

・このマニュアルに記載されているその他の会社名と製品名は各社の商標です。 

 

・Apache Tomcat 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0 (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Apache Ant 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Java Development Kit 

This product includes software copyrighted by Oracle. All rights reserved. 

This product includes software licensed under the Oracle Binary Code License (BCL). 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html) 

 

・Java Runtime Environment 

This product includes software copyrighted by Oracle. All rights reserved. 

This product includes software licensed under the Oracle Binary Code License (BCL). 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html) 

 

・javascript-xpath-latest 

This product includes software copyrighted by Oracle. All rights reserved. 

This product includes software licensed under the MIT-style license (https://opensource.org/licenses/mit-license.php) 

 

・supertable 

This product includes software copyrighted by Matt Murphy. 

This product includes software licensed under the MIT-style license. (https://opensource.org/licenses/mit-license.php) 

 

・activation 

This product includes software copyrighted by Sun Microsystems, Inc. 

This product includes software licensed under the Oracle Binary Code License (BCL). 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html) 

 

http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html
https://opensource.org/licenses/mit-license.php
https://opensource.org/licenses/mit-license.php
(http:/www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html
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・batik-awt 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・commons-codec 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・commons-collections 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・commons-fileupload 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・commons-io 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・commons-logging 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・itext 

This product includes software copyrighted by Bruno Lowagie and others. (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Mozilla Public License Version 2.0.  

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

 

・itext-xml 

This product includes software copyrighted by Bruno Lowagie and others. (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Mozilla Public LicenseVersion 2.0.  

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

 

  

http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://www.apache.org/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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・itextAsian 

This product includes software copyrighted by Bruno Lowagie and others. (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Mozilla Public LicenseVersion 2.0.  

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

 

・log4j 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0 (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Java Mail 

This product includes software copyrighted by Sun Microsystems, Inc. 

This product includes software licensed under the Oracle Binary Code License(BCL). 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html) 

 

・Perl Tools 

This product includes software copyrighted by by Original Reusable Objects, Inc. 

This product includes software licensed under the PerlTools License 

(https://www.savarese.org/oro/downloads/PerlToolsLicense.html) 

 

・poi 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・poi-ooxml 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・poi-ooxml-schema 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・xml-beans 

This product includes software copyrighted by the BEA Systems, (http://www.bea.com/). 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

http://www.apache.org/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html
https://www.savarese.org/oro/downloads/PerlToolsLicense.html
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.bea.com/
http://www.apache.org/licenses
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・zip4j 

This product includes software copyrighted by Srikanth Reddy Lingala. 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Jackson annotations 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Jackson core 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Jackson databind 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・alasql 

This product includes software copyrighted by Andrey Gershun 

Alasql is licensed under the MIT License (https://github.com/agershun/alasql/blob/develop/LICENSE) 

 

・backbone 

This product includes software copyrighted by Jeremy Ashkenas, DocumentCloud 

Backbone is licensed under the MIT License (https://github.com/jashkenas/backbone/blob/master/LICENSE) 

 

・backbone.localStorage 

This product includes software copyrighted by Jerome Gravel-Niquet 

Backbone.localStorage is licensed under the MIT License (https://github.com/jeromegn/Backbone.localStorage/blob/master/LICENSE) 

 

・Backbone.Marionette 

This product includes software copyrighted by Muted Solutions, LLC <derick@mutedsolutions.com> 

MarionetteJS is distributed under the MIT license (http://mutedsolutions.mit-license.org/) 

 

・backbone.stickit 

This product includes software copyrighted by CMS Group, Matthew DeLambo <delambo@gmail.com> 

Backbone.stickit is licensed under the MIT license (https://github.com/nytimes/backbone.stickit/blob/master/LICENSE) 

 

  

http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/licenses
https://github.com/agershun/alasql/blob/develop/LICENSE
https://github.com/jashkenas/backbone/blob/master/LICENSE
https://github.com/jeromegn/Backbone.localStorage/blob/master/LICENSE
http://mutedsolutions.mit-license.org/
https://github.com/nytimes/backbone.stickit/blob/master/LICENSE
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・handlebars 

This product includes software copyrighted by Yehuda Katz 

Handlebars.js is licensed under the MIT license (https://github.com/wycats/handlebars.js/blob/master/LICENSE) 

 

・joint 

This product includes software copyrighted by client IO 

Joint is licensed under the Mozilla Public License 2.0 (https://github.com/clientIO/joint/blob/master/LICENSE) 

 

・JQuery 

This product includes software copyrighted by JS Foundation and other contributors 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://jquery.org/license/) 

 

・JQuery.UI 

This product includes software copyrighted by jQuery Foundation and other contributors. 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://jquery.org/license/) 

 

・JQuery.Menu 

This product includes software copyrighted by sizeof(cat) <sizeofcat AT riseup DOT net> 

Licensed under the MIT license 

 

・jQuery-contextMenu 

This product includes software copyrighted by SWIS BV 

JQuery-contextMenu is licensed under the MIT License. (https://github.com/swisnl/jQuery-contextMenu/blob/master/LICENSE) 

 

・JQuery.cookie 

This product includes software copyrighted by Klaus Hartl 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://jquery.org/license/) 

 

・JQuery.event.drag 

This product includes software copyrighted by Three Dub Media (http://threedubmedia.com) 

Open Source MIT License (http://threedubmedia.com/code/license) 

 

・JQuery.json2html 

This product includes software copyrighted by Crystalline Technologies 

This product includes software licensed under the MIT License.  

https://github.com/wycats/handlebars.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/clientIO/joint/blob/master/LICENSE
https://jquery.org/license/
https://github.com/swisnl/jQuery-contextMenu/blob/master/LICENSE
https://jquery.org/license/
http://threedubmedia.com/
http://threedubmedia.com/code/license
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・JQuery.quicksearch 

This product includes software copyrighted by Deux Huit Huit, Rik Lomas in 2013. 

This product includes software copyrighted by Deux Huit Huit in 2017 (https://deuxhuithuit.com/); 

This product includes software licensed under the MIT License.  (http://deuxhuithuit.mit-license.org) 

 

・JQuery.serializeObject 

This product includes software copyrighted by Paul Macek 

This product includes software licensed under the MIT License.  (https://github.com/macek/jquery-serialize-object/blob/master/LICENSE) 

 

・JQuery.timepicker 

This product includes software copyrighted by Jon Thornton (http://jonthornton.github.com/jquery-timepicker/) 

This product includes software licensed under the MIT License.   

 

・JQuery.ui.position 

This product includes software copyrighted by jQuery Foundation and other contributors (http://jqueryui.com) 

This product includes software licensed under the MIT License.   

 

・json2html 

This product includes software copyrighted by Crystalline Technologies 

This product includes software licensed under the MIT License.  

 

・jsTree 

This product includes software copyrighted by Ivan Bozhanov 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://raw.githubusercontent.com/vakata/jstree/master/LICENSE-MIT) 

 

・lodash 

This product includes software copyrighted by JS Foundation and other contributors (https://js.foundation/) 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://raw.githubusercontent.com/lodash/lodash/4.17.11-npm/LICENSE) 

 

・marionette.approuter 

This product includes software copyrighted by Derick Bailey, Muted Solutions, LLC. (http://marionettejs.com) 

Distributed under MIT license  

 

  

https://deuxhuithuit.com/
http://deuxhuithuit.mit-license.org/
https://github.com/macek/jquery-serialize-object/blob/master/LICENSE
http://jonthornton.github.com/jquery-timepicker/
http://jqueryui.com/
https://raw.githubusercontent.com/vakata/jstree/master/LICENSE-MIT
https://js.foundation/
https://raw.githubusercontent.com/lodash/lodash/4.17.11-npm/LICENSE
http://marionettejs.com/
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・Materialize 

This product includes software copyrighted by Materialize (http://marionettejs.com) 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://raw.githubusercontent.com/Dogfalo/materialize/master/LICENSE) 

 

・moment 

This product includes software copyrighted by JS Foundation and other contributors 

Moment is licensed under the MIT License. (https://github.com/moment/moment/blob/develop/LICENSE) 

 

・perfect-scrollbar 

This product includes software copyrighted by Hyunje Jun and other contributors 

Perfect-scrollbar is licensed under the MIT License. (https://github.com/mdbootstrap/perfect-scrollbar/blob/master/LICENSE) 

 

・select2 

This product includes software copyrighted by Kevin Brown, Igor Vaynberg, and Select2 contributors 

Select2 is licensed under the MIT License. (https://github.com/select2/select2/blob/develop/LICENSE.md) 

 

・SlickGrid 

This product includes software copyrighted by Michael Leibman (http://github.com/mleibman/slickgrid) 

SlickGrid is licensed under the MIT License. (https://github.com/milichev/SlickGrid/blob/master/MIT-LICENSE.txt) 

 

・Tabulator 

This product includes software copyrighted by SheetJS LLC 

Js-xlsx is licensed under the Apache License 2.0. (https://github.com/SheetJS/js-xlsx/blob/master/LICENSE) 

 

・Apache HttpComponents 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

 
 

  

http://marionettejs.com/
https://raw.githubusercontent.com/Dogfalo/materialize/master/LICENSE
https://github.com/moment/moment/blob/develop/LICENSE
https://github.com/mdbootstrap/perfect-scrollbar/blob/master/LICENSE
https://github.com/select2/select2/blob/develop/LICENSE.md
https://github.com/milichev/SlickGrid/blob/master/MIT-LICENSE.txt
https://github.com/SheetJS/js-xlsx/blob/master/LICENSE
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
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はじめに 

 
本書について 

 
本書はデータスタジオ＠WEB(以下、DSWEB)においてリリースした際の機能追加・変更・削除項目についての 

内容を記載しております。 

 

注意事項 

 
本書では、『プロパティパラメータの変更履歴』で記載のパラメータ値において、対象のフォルダまでのパスを記載するパラメータがあります。 

本書に記載されているパラメータ値に関しては、Windows 環境を基準に記載しております。サーバーOS として LINUX/Unix 環境をご使用の 

お客様につきましては、パスを記載するパラメータ値のフォルダ区切り文字が異なる場合があります。以下の表を参考にして、必要に応じ読み 

替えてご利用下さい。 

 

※ パラメータ名・パラメータに関連する機能につきましては、Windows 環境、LINUX/Unix 環境にて違いはありません。 

 

  

  

  

 

例 ） 

 

 

  

 

 

No Windows LINUX/Unix 

1 \\ / 

パラメータ名 Windows LINUX/Unix 

sample_parameter $SYSTEM_PATH$\\dswebap\\webapps\\dsweb $SYSTEM_PATH$/dswebap/webapps/dsweb 
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変更履歴 

 

 

データスタジオ＠WEB Ver2.8.1 においてリリースした際の機能追加・変更・削除項目についての内容を記載しております。 

 

№ 区分 問題／変更要件 説明 

1 仕様変

更 

Excel ファイル取込機能の取込範囲を指定するグリッドに

ついて、マウスのグリッドに合わせて自動でスクロールす

る機能を廃止しました。 

 

左記の仕様変更を行いました。 

2 不具合 データ選択画面から表示される設定画面において、一部ブ

ラウザで画面遷移した際に前画面のツールチップが残って

しまう問題を修正しました。 

 

左記の不具合を修正しました。 

※対象ブラウザは以下の通りです。 

・ Microsoft Internet Explorer 11  

・ Microsoft Edge  

・ Mozilla Firefox 

 

3 不具合 ファイル取込機能において、ファイル選択時にファイル選

択エリアとファイル名の配置がずれる問題を修正しまし

た。 

 

左記の不具合を修正しました。 

 

4 追加 ファイル取込機能の設定項目に「取込速度」を追加しまし

た。 

 

左記機能を追加しました。 

5 追加 ファイル取込機能において、取込不能なデータがファイル

に含まれていた場合、詳細なエラーメッセージが表示され

る機能を追加しました。 

 

左記機能を追加しました。 

 

※メッセージの表示方法は取込速度により、異なります。 

取込速度が「標準」の場合、エラー内容およびエラーが発生している行数が表示されます。 

取込速度が「高速」の場合、エラー内容およびエラーが発生している行数が 100 行単位で

表示されます。 

 

6 不具合 データ選択画面から表示される設定画面において、言語が

英語の際、一部メッセージが英語にならない問題を修正し

左記の不具合を修正しました。 
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№ 区分 問題／変更要件 説明 

ました。 

7 不具合 データスタジオのヘルプにおいて、ヘルプ内のリンクを選

択した際に、正しいリンク先に飛ばない問題を修正しまし

た。 

 

左記の不具合を修正しました。 

8 追加 日付型フィールドのオフセット設定について、時・分・秒

の指定が可能となりました。 

 

左記機能を追加しました。 

9 不具合 データスタジオのスケジュール実行において、以下のよう

な例外が発生する問題を対応しました。 

例外「ArrayIndexOutOfBoundsException -2147483648」 

※本事象はまれに発生しており、環境などによっては発生

しない場合もあります。 

 

左記事象について、下記対応を実施しました。 

 

・発生原因と思われる処理を改善しました。 

・スケジュール実行で予期せぬエラーが発生した際、原因を追跡する為のログ出力を追加

しました。 

・スケジュール実行で予期せぬエラーが発生した際、応答がなくなる問題を改善しました。 

 

10 不具合 データスタジオのメニューで折りたたみ機能が動作しない

問題について対応をしました。 

 

左記の不具合を修正しました。 

11 その他 製品に同梱している host_check.bat の記載が誤っている問

題を修正しました。 

 

左記ファイルを修正しました。 

 

※既に DSWEB をインストール済みの場合は本ファイルの差し替えが必要となります。 

 

配置元:[DISC2]/dsweb_setup/host_check.bat 

配置先:[ DSWEB インストールディレクトリ] 
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№ 区分 問題／変更要件 説明 

12 その他 下記フォルダに配置されている dsweb_stop.bat の記載内容

に誤りがある問題を修正しました。 

配置パス: [DISC2]/dsweb_setup 

※setup.exe による自動インストールの場合は、記載内容に

誤りはございません。 

 

左記ファイルを修正しました。 

 

※既に DSWEB をインストール済みの場合は本ファイルの修正が必要となります。 

 

修正前) set JAVA_HOME=[ DSWEB インストールディレクトリ] ¥jdk1.7.0_79 

修正後) set JAVA_HOME=[ DSWEB インストールディレクトリ] ¥jdk1.8.0_202 

 

13 その他 dsLocalDbConfig.xml に PostgreSQL の記述を追加しました。 

※本追加による動作への影響はございません。 

 

左記ファイルを修正しました。 

14 不具合 データ連携、ファイル取込のスケジュール設定画面におい

て、ツールチップが表示されない問題を修正しました。 

 

左記不具合を修正しました。 

15 仕様変

更 

データ選択画面から表示されるリレーション設定画面にお

いて、テーブル同士をつなぐ線の矢印が結合方法（INNER 

JOIN、LEFT JOINなど）によって、変わるよう仕様を変更

しました。 

 

左記の通り仕様を変更しました。 

16 不具合 オンラインヘルプにおいて、一部のリンクが正しく動作し

ない問題を修正しました。 

 

左記不具合を修正しました。 

17 追加 CSV、Excel取込においてエラーが発生した際、エラーの内

容、対応方法が表示されるようエラー処理を追加しました。 

 

左記の通り機能を追加しました 

18 仕様変

更 

下記フォルダに配置されている Postgres 用の dbconfig フ

ァイルについて、一部のデータ型、サイズを変更しました。 

配置パス: [DISC2]/setup_config/dbconfig/Postgres 

 

Postgresのリポジトリテーブルにおいて、長い文字列が登録されるフィールドのデータ型、

サイズを「VARCHAR(4000)」から「TEXT」に変更しました。 

 

19 その他 アプリケーションサーバのシステム稼働要件に「Java 

Servlet 3.0以上」を追加しました。 

 

 

左記の通りシステム稼働要件を修正しました。 
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№ 区分 問題／変更要件 説明 

20 不具合 GalleriaSolo1.1.3でプロパティの規定値が変更されたが、

Linux版で規定値の変更が漏れていたため、Linux版のプロ

パティ規定値を修正しました。 

 

以下プロパティの規定値をLinux版で修正しました。 

・export_itemname_table 

・export_itemname_relation 

21 不具合 レポート出力機能のサンプル資材がCreate Form11で動作

しない問題を修正しました。 

 

左記不具合を修正しました。 
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プロパティパラメータの変更履歴 
 

新規プロパティファイル 
 

サブスクリプション用設定ファイル[subscription.properties] 
No 内容 

1 #proxy_url= 

2 #proxy_port= 

 

 

 

新規追加パラメータ 
 

言語設定ファイル(日本語)[msdsPageTextJP.properties] 
No 内容 

1 fileImport015=取込速度 

2 fileImport016=標準 

3 fileImport017=高速 

4 fileImport018=差分取込 

5 fileImport019=全件取込 

6 fileImport020=OFF 

7 fileImport021=ON 

8 fileImport022=OFF 

9 fileImport023=ON 

10 fileImport024=OFF 

11 fileImport025=ON 

12 fileImport026=取込方法 

13 m_dbsrc031=登録可能なデータソース数：$VALUE$ 

14 tableSelection004=(データソース上限数:{0}) 
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言語設定ファイル(英語)[msdsPageTextEN.properties] 
No 内容 

1 fileImport015=Import speed 

2 fileImport016=Standard speed 

3 fileImport017=High speed 

4 fileImport018=Differential import 

5 fileImport019=All import 

6 fileImport020=OFF 

7 fileImport021=ON 

8 fileImport022=OFF 

9 fileImport023=ON 

10 fileImport024=OFF 

11 fileImport025=ON 

12 fileImport026=Import method 

13 m_dbsrc031=Number of datasource that can be registered 

14 tableSelection004=(Datasource upper limit:{0}) 

 

メッセージ設定ファイル(日本語)[msdsMessagesJP.properties] 
No 内容 

1 FILEIMPORT_MSG006=高速を選択すると取込速度が向上しますが、エラー発生時に原因の特定が困難になる場合があります。 

2 FIELDSET_MSG004=フィールド名が未入力です。フィールド名を入力してください。¥n 行数：{0}行目 

3 FIELDSET_MSG005=フィールド名に利用できない文字列が設定されています。フィールド名を修正してください。¥n 利用可能な文字列：先頭は半角英文字、

それ以外は半角英数字とアンダーライン¥n 行数：{0}行目 

4 FIELDSET_MSG006=サイズが未入力です。サイズを入力してください。¥n フィールド名： 

5 FIELDSET_MSG007=小数部分が未入力です。小数部分を入力してください。¥n フィールド名： 

6 FIELDSET_MSG008=小数部分の数値がサイズの数値を超えています。小数部分の数値がサイズの数値を超えないよう、サイズと小数部分の数値を調整して

ください。¥n フィールド名： 

7 FILENAMESET_MSG006=新しいデータと既存テーブルの構造が違います。既存テーブルを削除して、新しいデータを利用してテーブルを作成しますか？ 

8 FILENAMESET_MSG007=先頭は半角英文字、それ以外は半角英数字とアンダーライン 

9 FILENAMESETSQLE_MSG1010=ファイル ID またはフィールド名に利用できない文字列が設定されています。ファイル ID、フィールド名を確認し、再取

込して下さい。¥n 利用できない文字：{0} 

10 FILENAMESETSQLE_MSG1020=ファイル ID に利用できない文字列が設定されています。ファイル ID を変更し、再取込して下さい。 

11 FILENAMESETSQLE_MSG1030=フィールド名に利用できない文字列が設定されています。フィールド名を変更し、再取込して下さい。（SELECT,LOCK
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など） 

12 FILENAMESETSQLE_MSG2010=日付の列に日付でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正するかデータ型を変更して再取込し

て下さい。¥n 行数：{0}行目 

13 FILENAMESETSQLE_MSG2011=日付の列に日付でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正するかデータ型を変更して再取込し

て下さい。¥n 行数：{0}行目¥n 列数：{1}列目 

14 FILENAMESETSQLE_MSG2012=日付の列に日付でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正するかデータ型を変更して再取込し

て下さい。¥n 行数：{0}行目¥n 値：{1} 

15 FILENAMESETSQLE_MSG2020=数値の列に数値でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正するかデータ型を変更して再取込し

て下さい。¥n 行数：{0}行目 

16 FILENAMESETSQLE_MSG2021=数値の列に数値でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正するかデータ型を変更して再取込し

て下さい。¥n 行数：{0}行目¥n 値：{1} 

17 FILENAMESETSQLE_MSG2022=数値もしくは小数の列の入力データを確認し、入力内容を修正するかデータ型を変更して再取込して下さい。¥n 行数：{0}

行目 

18 FILENAMESETSQLE_MSG2030=小数の列に小数でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正するかデータ型を変更して再取込し

て下さい。¥n 行数：{0}行目 

19 FILENAMESETSQLE_MSG2031=小数の列に小数でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正するかデータ型を変更して再取込し

て下さい。¥n 行数：{0}行目¥n 値：{1} 

20 FILENAMESETSQLE_MSG2040=文字数が多い為、取り込みに失敗しました。フィールドのサイズを大きくするか、入力データの文字数を減らして再取込

して下さい。¥n 行数：{0}行目 

21 FILENAMESETSQLE_MSG2041=文字数が多い為、取り込みに失敗しました。フィールドのサイズを大きくするか、入力データの文字数を減らして再取込

して下さい。¥n 行数：{0}行目¥n 値：{1} 

22 FILENAMESETSQLE_MSG2050=プライマリキーが設定されているフィールドに重複するデータが存在します。プライマリキーの設定を確認するか、入力

データを確認し、再取込して下さい。¥n 行数：{0}行目 

23 FILENAMESETSQLE_MSG2051=プライマリキーが設定されているフィールドに重複するデータが存在します。プライマリキーの設定を確認するか、入力

データを確認し、再取込して下さい。¥n 行数：{0}行目¥n キーが重複している値：{1} 

24 FILENAMESETSQLE_MSG2052=プライマリキーが設定されているフィールドに重複するデータが存在します。プライマリキーの設定を確認するか、入力

データを確認し、再取込して下さい。¥n 行数：{0}行目¥n キーが重複している列：{1}¥n キーが重複している値：{2} 

25 FILENAMESETSQLE_MSG9001=ファイルの取込中に予期せぬエラーが発生しました。ログの内容を確認するか、管理者に確認してください。 

26 ENVIRONMENTE_MSG001=予期せぬエラーが発生しました。サーバーの設定に誤りがあります。F12 キーを押下しログの内容を確認するか、管理者に確

認してください。 

27 ENVIRONMENTE_MSG002=サーバーとの通信に失敗しました。 

28 ENVIRONMENTE_MSG003=サーバー内でエラーが発生しました。ログの内容を確認するか、管理者に確認してください。 
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29 COMMON0017=ライセンスエラーです。データソース数制限を超過しました。 

30 DBSRC_REGIST0025=データソース登録数の制限を超えています。 

 

メッセージ設定ファイル(英語)[msdsMessagesEN.properties] 
No 内容 

1 FILEIMPORT_MSG006=Selecting high speed increases the import speed, but it may be difficult to identify the cause when an error occurs. 

2 FIELDSET_MSG004=The field name has not been entered.Please enter a field name.¥nline：{0} 

3 FIELDSET_MSG005=A character string that cannot be used in the field name is set.Correct the field name.¥nAvailable strings:The first character is 

English one-byte characters, the other characters are one-byte alphanumeric characters and underline.¥nline：{0} 

4 FIELDSET_MSG006=The size is not entered.Please enter a size.¥nField name: 

5 FIELDSET_MSG007=The decimal part is not entered.Please enter the decimal part.¥nField name: 

6 FIELDSET_MSG008=The decimal part exceeds the size.Please adjust the size and the fractional part so that the fractional part does not exceed the 

size.¥nField name: 

7 FILENAMESET_MSG006=The structure of the new data and the existing table is different.Do you want to delete the existing table and create a table 

with the new data? 

8 FILENAMESET_MSG007=The first character is English one-byte characters, the other characters are one-byte alphanumeric characters and underline. 

9 FILENAMESETSQLE_MSG1010=A character string that cannot be used in the field id or the field name  is set.Check the file ID and field name and 

import again.¥nCharacters that cannot be used:{0} 

10 FILENAMESETSQLE_MSG1020=A character string that cannot be used for the file ID is set.Please change the file ID and import again. 

11 FILENAMESETSQLE_MSG1030=A character string that cannot be used in the field name is set.Please change the file name and import 

again.(SELECT, LOCK, etc.) 

12 FILENAMESETSQLE_MSG2010=A non-date value has been entered in the date column.Please check the input data, correct the input contents or 

change the data type and import again.¥nLine:{0} 

13 FILENAMESETSQLE_MSG2011=A non-date value has been entered in the date column.Please check the input data, correct the input contents or 

change the data type and import again.¥nLine:{0}¥nColumn:{1} 

14 FILENAMESETSQLE_MSG2012=A non-date value has been entered in the date column.Please check the input data, correct the input contents or 

change the data type and import again.¥nLine:{0}¥nValue:{1} 

15 FILENAMESETSQLE_MSG2020=A non-numeric value has been entered in the numeric column.Please check the input data, correct the input contents 

or change the data type and import again.¥nLine:{0} 

16 FILENAMESETSQLE_MSG2021=A non-numeric value has been entered in the numeric column.Please check the input data, correct the input contents 

or change the data type and import again.¥nLine:{0}¥nValue:{1} 

17 FILENAMESETSQLE_MSG2022=Please check the input data in the numerical or decimal column, and correct the input contents or change the data 

type and import again.¥nLine:{0} 

18 FILENAMESETSQLE_MSG2030=A non-decimal value has been entered in the decimal column..Please check the input data, correct the input contents 
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or change the data type and import again.¥nLine:{0} 

19 FILENAMESETSQLE_MSG2031=A non-decimal value has been entered in the decimal column..Please check the input data, correct the input contents 

or change the data type and import again.¥nLine:{0}¥nValue:{1} 

20 FILENAMESETSQLE_MSG2040=Failed to import because there are many characters.Increase the field size or reduce the number of characters in the 

input data and try again.¥nLine:{0} 

21 FILENAMESETSQLE_MSG2041=Failed to import because there are many characters.Increase the field size or reduce the number of characters in the 

input data and try again.¥nLine:{0}¥nValue:{1} 

22 FILENAMESETSQLE_MSG2050=Duplicate data exists in the field where the primary key is set.Please check the primary key setting or check the input 

data and import again.¥nLine:{0} 

23 FILENAMESETSQLE_MSG2051=Duplicate data exists in the field where the primary key is set.Please check the primary key setting or check the input 

data and import again.¥nLine:{0}¥nValue with duplicate key: {1} 

24 FILENAMESETSQLE_MSG2052=Duplicate data exists in the field where the primary key is set.Please check the primary key setting or check the input 

data and import again.¥nLine:{0}¥nColumn with duplicate key:{1}¥nValue with duplicate key:{2} 

25 FILENAMESETSQLE_MSG9001=An unexpected error occurred while importing the file.Please check the log contents or check with the administrator. 

26 ENVIRONMENTE_MSG001=An unexpected error occurred. The server settings are incorrect. Press the F12 key check the log contents or check with the 

administrator. 

27 ENVIRONMENTE_MSG002=Failed to communicate with server 

28 ENVIRONMENTE_MSG003=Server error. Please check the log contents or check with the administrator. 

29 COMMON0017=A license error occurred. The maximum number of datasource has been exceeded. 

30 DBSRC_REGIST0025=The number of datasource registrations has exceeded the limit. 

 

ACCESS用SQL定義ファイル [ACCESS.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 
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AS400用SQL定義ファイル [AS400.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

Sybase Adaptive Server Enterprise用SQL定義ファイル [ASE.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DB2用SQL定義ファイル [DB2.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 



                                                                                            リリースノート 

12 DaTaStudio@WEB (c) 2011 DTS Corporation. 
 

 

HADB用SQL定義ファイル [HADB.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

HIRDB用SQL定義ファイル [HiRDB.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 
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SAP IQ用SQL定義ファイル [IQ.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

Microsoft SQLServer(2008以前)用SQL定義ファイル [MSSQL.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

Microsoft SQLServer(2012以降)用SQL定義ファイル [MSSQL2012.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-201,pcm000_lang0018,date に変換中にエラーが発生しまし

た。$;SQLE-202,pcm000_lang0020,int に変換中にエラーが発生しました。

$;SQLE-203,pcm000_lang0022,DECIMAL への変換はサポートされていません。

$;SQLE-204,pcm000_lang0024,^文字列データまたはバイナリ データが切り捨てられま

す。;SQLE-205,pcm000_lang0026,[¥s¥S]*PRIMARY KEY 違反。オブジェクト ¥'[¥s¥S]*¥' には重複す

るキーを挿入できません。重複するキーの値は ¥(([¥s¥S]*)¥) です。;SQLE-207,pcm000_lang0032,For 

input string¥: ¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 
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3 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=付近に不適切な構文があります。$,SQLE-101;date に変換中にエラーが発生し

ました。$,SQLE-201;int に変換中にエラーが発生しました。$,SQLE-202;DECIMAL への変換はサポート

されていません。$,SQLE-203;^文字列データまたはバイナリ データが切り捨てられま

す。,SQLE-204;^(?=[¥s¥S]*PRIMARY KEY 違反)[¥s¥S]*$,SQLE-205;^For input string,SQLE-207 

4 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-101,FILENAMESETSQLE_MSG1010,キーワード 

¥'([¥s¥S]*)¥' 付近に不適切な構文があります。$;SQLE-201,FILENAMESETSQLE_MSG2010,date に変

換中にエラーが発生しました。$;SQLE-202,FILENAMESETSQLE_MSG2020,int に変換中にエラーが発生

しました。$;SQLE-203,FILENAMESETSQLE_MSG2030,DECIMAL への変換はサポートされていません。

$;SQLE-204,FILENAMESETSQLE_MSG2040,^文字列データまたはバイナリ データが切り捨てられま

す。;SQLE-205,FILENAMESETSQLE_MSG2051,[¥s¥S]*PRIMARY KEY 違反。オブジェクト 

¥'[¥s¥S]*¥' には重複するキーを挿入できません。重複するキーの値は ¥(([¥s¥S]*)¥) で

す。;SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

 

Mysql用SQL定義ファイル [MYSQL5.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 
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Oracle用SQL定義ファイル [ORACLE.sql] 
N

o 
項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-201,pcm000_lang0018,^Timestamp format must be 

yyyy-mm-dd 

hh:mm:ss[¥s¥S]*;SQLE-202,pcm000_lang0020,^(?=[¥s¥S]*NumberFormatException)[¥s¥S]*$;SQLE-204,

pcm000_lang0024,ORA-12899: 列¥"[¥s¥S]*¥"¥.¥"[¥s¥S]*¥"¥.¥"([¥s¥S]*)¥"の値が大きすぎます

[¥s¥S]*;SQLE-205,pcm000_lang0025,^ORA-00001;SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

3 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^ORA-00903,SQLE-102;^ORA-00904,SQLE-103;^Timestamp format must be 

yyyy-mm-dd 

hh:mm:ss[¥s¥S]*,SQLE-201;^(?=[¥s¥S]*NumberFormatException)[¥s¥S]*$,SQLE-202;^ORA-12899,SQL

E-204;^ORA-00001,SQLE-205;^For input string,SQLE-207 

4 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-102,FILENAMESETSQLE_MSG1020,^ORA-00903; 

SQLE-103,FILENAMESETSQLE_MSG1030,^ORA-00904;SQLE-201,FILENAMESETSQLE_MSG2010,^Ti

mestamp format must be yyyy-mm-dd hh:mm:ss[¥s¥S]*; 

SQLE-202,FILENAMESETSQLE_MSG2022,^(?=[¥s¥S]*NumberFormatException)[¥s¥S]*$;SQLE-204,FI

LENAMESETSQLE_MSG2041, ORA-12899: 列¥"[¥s¥S]*¥"¥.¥"[¥s¥S]*¥"¥.¥"([¥s¥S]*)¥"の値が大きすぎ

ます[¥s¥S]*;SQLE-205,FILENAMESETSQLE_MSG2050, 

^ORA-00001;SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            リリースノート 

16 DaTaStudio@WEB (c) 2011 DTS Corporation. 
 

 

 

 

Postgres用SQL定義ファイル [POSTGRE8.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-201,pcm000_lang0018,timestamp¥/date¥/time 型に対する

不正な値[¥s¥S]*;SQLE-202,pcm000_lang0020,int 型に変換できません

$;SQLE-203,pcm000_lang0022,BigDecimal 型に変換できません

$;SQLE-204,pcm000_lang0024,^(?=[¥s¥S]*value too long for type 

character)[¥s¥S]*$;SQLE-205,pcm000_lang0025,[¥s¥S]*;SQLE-207,pcm000_lang0032,For input 

string¥: ¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

3 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^(?=[¥s¥S]*syntax error at or 

near)[¥s¥S]*,SQLE-101;^timestamp¥/date¥/time 型に対する不正な値,SQLE-201;int 型に変換できませ

ん$,SQLE-202;BigDecimal 型に変換できません$,SQLE-203;^(?=[¥s¥S]*value too long for type 

character)[¥s¥S]*$,SQLE-204;^(?=[¥s¥S]*duplicate key value violates unique 

constraint)[¥s¥S]*,SQLE-205;^For input string,SQLE-207 

4 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-101,FILENAMESETSQLE_MSG1010,ERROR: 

syntax error at or near 

¥"([¥s¥S]*)¥".*;SQLE-201,FILENAMESETSQLE_MSG2010,timestamp¥/date¥/time 型に対する不正な

値[¥s¥S]*;SQLE-202,FILENAMESETSQLE_MSG2020,int 型に変換できません

$;SQLE-203,FILENAMESETSQLE_MSG2030,BigDecimal 型に変換できません

$;SQLE-204,FILENAMESETSQLE_MSG2040,^(?=[¥s¥S]*value too long for type 

character)[¥s¥S]*$;SQLE-205,FILENAMESETSQLE_MSG2050,^(?=[¥s¥S]*duplicate key value 

violates unique constraint)[¥s¥S]*;SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

 

RedBrickWarehouse用SQL定義ファイル [REDBRICK.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 
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3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

RedShift用SQL定義ファイル [REDSHIFT.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

ANSI92汎用DB用SQL定義ファイル [SQL92.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 
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SQL Anywhere(11以降)用SQL定義ファイル [SQLA11.sql] 
N

o 
項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-201,pcm000_lang0019,¥[SAP¥]¥[JDBC Driver¥]¥[SQL 

Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' を timestamp に変換できません。;SQLE-202,pcm000_lang0021,¥[SAP¥]¥[JDBC 

Driver¥]¥[SQL Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' を integer に変換できませ

ん。;SQLE-203,pcm000_lang0023,¥[SAP¥]¥[JDBC Driver¥]¥[SQL Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' を decimal に

変換できません。;SQLE-204,pcm000_lang0024,文字列データの右側がトランケートされます。

$;SQLE-205,pcm000_lang0026,.*のプライマリキーがユニークではありません: プライマリキー値 

¥(¥'([¥s¥S]*)'¥);SQLE-206,pcm000_lang0021,¥[SAP¥]¥[JDBC Driver¥]¥[SQL Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' を 

numeric に変換できません。;SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

3 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=構文エラーがあります$,SQLE-101;を timestamp に変換できません。$,SQLE-201;

を integer に変換できません。$,SQLE-202;を decimal に変換できません。$,SQLE-203;文字列データの右側が

トランケートされます。$,SQLE-204;^(?=[¥s¥S]*プライマリキーがユニークではありませ

ん)[¥s¥S]*$,SQLE-205;^For input string,SQLE-207 

4 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-101,FILENAMESETSQLE_MSG1010,¥[SAP]¥[JDBC 

Driver]¥[SQL Anywhere]¥'([¥s¥S]*)¥' 行.*の近くに構文エラーがありま

す;SQLE-201,FILENAMESETSQLE_MSG2012,¥[SAP¥]¥[JDBC Driver¥]¥[SQL Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' 

を timestamp に変換できません。;SQLE-202,FILENAMESETSQLE_MSG2021,¥[SAP¥]¥[JDBC 

Driver¥]¥[SQL Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' を integer に変換できませ

ん。;SQLE-203,FILENAMESETSQLE_MSG2031,¥[SAP¥]¥[JDBC Driver¥]¥[SQL Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' 

を decimal に変換できません。;SQLE-204,FILENAMESETSQLE_MSG2040,文字列データの右側がトランケー

トされます。$;SQLE-205,FILENAMESETSQLE_MSG2051,[¥s¥S]*のプライマリキーがユニークではありませ

ん: プライマリキー値 ¥(¥'([¥s¥S]*)'¥);SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 
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SQL Anywhere(10以前)用SQL定義ファイル [SYBASE.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

 

既定値変更パラメータ 
 

DaTaStudio＠WEB 設定ファイル [msdsMessagesJP.properties] 

No パラメータ名   

1 FIELDSET_MSG003 修正前 フィールド名が重複しています。 

修正後 フィールド名が重複しています。重複しているフィールド名を別名に変更してください。¥n フィールド名： 

2 FILEIMPORT_MSG004 修正前 読込範囲を選択してください。 

修正後 取込範囲を選択してください。 

3 FORMERROR_MSG002 修正前 指定されている形式で入力してください。 

修正後 指定されている形式で入力してください。{0} 

 

 

 

 

DaTaStudio＠WEB 設定ファイル [msdsMessagesEN.properties] 

No パラメータ名   

1 FIELDSET_MSG003 修正前 Please select the read range. 

修正後 Duplicate field name.Please change the duplicate field name to a different name.¥nField name: 

2 FILEIMPORT_MSG004 修正前 Please select the read range. 

修正後 Please select the import range. 
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3 FORMERROR_MSG002 修正前 Please enter in the specified format. 

修正後 Please enter in the specified format.{0} 
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削除 
 

なし 
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