
Alibaba Cloud
MaxCompute

エラーコード付録
Document Version20190513



MaxCompute エラーコード付録 /  ⽬次

⽬次
1 よくあるエラー....................................................................... 1
2 SQL の⼀般的なエラー..............................................................2
3 MapReduce よくあるエラー.....................................................9
4 トンネルの⼀般的なエラー....................................................... 12

II Document Version20190513



MaxCompute エラーコード付録 /  1 よくあるエラー

1 よくあるエラー
MaxCompute の⼀般的なエラーメッセージは次のとおりです。

エラーコード: ⼀般的な説明 - コンテキストの説明
例: ODPS - 0130131 : Table  not  found  - " myproject " " mytable "

エラーコード ODPS - 0130131  と ⼀般的な説明 Table  not  found  は、コンテキス
トの説明と⼀対⼀のマッピング関係にあり、エラーの特定に役⽴つ情報を提供します。
エラーコードのフォーマットは ODPS - MMCCCCX  です。
• MM はモジュール ID を⽰し、2 桁の整数です。 たとえば、00 は共通モジュール、01 は SQL

 タスクを⽰します。
• CCCC はエラーコードを⽰し、4 桁の整数です。
• X はエラーの重⼤度を⽰し、1 桁の整数です。 1 は誤ったユーザー⼊⼒のような、軽微なエ

ラーを⽰します。 9 は原⼦性エラーのような、最も重⼤度の⾼いエラーを⽰します。
MaxCompute で⼀般的に使⽤される SQL タスク、MapReduce タスク、Tunnel タスクに関係
するエラーのリストについては、次をご参照ください。
• 『MaxCompute SQL タスクに関する MaxCompute SQL のよくあるエラー』
• 『MaxCompute MapReduce タスクに関する MaxCompute MapReduce のよくあるエラー』
• 『MaxCompute Tunnel タスクに関する MaxCompute Tunnel のよくあるエラー』
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2 SQL の⼀般的なエラー
エラーメッセージ トリガー条件
ODPS-0110005 : メタデータ操作による不明
な例外

最上位層ですべての未知の例外をキャッチしま
す。

ODPS-0110011 : 認可例外 お客様には権限が付与されていません。
ODPS-0110021 : パラメーターが無効です パラメーターが無効です。
ODPS-0110031 : オブジェクト型が無効です オブジェクト型が無効です。
ODPS-0110041 : メタ操作が無効です - 
AlreadyExistsException(message:
Partition already exists, existed values

現在、MaxCompute は操作対象テーブル
をロックしていません。 このエラーは、
META タグ間の競合、つまり同じパーティ
ションに対する複数の読み取り/書き込みアク
ションが同時に発⽣したために発⽣します。 
MaxCompute のロックメカニズムが有効に
なっていない場合は、同じテーブルに対して同
時に複数のアクションを実⾏しないよう推奨し
ます。

ODPS-0110061 : ddltask の実⾏に失敗しま
した - AlreadyExistsException(message:
Partition already exists, existed values).

Currently, MaxCompute does not lock the
 operated table. META タグ間の競合、つま
り同じパーティションに対する複数の読み取
り/書き込みアクションが同時に発⽣したこと
が原因で発⽣するエラーです。 MaxCompute
 のロックメカニズムが有効になっていない場
合は、同じテーブルに対して同時に複数のアク
ションを実⾏しないよう推奨します。

ODPS-0110061 : ddltask の実⾏に失敗しま
した - SimpleLock 競合障害、 パーティショ
ンの追加はすでに進⾏中です

このエラーは、同じパーティションをバッチ
で追加すると発⽣します。 MaxCompute は
パーティションを追加する最初のコマンドだけ
実⾏し、それ以降のコマンドは無視します。

ODPS-0110071 : OTS 初期化例外 テーブルストアの初期化が異常です。
ODPS-0110081 : OTS トランザクション例外 テーブルストアトランザクションが異常です。
ODPS-0110091 : OTS フィルタリング例外 テーブルストアの条件付きフィルタリングが異

常です。
ODPS-01100101 : OTS 処理例外 テーブルストアの実⾏が異常です。
ODPS-01100111 : OTS データオブジェクトが
無効です

テーブルストアデータが無効です。
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MaxCompute エラーコード付録 /  2 SQL の⼀般的なエラー

エラーメッセージ トリガー条件
ODPS-01100121 : 不明な OTS の例外 不明なテーブルストアエラーが発⽣していま

す。
図 : 圧縮例外 ストレージ記述⼦の圧縮が異常です。
ODPS-0110141 : データバージョン例外 データのバージョンが異常です。
ODPS-0110999 : クリティカルエラー。 コ
ミット操作で内部エラーが発⽣しテロール
バックが失敗し、アトミック性違反の可能性
があります。 and rollback failed, possible 
breach of atomicity

ロールバックが失敗します。

ODPS-0120005 : プロセッサからの不明な例
外

最上位層ですべての未知の例外をキャッチしま
す。

ODPS-0120011 : 認可例外 お客様には権限が付与されていません。
ODPS-0120021: wm_concat の区切り⽂字は
同じにする必要があります

同じグループ内で異なる区切り記号が使⽤され
ています。

ODPS-0120031 : インスタンスは取り消され
ました

インスタンスは複数回取り消されています。

ODPS-0121011 : 正規表現パターンが無効で
す

組み込み関数の正規表現処理関数が認識できな
い正規表現を受信しています。

ODPS-0121021 : Regexec 呼び出しに失敗し
ました

正規表現が⼀致するとエラーが発⽣します。

ODPS-0120031 : インスタンスがキャンセル
されました

インスタンスは複数回取り消されています。

ODPS-0121035 : 不正な暗黙的型キャストで
す

型変換が無効です。 このエラーは、⼀般にサ
ポートされていない型の暗黙的な変換によっ
て発⽣します。このような返還は暗黙的な型変
換のルール違反となります。 組み込み関数に
は他にも暗黙的変換のルールがあります。

ODPS-0121045 : サポートされていない戻り
型

この戻り型はサポートされていません。

ODPS-0121055 : 空の引数値 パラメーター値が空の⽂字列または Null で
す。

ODPS-0121065 : 引数値が範囲外です パラメーター値が範囲外です。
ODPS-0121075 : 引数の数が無効です パラメーター数が無効です。
ODPS-0121081 : 引数の型が不正です パラメーターの基本タイプが無効です。
ODPS-0121095 : 引数が無効です 別のパラメーターエラーが発⽣しています。
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エラーメッセージ トリガー条件
ODPS-0121105 : 定数引数値が予期されます 定数を⼊⼒する必要がありますが、列名が⼊⼒

されています。
ODPS-0121115 : 列参照が予期されます 列名を⼊⼒する必要がありますが、定数が⼊⼒

されています。
ODPS-0121125 : サポートされていない機能
または操作です

UDF その他のアクションはサポートされてい
ません。

ODPS-0121135 : malloc メモリーが失敗しま
した

メモリ割り当てが異常です。

ODPS-0121145 : データオーバーフロー データがオーバーフローしています。 値
がデータ型の値の範囲.外です。 ゼロ除算また
は集計関数が原因でよく発⽣するエラーです。
たとえば、sum はデータのオーバーフローを
引き起こします。

ODPS-0123019 : 分散ファイル操作例外 ディスクの読み取り/書き込み操作が異常で
す。

ODPS-0123023 : Reduce データ型はサポー
トされていません

Reduce データ型はサポートされていません。

ODPS-0123031 : パーティション例外 パーティション例外が発⽣しています。
ODPS-0123043 : バッファーオーバーフロー キャッシュがオーバーフローしています。
図 : スクリプト例外 スクリプトが異常です。
ODPS-0123065 : 結合例外 結合例外が発⽣しています。
ODPS-0123075 : ハッシュ例外 ハッシュ例外が発⽣しています。
ODPS-0123081 : ⽇付/時刻⽂字列が無効です ⽇付/時刻⽂字列が異常です。
ODPS-0123091 : 不正な型キャストです 型変換が無効です。 明⽰的な変換が原因でよ

く発⽣するエラーです。
ODPS-0123105 : ジョブが強制終了されました このジョブは強制終了されました。
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エラーメッセージ トリガー条件
ODPS-0123111 : 書式⽂字列が⽇付/時刻⽂字
列と⼀致しません

書式⽂字列が⽇付⽂字列と⼀致しません。
SQL ⽂に⼿動で⼊⼒された⽇付の書式
が、MaxCompute の書式要件を満たして
いないか、DataTime 組み込み関数の使⽤
⽅法が正しくありません。MaxCompute
の DateTime 型の表⽰形式については、
「データ型 (Data types)」または「組み込
み関数 (Built-in functions)」の例をご参照
ください。 see examples in Data types or
introduction on date functions in Built-in
functions.

ODPS-0123121 : Mapjoin 例外 MapJoin 例外が発⽣しています。 MapJoin
 スモールテーブルのサイズが上限の 512 MB
 を超えるとこのエラーがよく発⽣します。

ODPS-0123131 : ユーザー定義関数の例外 UDF が異常です。
ODPS-0123141 : Exstore 例外 Exstore ストレージが異常です。
ODPS-0120005 : パーサーの不明な例外 最上位層ですべての未知の例外をキャッチしま

す。
ODPS-0130013 : 認可例外 お客様は権限を付与されておらずセキュリティ

チェックをパスできません。
ODPS-0130025 : ⼊出⼒に失敗しました ⼊出⼒例外が発⽣しています。
ODPS-0130031 : テーブルの削除に失敗しま
した

テーブルを削除するときにソーステーブルが存
在していません。

ODPS-0130041 : 統計例外 統計例外が発⽣しています。
ODPS-0130051 : サブクエリの例外 サブクエリ例外が発⽣します。
ODPS-0130061 : テーブルが無効です テーブルが無効です。
ODPS-0130071 : 意味解析例外 - テーブル
のエイリアスまたはカラム参照が無効です 
column reference

構⽂解析が異常です。 カラム名が正しくない
ため、対応するカラムが⾒つかりません。

ODPS-0130071 : 意味解析例外 - カラム参照が
無効です reference

構⽂解析が異常です。 カラム参照が正しくな
いため、対応するカラムが⾒つかりません。

ODPS-0130071 : 意味解析例外 - 式が GROUP
 BY キーにありません key

構⽂解析が異常です。 Select 句の読み込みカ
ラムは、Group By 句の読み込みカラムとは異
なります。

ODPS-0130071: 意味解析例外 - パーティショ
ンがありません found

構⽂解析が異常です。 指定されたパーティショ
ン値のパーティションが⾒つかりません。
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エラーメッセージ トリガー条件
ODPS-0130071 : 意味解析例外 - SELECT 
DISTINCT とGROUP BY は同じクエリ内で
は共存しません BY can not be in the same 
query

Distinct と Group By を同じ Select 句内で使
⽤することはできません。

ODPS-0130071 : 意味解析例外 - カラム番
号/型が異なるためターゲットのテーブルに
挿⼊できません table because column 
number/types are different

ターゲットのテーブルにデータを挿⼊するとき
に、ソーステーブルとターゲットのテーブルの
列の番号と型が異なっています。

ODPS-0130071 : 意味解析例外 - 物理プ
ランの⽣成が失敗しました。 java.lang.
RuntimeException: Table(xxxx) がすべ
てのパーティションでフルスキャンされてい
ます。パーティション述語を指定してくださ
い failed: java.lang.RuntimeException: 
Table(xxxx) is full scan with all partitions
, please specify partition predicates.

テーブルが属するプロジェクトでは、パーティ
ションテーブルに対するフルテーブルスキャン
が禁⽌されています。 パーティション条件を指
定する必要があります。

ODPS-0130071 : 意味解析例外 - 現在のモード
では xxxx データ型が有効になっていません

新しいデータ型設定がオンになっていませ
ん。 新しいデータ型 (TINYINT、SMALLINT
integer、float、VARCHAR TIMESTAMP、
およびBINARY) を使⽤するには、table ⽂の
前に設定⽂を追加する必要があります。
Session level: set  odps . sql .
type . system . odps2 = true ;

project level: setproject  odps . sql
. type . system . odps2 = true ;

ODPS-0130081:Invalid UDF reference UDF method signature.
ODPS-0130091 :パラメーターが無効です UDF パラメーターが無効です。
ODPS-0130101 : データ型があいまいです データ型が無効です。
ODPS-0130111 : サブクエリパーティションプ
ルーニングの例外

IN 条件決定⽂のサブクエリ内の動的なパー
ティションの最適化が異常です。

ODPS-0130121 : 引数の型が無効です このタイプのパラメーターは無効です。 組み
込み関数が不正なタイプのパラメーターを受信
するとよく発⽣するエラーです。

ODPS-0130131 : テーブルが⾒つかりません テーブルが存在しません。 DDL ⽂または 
DML ⽂を実⾏しても、操作対象テーブルが存
在しません。

ODPS-0130141 : 不正な暗黙的型キャストで
す

暗黙的な型変換は許可されていません。
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MaxCompute エラーコード付録 /  2 SQL の⼀般的なエラー

エラーメッセージ トリガー条件
ODPS-0130151 : 不正なデータ型です データ型が無効です。
ODPS-0130161 : 解析例外 構⽂解析が失敗しています。
ODPS-0130171 : ビュー例外を作成中です ビューを作成すると例外が発⽣します。
ODPS-0130181 : 窓関数例外 窓関数が異常です。
ODPS-0130191 : カラムまたはパーティション
のキーが無効です

カラムまたはパーティションのキーが無効で
す。

ODPS-0130201 : ビューが⾒つかりません ビューが存在しません。
ODPS-0130211：テーブルまたはビューはす
でに存在しています

テーブルまたはビューはすでに存在していま
す。 テーブル名またはビュー名の反復が原因
でよく発⽣するエラーです。 作成の実⾏時に
テーブル/ビューの⽂、作成するテーブルま
たはビューがすでに存在しています。 Table
/View statement, the table or view to be 
created already exists.

ODPS-0130221 : 引数の数が無効です パラメーターの数が無効です。
ODPS-0130231 : ビューが無効です 閲覧ステータスが無効です。
ODPS-0130241 : 不正な UNION 操作です この UNION のアクションは無効です。 

UNION の両側にあるカラムの番号または型の
不整合が原因でよく発⽣するエラーです。

ODPS-0130252 : デカルト積は許可されてい
ません

デカルト積はサポートされていません。 
MaxCompute は、JOIN 句の ON 接続では不
等式をサポートしません。

ODPS-0130261 : スキーマが無効です メタデータが無効です。
ODPS-0130271 : パーティションが存在しませ
ん

パーティションが存在しません。

ODPS-0120005 : プランナーの不明な例外 最上位層ですべての未知の例外をキャッチしま
す。

ODPS-0140011 : 不正な型キャストです 暗黙的な型変換は許可されていません。
ODPS-0140021 : 不正な暗黙的型キャストで
す

暗黙的な型変換は許可されていません。

ODPS-0140031 : カラム参照が無効です カラム名またはテーブル名の参照が無効です。
ODPS-0140041 : UDF 参照が無効です この UDF 名は存在しません。
ODPS-0140051 : 無効な関数です 関数が無効です。
ODPS-0140061 : パラメーターが無効です ⼊⼒パラメーターが無効です。
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エラーメッセージ トリガー条件
ODPS-0140071 : サポートされていない演算
⼦です

この演算⼦はサポートされていません。

ODPS-0140081 : サポートされていない種類
の結合です

⼩規模なテーブルは⼤規模なテーブルに対して
(左) 外部結合アクションを実⾏、または⼤規模
なテーブルは⼩規模なテーブルに対して (右)
外部結合アクションを実⾏します。

ODPS-0140091 : このタイプのステージはサ
ポートされていません

このタイプの実⾏プランはサポートされていま
せん。

ODPS-0140105 : 複数の I/O が無効です 複数の出⼒により競合が発⽣しています。
ODPS-0140111 : 現在は EXTRACT でサポー
トされていない col 型です

現在、EXTRACT はこのカラム型をサポート
していません。

ODPS-0140125 : 読み取るパスのストレージ
型が異なっています
ODPS-0140133 : 無効な構造です データ構造が認識できません。
ODPS-0140141 : 2 項/3 項演算⼦を削除でき
ません children
ODPS-0140151 : トポロジカルソートができ
ないので DAG ではありません DAG

ソートアルゴリズムが無効です。

ODPS-0140161 : ステージが無効です
ODPS-0140171 : サンドボックス違反の例外 セキュアなサンドボックスモデルが異常です。
ODPS-0140181: SQL プラン例外 SQL ジョブは実⾏プランを⽣成できません。

このエラーが発⽣した場合は、ジョブの再サブ
ミットを試してください。 ジョブのサブミッ
トが複数回失敗する場合は、チケットを起票し
てサポートセンターにお問い合わせください。

ODPS-0123049 : バッファーオーバーフロー メモリがオーバーフローしています。 JOIN 句
の同じキーデータが多すぎ、データを格納する
のに⼗分なメモリがない場合は、データが無効
かどうかをチェックする必要があります。

ODPS-0140178 : 内部システム障害 システムが異常です。 問題を解決するには再
試⾏できます。

ODPS-0420061 : HTTP リクエストのパラ
メーターが無効です - レンダリング制限を越え
るデータを取得しています。 制限サイズまた
はカラム数を減らしてみます。
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3 MapReduce よくあるエラー
エラーメッセージ トリガー条件
ODPS-0710005 : メタストアへの接続中に例
外が発⽣しました

メタストア接続エラー

ODPS-0710015 MR タスクでメタストアの例
外が発⽣しました。

MR タスクの実⾏中にメタストアエラーが発⽣
します。

ODPS-0710025 : メタストアからパーティショ
ン取得時のエラー

メタストアからパーティション情報を取得する
とエラーが発⽣します。

ODPS-0720001: テーブル名の形式が無効です ユーザーが指定したテーブル名の形式が無効で
す。

ODPS-0720015 : PartKeys のサイズが 
partVals のサイズと⼀致しません

テーブルスキーマパーティションの整合が取れ
ていません。

ODPS-0720021 : カラムが存在しません 指定したカラムは存在しません。
ODPS-0720031 : カンマ間に 空の PARSER
 キャッシュリソースがあります。

指定されたリソース⼀覧のカンマの間に空⽩ス
ペースがあります。

ODPS-0720041 : リソースが⾒つかりません 指定されたリソースは存在しません。
ODPS-0720051 : リソーステーブルをビュー
にすることはできません

指定されたリソーステーブルがビューになって
います。

ODPS-0720061 : リソースのテーブルまたは
パーティションが⾒つかりません

存在しないテーブルまたはテーブルパーティ
ションがリソースとして指定されています。

ODPS-0720071 : キャッシュリソースの合計サ
イズが⼤きすぎます

指定されたリソースの合計数またはサイズ (デ
フォルトは 256/512 MB) が上限を超えていま
す。

ODPS-0720081 : ジョブはマッパークラスを指
定していません

マッパークラスがジョブに指定されていませ
ん。

ODPS-0720091 : jColumn が重複しています 反復するカラムは OB ⼊⼒で指定されます。
ODPS-0720101 : ⼊⼒テーブルはビューにす
ることはできません

⼊⼒テーブルがビューになっています。

ODPS-0720111 : 出⼒テーブルはビューにす
ることはできません

出⼒テーブルがビューになっています。

ODPS-0720121 : テーブル partSpec は無効
です

指定したテーブル partSpec が無効です。

ODPS-0720131 : 複数の出⼒が無効です マルチ出⼒ (重複ラベル、同じ出⼒テーブル、
および パーティション) が無効です。
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エラーメッセージ トリガー条件
ODPS-0720141 : メモリ値が範囲外です 指定されたメモリ値が [256 MB、12 GB] の範

囲外です。
ODPS-0720151 : CPU 値が範囲外です 指定された CPU 値が [50、800] の範囲外で

す。
ODPS-0720161 : 最⼤試⾏回数の値が無効で
す

odps.mapred.map/reduce.max.attempts
 の指定値が範囲 (0、6) 外です。

ODPS-0720171 : IO ソートバッファーが無効
です

指定された I/O ソートバッファーが範囲外で
す (64 MB、odps.mapred.map/reduce.
memory)。

ODPS-0720181 : カンマ間に 空のクラスパス
リソースがあります。

クラスパス内のカンマ間の内容が Null です。

ODPS-0720191 : ⼊⼒分割モードが無効です 指定された分割モードは無効です。
ODPS-0720201 : マップ分割サイズが無効です 指定された odps.mapred.map.min/max.

split.size は無効です。
ODPS-0720211 : マップタスク数が無効です 指定された odps.mapred.map.tasks は [1、

100,000] の範囲外です。
ODPS-0720221 : 最⼤分割数が無効です 指定された最⼤サンプル分割は無効です。
ODPS-0720231 : ジョブ⼊⼒が設定されていま
せん

ジョブに⼊⼒が指定されていません。

ODPS-0720241 : マップインスタンスの数が⼤
きすぎます

マップインスタンスの数が、odps.mapred.
max.map.tasks で設定されている数よりも多
くなっています。

ODPS-0720251 : reduce インスタンスの数が
無効です

reduce インスタンスの数が [0、odps.
mapred.reduce.tasks] の範囲外です。

ODPS-0720261 : パーティション値が無効です 指定されたパーティション値は無効です。
ODPS-0720271 : ⼊⼒を許可しないため分割
モードと競合しています

setallowNoInput(true) を設定するときは、
ALLOW_NO_INPUT とは異なる分割モードを
設定します。

ODPS-0720281 : パーティション形式が無効で
す

パーティション形式が無効です。

ODPS-0720291 : json の無効が無効です ⼊⼒説明 JSON の形式が無効です。
ODPS-0720301 : ジョブ⼊⼒が多すぎます 指定された⼊⼒数が odps.mapred.map.max

.input.num (デフォルトは 1024) を超えてい
ます。

ODPS-0720311 : 出⼒ラベルが無効です 出⼒ラベルの形式が無効です。
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エラーメッセージ トリガー条件
ODPS-0720321 : ジョブ出⼒が多すぎます 指定された出⼒数が odps.mapred.max.

output.num (デフォルトは256) を超えてい
ます。

ODPS-0720331 : キャッシュリソースが多すぎ
ます

指定されたリソース数が odps.mapred.job
.max.cache.resource.num を超えていま
す。

ODPS-0730005 : MR ジョブの内部エラーで
す。

ユーザー管理外の内部エラーが MR タスクで
発⽣しています。
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4 トンネルの⼀般的なエラー
⼀般的なトンネルの例外メッセージは以下のとおりです。
requestId = request_id , ErrorCode = InvalidArg ument , 
ErrorMessa ge = Invalid  argument

このメッセージ内で、requestId はリクエストの固有の ID、ErrorCode はエラーの種類、
ErrorMessage は例外の詳細を⽰します。
⼀般的な例外メッセージを以下の表に⽰します。
例外タイプ 例外情報 説明
AccessDenied アクセスが拒否されました。 お客様には権限が付与されて

いません。
CorruptedDataStream データストリームが破損して

います。後ほどもう⼀度お試
しください。

DataUnderReplication 指定されたテーブルデータは
レプリケーション中であり、
現時点でアップロードまたは
ダウンロードを開始できませ
ん。 後ほどもう⼀度お試しく
ださい。

データはクラスター間でコ
ピー中であるため操作できま
せん。

DataVersionConflict 指定されたテーブルはアップ
ロードまたはダウンロードの
開始以降に変更されており、
テーブルデータは現時点でレ
プリケーション中です。 別
のダウンロードを開始する
か後ほどアップロードしてく
ださい。  initiate another 
download or upload later.

クラスター上のデータはコ
ピー中のため操作できませ
ん。 後で再試⾏してくださ
い。

DataStoreError ストレージエラー チケットを起票して管理者に
お問い合わせいただくよう推
奨します。
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例外タイプ 例外情報 説明
FlowExceeded フローのクォータを超えてい

ます
データのアップロード/ダウ
ンロードトラフィックがト
ラフィック制限を超えていま
す。 同時実⾏制御をチェック
するよう推奨します。 同時
実⾏性を⾼めるには、チケッ
トを起票してプロジェクトの
オーナーまたは管理者に問い
合わせトラフィックの負荷を
評価してください。

InConsistentBlockList 指定されたブロックリストは
アップロードされたサーバー
側のブロック⼀覧と⼀致しま
せん。 list on server side.

IncompleteBody コンテンツ⻑の HTTP ヘッ
ダーで指定されたバイト数が
指定されていません。

InternalServerError サービス内部エラーです。後
ほどもう⼀度お試しくださ
い。

内部サーバーエラーが発⽣し
ています。 再試⾏するか、チ
ケットを起票して管理者にお
問い合わせいただくよう推奨
します。

InvalidArgument 引数が無効です。 パラメーターが無効です。
InvalidBlockID 指定されたブロック ID が無効

です。
ブロック ID が無効です。

InvalidColumnSpec 指定されたカラムは無効で
す。

カラム名が無効です。 ダウン
ロードするカラムの指定時に
指定されたカラム名が正しく
ないことが原因でよく発⽣す
るエラーです。

InvalidRowRange 指定された⾏範囲は無効で
す。

指定された⾏数は無効です。
この値は⼀般にゼロ、また
は最⼤データサイズを超え
ます。 関連パラメーターを
チェックするよう推奨しま
す。
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例外タイプ 例外情報 説明
InvalidStatusChange 指定されたアップロードまた

はダウンロードのステータ
スを変更することはできませ
ん。

InvalidResourceSpec 通常、プロジェクト/テーブ
ル/パーティション情報はセッ
ションとは異なります。

関連情報をチェックして再試
⾏するよう推奨します。

InvalidURI 指定されたURI を解析できま
せんでした。

InvalidUriSpec 指定された URI 仕様は無効で
す。

InvalidProjectTable プロジェクト名またはテーブ
ル名が無効です。

プロジェクト名とテーブル名
をチェックするよう推奨しま
す。

InvalidPartitionSpec パーティション情報が無効で
す。

パーティション情報をチェッ
クします。 正しい値は、pt='1
'、ct='2016' です。

MalformedDataStream 提供されたデータストリーム
は整形式ではなかったか、ス
キーマによる妥当性が検証さ
れませんでした。

データ形式が正しくありませ
ん。 ネットワーク中断または
スキーマとテーブルとの間の
不整合が原因でよく発⽣する
エラーです。

MalformedHeaderValue HTTP ヘッダー値の形式が不
正です。

MalformedXML 提供された XML は整形式で
はなかったか、スキーマによ
る妥当性が検証されませんで
した。

MaxMessageLengthExce
eded

リクエストが⻑すぎます。

MethodNotAllowed 指定されたメソッドはこのリ
ソースに対して許可されてい
ません。

ビューをエクスポートするメ
ソッドはサポートされていま
せん。 現在、ビューはエクス
ポートできません。

MissingContentLength コンテンツ⻑の HTTP ヘッ
ダーを⼊⼒する必要がありま
す。
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例外タイプ 例外情報 説明
MissingPartitionSpec 指定したテーブルと⼀緒に 

partitionspec を指定する必
要があります。

パーティション情報がありま
せん。 パーティションテー
ブルアクションではパーティ
ション情報を伝達する必要が
あります。 パーティション
情報を設定するよう推奨しま
す。

MissingRequestBodyError リクエストの本⽂がありませ
ん。

MissingRequiredHeade
rError

リクエストに必須のヘッダー
がありませんでした。

NoPermission 指定された操作を完了するた
めの⼗分な権限が提供されて
いません。

NoSuchData アップロードされたデータは
このアップロード内にもう存
在していません。

NoSuchPartition 指定されたパーティションは
存在しません。

指定されたパーティションは
存在しません。 トンネルは
パーティションを作成しませ
ん。 アップロードとダウン
ロード⽤のパーティションを
作成する必要があります。

NoSuchUpload 指定したアップロード ID は存
在しません。

指定されたアップロード ID は
存在しません。

NoSuchDownload 指定されたダウンロード ID は
存在しません。

指定されたダウンロード ID は
存在しません。

NoSuchProject 指定されたプロジェクト名は
存在しません。

プロジェクトが存在しないた
め、関連する名前をチェック
するよう推奨します。

NoSuchTable 指定されたテーブル名は存在
しません。

テーブルが存在しないため、
該当する名前をチェックする
よう推奨します。

NoSuchVolume 指定されたボリューム名は存
在しません。

指定されたボリューム名は存
在しません。

NoSuchVolumeFile 指定されたボリュームファイ
ルは存在しません。

指定されたボリュームファイ
ルは存在しません。
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例外タイプ 例外情報 説明
NoSuchVolumePartition 指定されたパーティションは

存在しません。
指定されたボリュームパー
ティションは存在しません。

NoPermission 関連する権限または IP ホワ
イトリストが設定されていな
いため、通常権限はありませ
ん。

権限をチェックするよう推奨
します。

NotImplemented 提供されたヘッダーは実装さ
れていない機能を暗⽰してい
ます。

Objectmodified 指定されたオブジェクトは、
指定されたタイムスタンプか
ら変更されています。

Requesttimeout サーバーへのソケット接続が
タイムアウト期間内に読み書
きされませんでした。

ServiceUnavailable サービスはほぼ利⽤不能状態
です。後ほどもう⼀度お試し
ください。

StatusConflict 現在のアップロードまたはダ
ウンロードのステータスでは
指定された操作を完了できま
せん。 or download status

セッションが期限切れになっ
たか、セッションのアップ
ロードを再作成することをコ
ミットしました。

指定されたテーブルはアップ
ロードまたはダウンロード以
降に変更されています。 別の
ダウンロードを開始してみて
ください。

データはアップロードまたは
ダウンロード中に他のタスク
によって変更されています。
セッションを再作成してやり
直すよう推奨します。

Unauthorized リクエスト許可ヘッダーが無
効か⽋落しています。

通常、AccessId または 
AccessKey が正しくないか、
ローカルデバイスの時刻と
サーバーとの間に 15 分のずれ
があります。

Unexpectedcontent このリクエストはコンテンツ
をサポートしていません。
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