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1. はじめに 

 

本ガイドは、インターシステムズ製品で開発中の方、開発予定の方を対象に、エラー処理手順について解説す

るガイドです。 

 

まだ、弊社製品をご体験いただいていない方は、無料の TRY-IRIS をぜひご利用ください。TRY-IRIS ご利用

方法詳細は、こちらの PDFでご紹介しています。 

 

解説に登場するメソッド例は、こちらからダウンロードいただけます。 

ダウンロード後、お手元の環境にインポート1いただくと、ガイドの解説に登場する動作をご確認いただけます。 

文中のサンプルコード実行例は USERネームスペースにインポートした状態での実行例を記載しています。 

解説に出てくる記述は、特に注記のない限りインターシステムズ製品 2007.1 以降のバージョンでご利用いた

だける機能をご紹介しております。 

 

 

ご要望がございましたら、本ガイドに沿ったトレーニングも承っております。 

日程については、お客様のご都合に合わせ調整いたします。 

 

お問い合わせ先： 

 インターシステムズ トレーニングセンター 

 TEL： 03-5321-6200 

 Email: JPEDU@intersystems.com 

 

お気軽に、お声がけください。 

 

 

 本資料では、Windows上にインストールした IRISを使用して説明を記述しています。 

 ObjectScript によるプログラミング方法は、弊社製品（Caché／Ensemble／HealthShare／IRIS／

IRIS for Health）共通であるため、エラー処理記述方法も共通です。 

 

  

                                        
1 スタジオでインポートを行う場合は、インポートしたいネームスペースに移動後、サンプル XML

（Script.ErrorOpe.xml）をドラッグし、スタジオでドロップします。 

 
管理ポータルから行う場合は、 

システムエクスプローラ→クラス→（左画面でネームスペースを指定）→インポートボタン押下→サンプル XML

（Script.ErrorOpe.xml）を指定して次へボタン押下→インポートボタン押下 でインポートできます。 

https://www.intersystems.com/jp/TRY
https://www.intersystems.com/jp/wp-content/uploads/sites/6/2019/06/Try-IRIS-IDE-Guide.pdf
https://faq.intersystems.co.jp/csp/faq/result.csp?DocNo=353
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2. エラーを起こしてみよう 

 

まずは、エラーがどのようなものであるか、ターミナル上でエラーを発生させながら、確認してみましょう。 

インターシステムズ製品のランチャーをクリックし[ターミナル]を起動します。2 

 

 

 

 

 

 

 

例 1 最初のエラー 

 

<DIVIDE> のエラーコードが発生した原因は、0 で除算しようとしたためです。ターミナルでの実行の場合は、

エラーコード（例では<DIVIDE>）しか出力されませんが、プログラム内でエラーが発生する場合、エラーコード

の後にエラー発生箇所の情報も表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 2 プログラム実行中に発生したエラー 

 

オブジェクトスクリプトのエラーは、 

<> で括られたエラーコード エラー発生場所を示す文字列 エラーの原因になった構文 

が返され、TRY-CATCH 構文では、CATCHブロックに移動する対象となります 

また、<エラーコード> で表現されるエラーをシステムエラー呼びます。 

 

次のページでは、ターミナルでメソッドやコマンド実行時によく見るエラーについてご紹介します。 

                                        
2 Windows以外に弊社製品 2019.1以降をインストールしている場合は、 

<インストールディレクトリ>/bin に移動し、iris session <構成名> でログインします。 

例） iris session IRIS 

2018.1以前をご利用中の環境は、 <インストールディレクトリ>/bin に移動し、csession <構成名>でログ

インできます。 例） csession CACHE 

USER>write 1/0 

  

WRITE 1/0 

^ 

<DIVIDE> 

USER> 

USER>do ##class(Script.Basic).UndefError() 

  

 write a,!  //ここでエラーが発生します。 

 ^ 

<UNDEFINED>zUndefError+1^Script.Basic.1 *a 

USER 2d1>quit 

  

USER> 

エラーコード
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オブジェクトスクリプトを操作する中で、よく見るシステムエラーの一部をご紹介します。 

 

エラーコード 意味 

<UNDEFINED> 値が設定されていない（未定義の）変数を参照しようとしたとき。 

<METHOD DOES NOT EXIST> 実行しようとしたメソッドが存在しない。 

<CLASS DOES NOT EXIST> 実行しようとしたクラス定義が存在しない。 

<SYNTAX> 構文エラー（スペルミスやキーワードのミスなど言語構造の形式エ

ラーです） 

<INVALID OREF> Object.Propertyや、Object.Method() のようにオブジェクト用

の文法を記述したとき、変数にインスタンスが格納されていないの

に操作した場合に出るエラー 

表 1 システムエラー コード例 

 

この他のエラーについては、ドキュメントの下記ページをご参照ください。 

IRIS／IRIS for Helathでは、Webサイトのドキュメントから、以下メニューを辿ります。 

[すべてのドキュメント] > [インターシステムズのエラー・リファレンス] > [システム・エラー・メッセージ] 

 

 

Caché／Ensembleのランチャー → ドキュメント を選択後（Webサイトのドキュメントはこちら）の遷移 

 [ドキュメント] >  [Caché 開発リファレンス] >  [Caché エラー・リファレンス] >  [システム・エラー・メッ

セージ] 

 

インターシステムズ製品の日本語ドキュメント一覧はこちらからご参照いただけます。 

 

  

https://docs.intersystems.com/irislatestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RERR_system
https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/docbook/Doc.View.cls?KEY=RERR_system
https://cedocs.intersystems.com/ens20181j/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls
https://cedocs.intersystems.com/latestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RERR_system
https://cedocs.intersystems.com/latestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RERR_system
https://www.intersystems.com/jp/support-learning/support/document/
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3. 例外オブジェクト（Exception）とは？ 

 

オブジェクトスクリプトの例外オブジェクトは、TRY-CATCH ブロックを使用したエラー処理の中で、TRY ブロック

でシステムエラー（<UNDEFINED>や<INVALID OREF>など）発生時に CATCHブロックへ移動する際、自

動的に生成されるオブジェクトです。 

システムエラーの例外オブジェクトは、%Exception.SystemException3 クラスで生成されます。 

 

例外オブジェクトから詳細情報を取得したい場合は、例外オブジェクトに定義された以下のプロパティを使用しま

す。 

 

プロパティ名 内容 

Name <UNDEFINED>などのエラー名が格納されます。 

Code エラー番号が格納されます。 

Location エラーが発生した場所が格納されます。 

（ラベル名+行数^ルーチン名） 

Data エラーによって報告される任意の追加データが格納されます。 

 

 

ご参考 

TRY-CATCH構文で例外オブジェクトができるまでの細かい流れは、以下のとおりです。 

1. システムエラー発生。 

例） <UNDEFINED> <INVALID OREF>など 

2. オブジェクトスクリプトの特殊変数  $ZERROR  にエラーコードとエラー発生情報を、特殊変数 

$ECODE にエラーコードを設定する。 

3. 例外オブジェクトを生成。 

 

従来からの特殊変数 $ZTRAP を使用したエラー処理方法でも使用している $ZERROR を利用して、

CATCHブロックへの移動と例外オブジェクトの生成を行っています。 

  

                                        
3 クラス名をクリックすると、インターシステムズドキュメントサイトにあるクラスリファレンス

の %Exception.SystemException クラスの詳細ページが表示されます。 

インストール環境でもクラスリファレンスをご参照いただけます。 

クエリパラメータ（?）より前の URLに以下文字列を指定してご参照ください。 

http://localhostまたはホスト名:ポート番号/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls 

 
なお、クラスリファレンスはクラス定義内に記載した説明文がそのまま表示されるため、システム提供クラスにつ

いては、英語のみのご提供です。 

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Exception.SystemException
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先ほどの<DIVIDE>エラーの例を TRY-CATCH構文で記述してみます。 

 

 

例 3 TRY-CATCH システムエラー 

 

CATCHブロックに記載している ZWRITE コマンドは、ターミナルでデバッグ用途に利用できる出力コマンドで、

2012.2 以降のバージョンでは、オブジェクトリファレンスに含まれるプロパティ一覧を出力できるようになりまし

た。 

2012.1 を含めた前バージョンでは do $system.OBJ.Dump(<オブジェクトリファレンス>) のメソッドを

使用して、同様のプロパティ一覧を出力できます。 

 

それでは、上記例文の実行結果を確認してみましょう。（次ページをご参照ください。） 

  

ClassMethod TryCatchTest1(a As %Integer, b As %Integer) 

{ 

 try{ 

  // b=0の場合、エラーになる 

  write a/b  

   } 

 catch err{ 

  zwrite err 

  write !,"ErrorName-",err.Name,! 

  write "ErrorCode-",err.Code,! 

  write "ErrorLocation-",err.Location,! 

  write "ErrorData-",err.Data,! 

 } 

 quit 

} 
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例 4 TRY-CATCH：実行例（システムエラー） 

 

 

発生したシステムエラーによる例外オブジェクトが %Exception.SystemException のインスタンスであるこ

とがわかります。 

 

  

USER>do ##class(Script.Basic).TryCatchTest1(1,0) 

err=<OBJECT REFERENCE>[1@%Exception.SystemException] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 1 

|      class name: %Exception.SystemException 

| reference count: 2 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = 18  <Set> 

|               Data = ""  <Set> 

|     InnerException = ""  <Set> 

|           Location = "zTryCatchTest1+3^Script.Basic.2"  <Set> 

|               Name = "<DIVIDE>"  <Set> 

 

ErrorName-<DIVIDE> 

ErrorCode-18 

ErrorLocation-zTryCatchTest1+3^ISJ.NewClass1.1 

ErrorData- 
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ObjectScript でプログラミングを行う際、システムユーティリティを呼び出したり、SQL 文を呼び出すこともあり

ます。 

 

例えば、%Library.File クラスの GetDirectorySpace() メソッドを使用すると、指定ディレクトリに対する空

き容量と、全体サイズを返します。 

このメソッドの戻り値は、%Status が指定されていて、指定したディレクトリが正しいとき 1 を返しますが、存在

しないディレクトリを指定するとエラーステータスが返ります。 

 

正常なディレクトリを指定した場合の結果は以下のとおりです。（第 4 引数に 2 を指定すると GB 単位で結果を

返します。） 

 

 

 

存在しないディレクトリを指定した場合の結果は以下のとおりです。 

 

 

 

エラーコード = 3 は、Windowsのコマンドプロンプトで NET HELPMSG 3 を実行するとエラー詳細が確認

できます。（3番は 指定されたパスが見つかりません。 のエラーコードです）  

USER>set st=##class(%File).GetDirectorySpace("c:¥kit¥",.free,.total,2) 

  

USER>write 

  

free=42.68 

st=1 

total=223.53 

USER>set st=##class(%File).GetDirectorySpace("c:¥k¥",.free,.total,2) 

  

USER>write   // 変数 st にはオブジェクトのエラーステータスが返ります。 

 

USER>do $system.OBJ.DisplayError(st) 

  

エラー #83: エラーコード = 3 

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Library.File
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実行結果のターミナルを参照すると <UNDEFINED> などの <> で区切られたシステムエラーが発生し

ていないため、処理は正常終了しています。 

つまり、この構文を TRY-CATCHブロックで記述しても、システムエラーが発生しないため、CATCHブロックへ

は移動しません。 

 

オブジェクトスクリプト内に埋め込む、埋め込み SQLではどうでしょうか。 

SQL文の実行可否は SQLCODE 変数で確認します。SQL文が失敗しても SQLのエラーコードを 

SQLCODE変数 に、エラーメッセージは %msg 変数に設定し埋め込み SQLを終了します。このときも、

システムエラーは発生しないため TRY-CATCH ブロックで記述した場合、CATCHへは移動しません。 

 

このままでは、CATCHブロックで、エラー時の共通処理を記述したくてもできません。 

どうしたらいいでしょうか・・・。 

 

そんなときに使うのが、THROW コマンド です。 
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THROW コマンドは、TRYブロックで記述すると、CATCHブロックへ移動します。 

CATCHブロックで記述すると、上位の TRY-CATCHの CATCHブロックへ移動します。 

 

 

例 5 THROW コマンド 

 

では、THROW コマンドの引数に設定する 例外オブジェクトは、%Statusの結果や、&SQL()の結果で得られ

る SQLCODE、%msg変数からどのように作成したらよいのでしょうか。 

  

ClassMethod ThrowTest()
{
try {

write "1個目のTRY",!
try {

write "----2個目のTRY",!
throw <例外オブジェクト>

}
catch ex2 {

write "----2個目のCATCH",!
throw ex2

}
}
catch ex {

write !,"1個目のCATCH",!
}
}

TRYブロックでのTHROWコマ
ンド実行は、CATCHブロックへ
移動します。

CATCHブロックでのTHROWコマンド
実行は、上位のTRY-CATCHの
CATCHブロックへ移動します。
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4. 例外オブジェクトの種類 

 

オブジェクトスクリプトでは、返されるエラーの形式が、実行する構文により異なるため、それぞれのエラーメッセ

ージから例外オブジェクトを生成する方法を提供しています。 

 

なお、各クラス名のリンクはドキュメントサイトの URLをリンクしています。インストール環境のクラスリファレンス

を参照する場合は、クエリパラメータ（?）より前の URLに以下文字列を指定してご参照ください。 

http://localhostまたはホスト名:ポート番号/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls 

 

 

種類別の例外オブジェクト生成用クラスは以下のとおりです。 

(1) %Status でエラーステータスを受け取った場合の %Exception.StatusException クラスによる

例外オブジェクト 

 CreateFromStatus()4 メソッドを使用して、%Statusから例外オブジェクトを生成できます。 

(2) 埋め込みSQL（&sql()）でエラー情報を受け取った場合の %Exception.SQL クラスによる例外オブ

ジェクト 

 CreateFromSQL()5 メソッドを使用して SQLCODE変数と%msg変数から例外オブジェクトを生

成できます。 

(3) ユーザ定義で任意の例外オブジェクトを作成したい場合の %Exception.General6 クラスを利用しま

す。 

 2012.2 より前のバージョンでは %Exception.AbstractException のサブクラスを作成して

対応します。 

 

 

それでは、例文で動作を確認しましょう。 

 

  

                                        
4 CreateFromStatus() メソッドは、2012.2以降のバージョンで使用できます。 
5 CreateFromSQL() メソッドは、2012.2以降のバージョンで使用できます。 
6 %Exception.General クラスは、2013.1以降のバージョンで使用できます。 

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Exception.StatusException
https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Exception.SQL
https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Exception.General
https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Exception.AbstractException
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(1). %Statusから例外オブジェクトの生成 

 

ターミナル実行例で使用した  %Library.File  クラスの  GetDirectorySpace() メソッドを使用し

て、%Status の戻り値を例外オブジェクト（%Exception.StatusException）に変換する例をご紹介します。 

 

例 6 %Statusエラーから例外オブジェクトの生成 

 

実行結果は次ページをご参照ください。 

  

ClassMethod TryCatchFromObjectStatus() 

{ 

 try { 

 // 第 1引数で指定したディレクトリの空き容量(free)、全容量(total)を 

  // GB単位(2)で調査するメソッド 

 set st=##class(%File).GetDirectorySpace("c:¥kit¥",.free,.total,2) 

 if $$$ISERR(st){   // $$$ISERR()は、ステータスがエラーの場合 1を返すマクロ 

  do $system.Status.DisplayError(st)   //(1) 

  write ! 

  throw ##class(%Exception.StatusException).CreateFromStatus(st) 

 } 

 } 

 catch err { 

 zwrite err  // ターミナル出力（2012.1までは do $system.OBJ.Dump(err)を使用します） 

 } 

} 

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Library.File
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実行結果から、%Status のエラーステータスから %Exception.SystemException に変換されていること

がわかります。 

例 7 %Statusエラーから例外オブジェクトの生成（実行例） 

 

%Statusのエラーステータスから、例外オブジェクトのへの変換と CATCHブロックへの移動を組み合わせた

マクロも用意しています（%occStatus.incから提供されています）。 

 

次のページでマクロについてご紹介します。 

  

USER>do ##class(Script.ErrorOpe).TryCatchFromObjectStatus() 

  

エラー #83: エラーコード = 3   //(1)の出力結果 

err=<OBJECT REFERENCE>[1@%Exception.StatusException] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 1 

|      class name: %Exception.StatusException 

| reference count: 2 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = 83 

|               Data = $lb(3,,,,,,,,) 

|     InnerException = "" 

|           Location = "" 

|               Name = 83 

|      NextException = "" 
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 $$$ThrowStatus(エラーステータス) 

引数に指定した%Status のエラーステータスから、例外オブジェクトを生成し CATCH ブロックへ移動する

マクロです。コンパイル時に以下のコードに置き変わります。 

 

 

 

マクロを使用することで、上記スクリプトが以下 1文で記載できます。 

 $$$ThrowStatus(st) 

 

 $$$THROWONERROR(例外オブジェクトの変数名,エラーステータス) 

第 1引数に例外オブジェクトが格納される変数名を指定し、第 2引数に%Statusのステータスを指定し

ます。第 2引数のステータスがエラーだった場合は、第 1引数で指定した変数に例外オブジェクトを格納

し、THROW コマンドで CATCHブロックへ移動します。 

コンパイル時に以下のコードに置き換わります。 

 

マクロを使用することで、上記スクリプトが以下 1文で記載できます。 

  $$$THROWONERROR(err,st) 

 

 

 

  

throw ##class(%Exception.StatusException).CreateFromStatus(エラーステータス) 

 If $$$ISERR(st) { 

 throw ##class(%Exception.StatusException).CreateFromStatus(st) 

 } 
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(2). 埋め込み SQL実行後の変数から例外オブジェクトの生成 

 

オブジェクトスクリプト内に埋め込み SQLがある場合、実行成功可否は、SQLCODE変数に設定され、エラー

メッセージは%msg変数に設定されるため、システムエラーが発生しません。 

この場合も、SQLCODE と%msg変数を使用して例外オブジェクト 

（%Exception.SQL）に変換し THROW コマンドで CATCHブロックへ移動させます。 

 

例 8 埋め込み SQL：SQLCODE変数、%msg変数から例外オブジェクトの生成 

  

ClassMethod TryCatchSQLStatus() 

{ 

 try { 

  // 型指定に不備あり：VARCHR 

  &sql(create table Test.A (Name VARCHAR NOT NULL, Zip VARCHR)) 

  If SQLCODE<0 {   // 埋め込み SQLの実行がエラーだった場合 

   zwrite %msg 

   throw ##class(%Exception.SQL).CreateFromSQLCODE(SQLCODE,%msg) 

   } 

  } 

  catch err { 

   zwrite err 

  } 

} 

USER>do ##class(Script.Basic).TryCatchSQLStatus() 

%msg="エラー #5373: クラス 'Test.A:property:Zip' が使用するクラス 'User.VARCHR'は、存在しません" 

err=<OBJECT REFERENCE>[1@%Exception.SQL] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 1 

|      class name: %Exception.SQL 

| reference count: 2 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = -400 

|               Data = "エラー #5373: クラス 'Test.A:property:Zip' が使用するクラス 'User.VARCHR' は、存

在しません" 

|     InnerException = "" 

|           Location = "zTryCatchSQLStatus+8^Script.Basic.2" 

|               Name = -400 
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(3). ユーザ定義の例外オブジェクトの生成 

 

ユーザ定義の例外オブジェクトを利用するためには、%Exception.Generaｌ のプロパティを使用します。 

任意の文字列でのエラーメッセージやエラーコード、エラー発生箇所を該当するプロパティに格納し、例外オブジ

ェクトを生成できます。 

 

作成手順は以下のとおりです。 

1) %Exception.General クラスのインスタンスを作成します。 

2) 以下のプロパティを使用して、エラーオブジェクトを作成します。 

(ア) Name ：<UNDEFINED>などのエラー名を登録します。 

(イ) Code  ：エラー番号を登録します。 

(ウ) Location： エラーが発生した場所を登録します。（必須ではありません） 

   （ラベル名+行数^ルーチン名） 

(エ) Data  ：エラーによって報告したい任意の追加データがあれば登録します。 

 

《次ページの利用例のように %New() の引数に例外オブジェクトのプロパティを指定する方法も用意して

います。》 

 

3) CATCHブロックへ処理を移動させるため、THROW コマンドを利用します。 

  

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Exception.General
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例 9 %Exception.General クラスでユーザ定義の例外オブジェクトを生成する 

 

 

メモ 

%Exception.General クラスで作成する例外オブジェクトに指定するエラーコードは、システムに定義されたエ

ラーコードのほかに、ユーザ定義コードも指定できます。（5001 番は[一般的なエラーメッセージ]に含まれるシ

ステムコードです） 

ユーザ定義のエラーコード追加方法詳細は、後述の 補足 3)ユーザ定義のエラーコード追加方法（メッセージデ

ィクショナリの使用方法）  をご参照ください。 

  

ClassMethod GeneralError() 

{ 

 try { 

   throw ##class(%Exception.General).%New("エラー名","5001","","エラー時のデータ") 

 } 

 catch ex { 

 zwrite ex 

 } 

} 

USER>do ##class(Script.Basic).GeneralError() 

ex=<OBJECT REFERENCE>[1@%Exception.General] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 1 

|      class name: %Exception.General 

| reference count: 2 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = 5001 

|               Data = "エラー時のデータ" 

|     InnerException = "" 

|           Location = "" 

|               Name = "エラー名" 
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補足1) 2012.2より前のユーザ定義の例外オブジェクトの指定方法 

 

2012.2 より前のバージョンでは、%Exception.AbstractException クラスを継承してオリジナルクラス

を作成し、そのクラスの例外オブジェクト用プロパティに任意データを登録し、THROW コマンドで CATCHブロッ

クへ移動する方法を提供しています。 

 

定義文例は以下のとおりです。 

 

 

上記クラス定義作成手順は以下のとおりです。 

(1) スタジオのファイル→新規作成→一般タブの「Cacheクラス定義」を選択 

(2) クラス定義用ウィザードが表示されるため、パッケージ名、クラス名を記入し、次へ進みます。 

(3) Extendsにチェックを入れ、スーパークラスとなる  

%Exception.AbstractException を記入します。 

(4) クラス定義をコンパイルして手順終了 

 

記述例は、次ページをご参照ください。 

  

Class test.MyException Extends (%Exception.AbstractException)

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Exception.AbstractException
https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Exception.AbstractException
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例 10 ユーザ定義の例外オブジェクト（2012.2より前バージョン） 

 

 

実行例は以下のとおりです。 

 

  

ClassMethod TryCatchTest2(a As %Integer, b As %Integer) 

{ 

 try{     

 if b=0 { 

 set obj=##class(Test.MyException).%New() 

 set obj.Name="引数に 0が指定されると<DIVIDE>エラーが発生" 

 throw obj 

 } 

 write a/b,! 

 } 

 catch err { 

 zwrite err 

 } 

} 

USER>do ##class(Script.Basic).TryCatchTest2(1,0) 

err=<OBJECT REFERENCE>[1@Test.MyException] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 1 

|      class name: Test.MyException 

| reference count: 3 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = "" 

|               Data = "" 

|     InnerException = "" 

|           Location = "" 

|               Name = "引数に 0が指定されると<DIVIDE>エラーが発生" 
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5. エラー処理（TRY-CATCH）の記述方法 

 

今までの例文や説明に登場してきた TRY-CATCH ブロックですが、オブジェクトスクリプトでの構文ルールを確

認しましょう。 

例 11 TRY-CATCHブロックの構文ルール 

 

オブジェクトスクリプトでは、 FINALLYがサポートされていません。  

その代わりに、TRY-CATCHブロックの下に、TRYブロックでも CATCHブロックでもなく最後に処理されるコ

ードを記載できます。 

 

処理が終わり、呼び出し元に戻り値を返す場合、ルーチンおよびメソッドの終了に QUIT または、RETURN7 を

利用できますが、動作に違いがあります。 

 

 

図 1 RETURN と QUITの違い 

 

                                        
7 RETURN コマンドは 2013.1以降で使用できるコマンドです。 

TRY {

………………..

TRY {

QUIT

}

CATCH {

………

}

/* その他コード */

}

CATCH {

………….

}

• Try-Catchコードを
終了しCatchブロック
以降にコードがあれば
実行します。

• Tryブロック内での
Quit 実行は、Catch
ブロックを処理しません。

• Try-Catchブロック内
では、Quit に引数を
指定できません。
 戻り値の設定はTry-

Catchブロック以降
で記述します。

• ネストしたTry-Catchブ
ロックでは、現ブロック
のみ終了します。

TRY {

………………..

TRY {

RETURN

}

CATCH {

………

}

/* その他コード*/

}

CATCH {

………….

}

• Try-Catchコード
を終了します。

• メソッド／ルーチン
を終了します。

• Returnの実行は、
Catchブロックや
Catchブロック以
降のコードを実行
しません。

• ネストしたTry-
Catchブロックで
は、全ブロックを終
了します。

ClassMethod testA() 

{ 

 Try{ 

 } 

 Catch ex { 

 } 

 // ここに Tryブロックでも Catchブロックでもなく最後に処理されるコードを記載します。 

} 
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例文で確認してみましょう。 

例 12 RETURN と QUITの違い 

 

実行結果は以下のとおりです。 

 

上記例文で QUIT の代わりに RETURN を使用すると、WRITE文を一切通らず、ターミナルには何も表示

されません。 

 

どちらのコマンドを利用するかは、ルーチン／メソッドをどのように終了させたいかで選ぶと良いでしょう。 

  

ClassMethod TryCatchQuitTest() 

{ 

 #dim ex As %Exception.AbstractException  // スタジオの入力アシスト機能を使うため指定 

 try{ 

 try { 

  quit 

  write 1/0 // エラー発生 

 } 

 catch ex1 { 

  zwrite ex1 

 } 

 write "Try-Catchブロック(入れ子 1)の外の処理",! 

 } 

 catch ex2 { 

  zwrite ex2 

 } 

 write "Try-Catch全ブロック終了後の処理",! 

} 

 

USER>do ##class(Script.Basic).TryCatchQuitTest() 

Try-Catchブロック(入れ子 1)の外の処理 

Try-Catch全ブロック終了後の処理 
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6. 例外オブジェクトから戻り値への変換 

 

CATCH ブロックで例外処理を実行し、メソッドやルーチンの呼び出し元に戻り値を返したいとき、例外オブジェク

トから戻り値に合う情報に変換することができます。 

例外オブジェクトからエラーステータス（%Status）への変換と、SQLエラー用情報の変換方法をご紹介します。 

 

 

(1). 例外オブジェクトからエラーステータス（%Status）への変換 

 

メソッドの戻り値に%Statusが設定されていて、CATCHブロックで受け取った例外オブジェクトから %Status 

の エ ラ ー ス テ ー タ ス を 作 成 し て 返 し た い 場 合 、 例 外 オ ブ ジ ェ ク ト の ス ー パ ー ク ラ

ス %Exception.AbstractException にある AsStatus() メソッドを利用します。 

 

例 13 例外オブジェクトからエラーステータスの作成 

 

戻り値を設定したい場合、CATCHブロックの下の最後に処理されるコードの位置で設定します。 

実行結果は次ページをご参照ください。 

  

ClassMethod TryCatchToStatus() As %Status 

{  

 // #dimはスタジオの入力アシスト機能を使うため指定 

 #dim ex As %Exception.AbstractException   

 set status=$$$OK  

 try { 

  write 1/0 // エラー発生 

 } 

 catch ex { 

  zwrite ex 

  set status=ex.AsStatus() 

 } 

 quit status   // %Statusの戻り値を返送 

} 

 

CATCHブロック以降の
QUITで利用する戻り値
の初期値として設定

例外オブジェクト
を%Statusに変換

Try-Catchブロック以降
で戻り値の設定をします。

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&CLASSNAME=%25Exception.AbstractException
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 CATCH ブロックの ZWRITE の出力結果では、エラーステータスから作成した例外オブジェクト

（%Exception.SystemException）ですが、プロンプトが戻り、戻り値を確認するための  

 zwrite st 

を行ったときは、例外オブジェクトの AsStatus() メソッドの実行によりエラーステータスに変わっていることが

わかります。8 

 

例 14 例外オブジェクトからエラーステータスの作成（結果） 

 

 

  

                                        
8 2013.1以降のバージョンから、エラーステータス（%Status）を ZWRITE コマンドで出力できるようになり

ました。2012.2を含めて前バージョンでは、以下メソッドを使用してエラーステータスの中身を確認します。 

Do $system.OBJ.DisplayError(ステータス) 

Do $system.Status.DisplayError(ステータス) 

USER>set st=##class(Script.Basic).TryCatchToStatus() 

ex=<OBJECT REFERENCE>[1@%Exception.SystemException] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 1 

|      class name: %Exception.SystemException 

| reference count: 2 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = 18  <Set> 

|               Data = ""  <Set> 

|     InnerException = ""  <Set> 

|           Location = "zTryCatchToStatus+3^Script.Basic.1"  <Set> 

|               Name = "<DIVIDE>"  <Set> 

 

USER>zwrite st   //エラーステータスをターミナルで確認のため表示 

st="0 

"_$lb($lb(5002,"<DIVIDE>zTryCatchToStatus+3^Script.Basic.1",,,,,,,,"zTryCatchToStatu

s+3^Script.Basic.1"))/* エ ラ ー  #5002: Cache エ ラ ー :<DIVIDE>zTryCatchTo      

Status+3^Script.Basic.1 */ 
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ClassMethod TryCatchToSQLCODE() 

{ 

  //#dimはスタジオの入力アシスト機能を使うため指定 

  #dim ex As %Exception.AbstractException 

  try { 

 write 1/0 // エラー発生 

  } 

  catch ex { 

 zwrite ex 

 write !,"=== SQL用エラー情報 ===" 

 write !,"SQLCODE = ",ex.AsSQLCODE() 

 write !,"%msg = ",ex.AsSQLMessage() 

  } 

} 

(2). 例外オブジェクトから SQL用エラー情報を作成 

 

例外オブジェクトから SQLエラーに相当する情報（SQLCODE、%msg）を取得するには、 

例外オブジェクトのスーパークラス %Exception.AbstractException にある 

AsSQLCODE()9、AsSQLMessage()10 メソッドを利用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 15 例外オブジェクトから SQL用エラー情報への変換 

  

                                        
9 AsSQLCODE()メソッドは 2011.1から使用できます。 
10 AsSQLMessage()メソッドは、2012.2から使用できます。 

SQLCODEを取得できます。
（2011.1～使用できます。）

SQLエラーメッセージを取得できます。
（2012.2～使用できます。）

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&CLASSNAME=%25Exception.AbstractException
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実行例は、以下のとおりです。 

  

USER>do ##class(Script.Basic).TryCatchToSQLCODE() 

ex=<OBJECT REFERENCE>[1@%Exception.SystemException] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 1 

|      class name: %Exception.SystemException 

| reference count: 2 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = 18  <Set> 

|               Data = ""  <Set> 

|     InnerException = ""  <Set> 

|           Location = "zTryCatchToSQLCODE+2^Script.Basic.1"  <Set> 

|               Name = "<DIVIDE>"  <Set> 

  

=== SQL用エラー情報 === 

SQLCODE = -400 

%msg = エラー #5002: Cache エラー: 

<DIVIDE>zTryCatchToSQLCODE+2^Script.Basic.1 
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7. その他 補足情報 

補足1) オブジェクトのエラーステータスについて 

 

例文にある $$$ISERR はエラーステータスかどうかを判定するシステムマクロです。（インスタンスを生成で

きるクラス定義には、予め組み込まれているマクロです。） 

このマクロを含んでいるインクルードファイルは %occStatus.inc で、ユーザ作成のクラス定義やルーチンに

自由にインクルードすることができます。（詳細は、ドキュメントをご参照ください。） 

 

%Statusのエラーを操作する方法は、システムマクロを利用するほかに、システムオブジェクト（%SYSTEMパ

ッケージ）の Status クラスを利用する方法も用意されています。 

 

%SYSTEM パッケージ以下のクラスは、$SYSTEM 特殊変数を使用して、メソッドの呼び出しができます。記

述方法は以下のとおりです。 

 

マクロと同様のメソッドが用意されていますので、一部をご紹介します。 

 $system.Status.IsError(ステータス)  

$$$ISERRマクロと同じです。 

 $system.Status.Error(5001,”ユーザ任意のエラー文字列”) 

$$$ERROR($$$GeneralError,”ユーザ任意のエラー文字列”) のマクロと同じです。 

 

さて、システムオブジェクトも含めて、メソッドの戻り値でエラーステータスが複数個返されるケースもあ

り、%SYSTEM.Status クラスには、以下の便利なメソッドを用意しています。 

 

A) DecomposeStatus(エラーステータス,.error) 

第 1引数に指定したエラーステータスの内容を、第2引数に指定した参照渡しの変数にエラー数分の配列

を用意しエラー情報を格納します。 

B) AppendStatus(1個目のステータス,2個目のステータス) 

メソッドの戻り値に、1 個目のステータスに 2 個目のステータスを追加したステータスを返します。

（$$$ADDSC(1個目のステータス, 2個目のステータス) マクロと同じです。） 

C) EmbedStatus(1個目のステータス,2個目のステータス) 

メソッドの戻り値に、1 個目のステータスに 2 個目のステータスを埋め込んだステータスを返します。

（$$$EMBEDSC(1個目のステータス, 2個目のステータス) マクロと同じです。） 

 

実行例で詳細を確認してみましょう。  

$SYSTEM.クラス名.メソッド名()

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/docbook/Doc.View.cls?KEY=GCOS_macros#GCOS_macros_syssuppliedlist
https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&CLASSNAME=%25SYSTEM.Status
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実行例1) エラーステータスを変数に変換する方法 

 

 

実行例2) エラーステータスに別のエラーステータスを追加する方法 

// 任意エラーメッセージのエラーステータスを作成し、変数 stに格納 

set st=$system.Status.Error(5001,"ユーザ任意指定のエラー文字列") 

// エラーメッセージを配列変数に分解 

do $system.Status.DecomposeStatus(st,.error) 

==== errorの出力例 ==== 

error=1 

error(1)="エラー #5001: ユーザ任意指定のエラー文字列" 

error(1,"code")=5001 

error(1,"dcode")=5001 

error(1,"domain")="%ObjectErrors" 

error(1,"param")=1 

error(1,"param",1)="ユーザ任意指定のエラー文字列“ 

set st1=$system.Status.Error(5001,"ユーザ任意指定のエラー文字列") 

set st2=$system.Status.Error(5001,"もう 1つのユーザ任意指定のエラー文字列") 

set append=$system.Status.AppendStatus(st1,st2)   // エラーの追加 

do $system.Status.DecomposeStatus(append,.error)   // ステータスを変数 errorに分解 

==== errorの出力例 ==== 

error=2 

error(1)="エラー #5001: ユーザ任意指定のエラー文字列" 

error(1,"code")=5001 

error(1,"dcode")=5001 

error(1,"domain")="%ObjectErrors" 

error(1,"param")=1 

error(1,"param",1)="ユーザ任意指定のエラー文字列" 

error(1,"tail")="0 "_$lb($lb(5001," も う 1 つ の ユ ー ザ 任 意 指 定 の エ ラ ー 文 字 列

",,,,,,,                  ,))/* エラー #5001: もう 1つのユーザ任意指定のエラー文字列 */ 

error(2)="エラー #5001: もう 1つのユーザ任意指定のエラー文字列" 

error(2,"code")=5001 

error(2,"dcode")=5001 

error(2,"domain")="%ObjectErrors" 

error(2,"param")=1 

error(2,"param",1)="もう 1つのユーザ任意指定のエラー文字列“ 
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実行例3) エラーステータスの埋め込み方法 

 

  

set st1=$system.Status.Error(5001,"ユーザ任意指定のエラー文字列") 

set st2=$system.Status.Error(5001,"もう 1つのユーザ任意指定のエラー文字列") 

set embed=$system.Status.EmbedStatus(st1,st2)   // エラーの埋め込み 

do $system.Status.DecomposeStatus(embed,.error) 

==== errorの出力例 ==== 

error=1 

error(1)="エラー #5001: ユーザ任意指定のエラー文字列"_$c(13,10)_"  > エラー #500                    

1: もう 1つのユーザ任意指定のエラー文字列" 

error(1,"code")=5001 

error(1,"dcode")=5001 

error(1,"domain")="%ObjectErrors" 

error(1,"embeddederror")=1 

error(1,"embeddederror",1)="0 "_$lb($lb(5001,"もう 1 つのユーザ任意指定のエラー文                 

字列",,,,,,,,))/* エラー #5001: もう 1つのユーザ任意指定のエラー文字列 */ 

error(1,"embeddedstatus")="0 "_$lb($lb(5001,"もう 1 つのユーザ任意指定のエラー文字                 

列",,,,,,,,))/* エラー #5001: もう 1つのユーザ任意指定のエラー文字列 */ 

error(1,"param")=1 

error(1,"param",1)="ユーザ任意指定のエラー文字列" 
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補足2) 複数のエラーステータスが戻る場合の例外オブジェクトの取得方法 

 

%Statusは複数のエラーが戻るケースもあり 

 

##class(%Exception.StatusException).CreateFromStatus(ステータス) 

 

上記メソッドで例外オブジェクトに変換して THROW コマンドで CATCH ブロックに移動できますが、複数のエラ

ーステータスが含まれるかどうか検証も必要です。 

 

%Status から変換した例外オブジェクト：%Exception.StatusException クラスには、NextException 

プロパティがあり、このプロパティにオブジェクトリファレンスが格納されている場合は、次のエラーステータスが

存在することを示しています。 

 

なお、NextException プロパティは %Exception.StatusException クラスにしかないプロパティのため、埋

め込み SQL エ ラーか ら生成 した例外オブ ジ ェ ク ト （%Exception.SQL ） や シ ス テムエ ラー

（%Exception.SystemException）には、このプロパティは存在しません。 

そのため、全ての処理で共通な CATCHブロックを記述したい場合は、例外オブジェクトがどのクラスから生成さ

れているインスタンスであるか、$CLASSNAME()関数やオブジェクトの%ClassName(1)メソッドを使用

して、確認します。 

 

次ページ以降で例文をご紹介します。 
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例 16 CATCHブロック：複数の例外オブジェクトが含まれるケース 

 

メモ $$$ERROR() の第 1引数に指定した $$$GeneralError マクロには 5001が指定されています。 

実行例は、次ページをご参照ください。 

  

ClassMethod TryCatchFromObjectStatus2() 

{ 

 #dim ex As %Exception.StatusException  // スタジオの入力アシスト機能を使うため指定 

 try { 

   set status1=$system.License.IsValidKey("c:¥存在しないディレクトリ¥cache.key") 

   set status2=$$$ERROR($$$GeneralError,"ユーザ用エラー") 

   set status3=$$$ERROR($$$GeneralError,"その他のユーザ用エラー") 

   // status1 -> status2 -> status3 の順番にステータスを追加していきます 

   set appendStatus=$system.Status.AppendStatus(status1,status2) 

   set appendStatus=$system.Status.AppendStatus(appendStatus,status3) 

   if $$$ISERR(appendStatus){ 

    throw ##class(%Exception.StatusException).CreateFromStatus(appendStatus) 

   } 

 } 

 catch ex { 

   set cn=0 

   for { 

 set cn=cn+1 

 write !,"◆◆◆ ",cn," 個目のエラーは以下のとおりです" 

 zwrite ex 

 // オブジェクトエラー以外のときは終了 

 if $classname(ex)'="%Exception.StatusException" quit   

 // 次のエクセプションがない場合はループ終了 

 if '$isobject(ex.NextException) quit 

 set ex=ex.NextException   

   } 

 } 

} 



エラー処理方法解説ガイド 

2020年 4月 

33 

 USER>do ##class(Script.Basic).TryCatchFromObjectStatus2() 

◆◆◆ 1 個目のエラーは以下のとおりです 

ex=<OBJECT REFERENCE>[1@%Exception.StatusException] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 1 

|      class name: %Exception.StatusException 

| reference count: 2 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = 8602 

|               Data = $lb("c:¥存在しないディレクトリ¥cache.key",,,,,,,,) 

|     InnerException = "" 

|           Location = "" 

|               Name = 8602 

|      NextException = "2@%Exception.StatusException" 

◆◆◆ 2 個目のエラーは以下のとおりです 

ex=<OBJECT REFERENCE>[2@%Exception.StatusException] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 2 

|      class name: %Exception.StatusException 

| reference count: 2 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = 5001 

|               Data = $lb("ユーザ用エラー",,,,,,,,) 

|     InnerException = "" 

|           Location = "" 

|               Name = 5001 

|      NextException = "3@%Exception.StatusException" 

◆◆◆ 3 個目のエラーは以下のとおりです 

ex=<OBJECT REFERENCE>[3@%Exception.StatusException] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 3 

|      class name: %Exception.StatusException 

| reference count: 2 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = 5001 

|               Data = $lb("その他のユーザ用エラー",,,,,,,,) 

|     InnerException = "" 

|           Location = "" 

|               Name = 5001 

|      NextException = "" 
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補足3) ユーザ定義のエラーコード追加方法（メッセージディクショナリの使用方法）11 

 

例文でエラーメッセージを作成するときに登場した $$$ERROR() マクロや $SYSTEM.Status.Error() メソ

ッドでは、第 1引数で指定するエラーコードに 5001番を指定していました。 

ユーザ定義のエラーコードが複数ある場合には、5001 番では対応しきれないため、複数のユーザ定義コード

の一括登録方法を提供しています。 

なお、ユーザ定義コードを追加する場合、コードは負の整数で作成する必要があります 

 

追加手順は以下のとおりです。 

 

(1) 入力用メッセージファイルを作成する。 

(2) メッセージ・ディクショナリのメソッドを使用して(1)のファイルをインポートする 

 

それでは、例文を使用して解説します。 

 

 

  

                                        
11 詳細については、ドキュメントの メッセージ・ディクショナリの管理 をご参照ください。 

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ASTRLOC
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(1) 入力用メッセージファイルの作成 

以下の例文のようなメッセージファイルを作成します。 

例 17 ユーザ定義のエラーメッセージ用 XML 

 

 

(2) メッセージ・ディクショナリのメソッドを使用して(1)のファイルをインポートする 

ユーザ定義のエラーメッセージはネームスペース毎に管理されるため、ターミナルを起動し、登録したいネーム

スペースに移動します。 

メッセージ・ディクショナリの以下メソッドを実行し、インポートします。（引数にインポート対象のファイル名をフル

パスで指定します。） 

 

例 18 メッセージ・ディクショナリ用ファイルのインポート 

  

要素例 指定内容 

<MsgFile 

Language="ja"> 

必須要素。日本語環境の場合は例文のとおり 

<MsgDomain 

Domain="UserErrors"> 

アプリケーションでメッセージを整理するために使用しているドメイン名を

指定します。 

<Message Id="-111" > 

エラーが発生しました 

</Message> 

Id はエラーコード（負の整数で指定します） 

閉めタグ（</Message>）までの間には、エラーメッセージの文字列を指

定します。 

set st=##class(%MessageDictionary).Import("c:¥kit¥error.xml") 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<MsgFile Language="ja"> 

  <MsgDomain Domain="UserErrors"> 

    <Message Id="-111" >エラーが発生しました</Message>  

    <Message Id="-222" >エラーが発生しました２</Message>  

  </MsgDomain> 

</MsgFile> 
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例文のエラーメッセージを利用したエラーステータスの作成は以下のとおりです。 

 

例 19 ユーザ定義のエラーコード：指定方法 

 

メモ $system.Statsu.Error(-111) は、 $$$ERROR(-111) と同じです。 

  

USER>set err= $system.Status.Error(-111) 

  

USER>do $system.Status.DisplayError(err) 

  

エラー <UserErrors>-111: エラーが発生しました 
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補足4) 例外オブジェクトをアプリケーションエラーログに登録する12 

 

例外オブジェクトをシステムログの 1 つである「アプリケーション・エラー・ログエントリ」へ追加する方法をご紹介

します。 

 

アプリケーションエラーログは、ネームスペース別、日付別に登録され、エラーを引き起こしたときの呼び出し順

序（フレームスタック）や、エラー発生時のシステム変数の内容など多くの情報が格納されます。 

なお、アプリケーションロジック内でエラーが発生しても ロジック内にログ登録用の記述が無ければアプリケー

ションエラーログには登録されません。 

%Exception.AbstractException にある Log() メソッドを使用することで登録できます。 

 

 

図 2 アプリケーションエラーログ 

 

メモ アプリケーションエラーログは、ネームスペース毎に管理され、^ERRORS グローバルに日付別に格納さ

れます。 

  

                                        
12 例外オブジェクトをアプリケーションエラーログに登録する方法は、2013.1以降のバージョンでご利用いた

だけます。 

管理ポータル→システムオペレーション
→システムログ→アプリケーションエラーログ

https://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&CLASSNAME=%25Exception.AbstractException
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例文は以下のとおりです。 

例 20 アプリケーションエラーログへの登録 

 

Log()メソッドの実行で、エラー情報が^ERRORSグローバルに格納されます。 

《ご参考》 ^ERRORS(内部日付,エラー番号) 以下 一部の情報 

 

 

 

ClassMethod TryCatchToAppErrLog() 

{ 

 #dim ex As %Exception.AbstractException  //スタジオの入力アシスト機能を使うため 

 try { 

 write 1/0 // エラー発生 

 } 

 catch ex { 

 do ex.Log() 

 zwrite ex 

 } 

} 
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実行例は以下のとおりです。 

 

 

  

USER>do ##class(Script.Basic).TryCatchToAppErrLog() 

ex=<OBJECT REFERENCE>[1@%Exception.SystemException] 

+----------------- general information --------------- 

|      oref value: 1 

|      class name: %Exception.SystemException 

| reference count: 2 

+----------------- attribute values ------------------ 

|               Code = 18  <Set> 

|               Data = ""  <Set> 

|     InnerException = ""  <Set> 

|           Location = "zTryCatchToAppErrLog+2^Script.Basic.1"  <Set> 

|               Name = "<DIVIDE>"  <Set> 
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8. Interoperability／Ensembleビジネス・コンポーネントのエラー処理概要 

 

Interoperability／Ensemble 

でのエラー処理解説に入る前に、ビジネス・コンポーネントに定義するメソッド定義を確認してみましょう。（戻り値

のデータ型に注目してください。） 

 

例 21 ビジネス・オペレーションのメソッド例 

 

 

戻り値の指定は、 As %Status が設定され、アダプタからエラーが返されたとき、受け取ったエラーを返し、

正常の場合は、$$$OK を返しています。 

 

  

Method PatientInfo(pRequest As Hospital.PatientInfoRequest, 

Output pResponse As Hospital.PatientInfoResponse) As %Status 

{ 

 set pResponse=##Class(Hospital.PatientInfoResponse).%New() 

 set sql="select InsurarrrrnceCompany,CreditRating,Name,HomePhone from 

PatientData where PatientID=?" 

 set status=..Adapter.ExecuteQuery(.tResult,sql,pRequest.PatientID) 

 if $$$ISERR(status) { 

  quit status 

 } 

 do tResult.Next() 

 set pResponse.InsuranceCompany=tResult.Get("InsuranceCompany") 

 if pResponse.InsuranceCompany'="" { 

  set pResponse.IsInsured=1 

 } 

 else { 

  set pResponse.IsInsured=0 

 } 

 set pResponse.PatientHomePhone=tResult.Get("HomePhone") 

 set pResponse.PatientName=tResult.Get("Name") 

 set pResponse.CreditRating=tResult.Get("CreditRating") 

 quit $$$OK 

} 
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例文のビジネス・オペレーションを使用して、具体的な流れを確認していきましょう。 

 

例のビジネス・オペレーションでは、SQL アウトバウンドアダプタを使用し、接続先の DB へ SQL 文の実行を依

頼しています。 

接続先はインターシステムズ製品内外問わず指定できるため、接続先DBの状態によりエラーを返したり、送信

データの不備により、SQLの実行が失敗に終わるケースも考えられます。 

 

そこで、例文では、アダプタ経由で処理を依頼した後、エラーが返されていないかチェックしています。 

アダプタ経由の処理とは、下記文例の箇所で 

 

ExecuteQuery()メソッドの定義は、EnsLib.SQL.OutboundAdapter クラスのスーパークラスである 

EnsLib.SQL.Common にあります（戻り値に %Status が定義されています）。 

 

 

エラーかどうかの判定を行わないと、第 1引数の検索結果が取得できないため 

do tResult.Next() 

上記コードの実行で<INVALID OREF> が出てしまいます。詳細は以下の通りです。 

 

エ ラ ー  <Ens>ErrException: <INVALID 

OREF>zPatientInfo+20^Hospital.PatientDatabaseOperation.3 -- が  '-' 番 号  - @' do 

tResult.Next()' として記録されました (alert request ID=305) 

 

SQL アウトバウンドアダプタ経由で実行した SELECT 文が失敗し、設定される予定の結果セットオブジェクトが

変数 tResultに設定されません。変数 tResultにインスタンスが格納されていない状態でオブジェクトの操作を

行ったため、<INVALID OREF>のシステムエラーが発生しています。 

エラーを回避するため、アダプタからエラーが返ってきていないかチェックし、エラーだった場合はステータスをそ

のまま返します（オペレーション内のメソッドも%Statusを返す設定なので、そのまま返せます）。 

 

 

 

 

if $$$ISERR(status) { 

 quit status 

} 

Method ExecuteQuery(ByRef pRS As EnsLib.SQL.GatewayResultSet,  

  pQueryStatement As %String, pParms...) As %Status 

set status=..Adapter.ExecuteQuery(.tResult,sql,pRequest.PatientID) 
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例では、アダプタから返されるエラーをそのまま返していますが、プロダクションの処理はデータの中継を行うこ

とが主な役割 であるため、アダプタからエラーが返されていない場合でも、返送された結果や送信される情報

に応じて、アラート送信を行う機能があります。 

 

例文では、アダプタからエラーが返されたときに、任意メッセージを追加してからアラートを送信しています。 

エラー発生のタイミング以外にも任意のタイミングで同様の処理が記述できます。 

 

 

（Ens.AlertRequest のインスタンス生成から do ..SendAlert(tAlert)13 までの処理が、Ens.Alert

へアラートを送信するための記述です。） 

 

アラート専用コンポーネント（Ens.Alert）では、送信されるメッセージを使用して、通知メールの送信／指定ディ

レクトリへログファイル出力など、通知方法を自由に指定することができます。 

 

 

プロダクションでは、各コンポーネントの処理でエラーが発生した場合 

エラーステータスを戻して終了するだけでなく、 任意のファイル／テーブルへのログ出力／指定のメールアドレ

スへのアラート送信など必要に応じて処理の付け足しができます。 

 

この他、エラー発生時にコンポーネントを無効化したい／一時停止したい などコンポーネントの動作に影響を

与えたい場合は、エラーステータスを戻し「応答コードのアクション」を設定します（ビジネス・サービス以外で設

定できます）。 

 

それでは、アラートの通知方法を確認していきましょう。 

  

                                        
13 SendAlert() メソッドは、ビジネス・コンポーネント（サービス／プロセス／オペレーション）全てに実装され

ているメソッドです。 

if $$$ISERR(status) { 

set tAlert=##class(Ens.AlertRequest).%New() 

set tAlert.AlertText="SQLアダプタでエラーが発生" 

set tAlert.SourceConfigName= =..%ConfigName 

set tAlert.AlertText=tAlert.AlertText_" * "_$system.Status.GetErrorText(status) 

do ..SendAlert(tAlert) 

quit $$$OK 

} 



エラー処理方法解説ガイド 

2020年 4月 

43 

(1). アラート（Ens.Alert）の実装 

 

アラート通知を実装するためには、アラート専用コンポーネントの Ens.Alert を定義します。 

Ens.Alert はアラート処理用の必須名で、ルーター（＝特殊なビジネス・プロセス）として定義します。

（EnsLib.MsgRouter.RoutingEngine クラスを指定して作成します。） 

 

例えば、 

エラーが発生したコンポーネント別にメール送付先を分けたい！ 

のように、アラートメッセージの内容に応じた処理を実行したい場合は、ビジネス・ルールを使用して細かい動作

を実装できます。（ビジネス・ルールについては後述します。） 

 

 

図 3 Ens.Alert 

 

 

 

  

Ens.Alert は固定名称です。

ビジネス・ルール
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各コンポーネントでエラーが発生したとき Ens.Alert へエラー情報を送信するかどうかは、各コンポーネントの

設定で決定します。 

 

 

図 4 エラー時に警告 オプション 

 

このオプションを指定することで、予期しないエラーがコンポーネントで発生しても、Ens.Alert へエラーメッセー

ジを通知します。 

 

上記設定のほかに、 

ビジネス・プロセス、ビジネス・オペレーションでは、 

警告再試行猶予期間／キュー・カウント警告／キュー待機警告／非活動タイムアウト 

ビジネス・サービスでは、 

警告猶予期間／非活動タイムアウト 

エラー以外のタイミングで発生するアラート通知もあります。詳細はドキュメントをご参照ください。 

 

  

http://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ECONFIG_settings_busop#ECONFIG_AlertRetryGracePeriod
http://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ECONFIG_settings_busproc#ECONFIG_QueueCountAlert
http://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ECONFIG_settings_busproc#ECONFIG_QueueWaitAlert
http://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ECONFIG_settings_busserv#ECONFIG_InactivityTimeout
http://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ECONFIG_settings_busserv#ECONFIG_AlertGracePeriod
http://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ECONFIG_settings_busserv#ECONFIG_InactivityTimeout
http://docs.intersystems.com/irisforhealthlatestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=EMONITOR
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(2). Ens.Alert用ルール 

 

ビジネス・ルールは、ルーターに対して指示を与えたい場合に利用する定義で、受信したメッセージ（アラートの

場合は、Ens.AlertRequest） をどのコンポーネントへ送信するか、または送信前にデータ変換を行うかなど、

細かい設定が行えます。 

 

例えば、エラーが発生したコンポーネント別にルールを分けたり、エラー通知方法を切り替えたり、メール通知に

使用するメールアドレスをエラー発生元コンポーネントによって切り分けるなど、任意のルールを指定できます。 

 

 

図 5 Ens.Alert用ルール定義 

 

 

 

プロダクションのエラー処理については、概要のみをお伝えしました。 

 

プロダクション実装方法詳細を学習されたい方は、ぜひトレーニングコース14へご参加ください。 
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EmailAlertへアラートメ
ッセージを送信
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