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注意事項 

⚫ 本資料を無断で他に転載しないようお願いします。 

⚫ 本資料は、予告なしに変更する場合があります。 

⚫ 本資料の内容に不備がある場合は、ご連絡ください。 
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変更履歴 

版 更新日 変更内容 

1 2013/09/19 新規作成 

2 2015/4/17 警告レベルのログを1件追加 

3 2017/8/30 エラーレベルのログを5件追加 

4 2021/6/30 エラーレベルのログを3件追加 

エラーレベルのログを1件修正 
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※ イベントログへの出力形式の詳細は「U/Cサーバオペレーションマニュアル」の「7.6 イベントログ出力」を参照して

ください。 

出力レ

ベル 

エラー 

コード           

メッセージ 

情報  ScheduleController の起動が完了しました。 

情報  ScheduleController の停止が完了しました。 

情報  UCController の起動が完了しました。 

情報  UCController の停止が完了しました。 

エラー SE2501 レスポンス作成時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=SE2501] 

エラー SE2502 予期せぬエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=SE2502, メッセージ=%s] 

エラー SE2503 レスポンス作成時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=SE2503] 

エラー CM1001 ログ出力に失敗しました。[エラーメッセージコード=CM1001] 

エラー CM1002 ファイルのクローズに失敗しました。[エラーメッセージコード=CM1002] 

エラー CO1079 集信ファイルを削除できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1079, ファイル名=%s] 

エラー CO2016 受信ファイルを削除できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2016, ファイル名=%s] 

エラー CO7016 DB のリストア中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7016] 

エラー CO7017 ユーザフォルダのリストア中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7017] 

エラー CO7018 リストア後のトランザクション情報登録中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7018, 

トランザクション情報=%s] 

エラー CO1314 ScheduleController の起動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1314] 

エラー CO1049 集信データ仕分け処理でエラーが発生しました。処理を中断します。[エラーメッセージコード

=CO1049] 

エラー CO1050 集信データ仕分け処理でエラーが発生しました。標準ヘッダ情報が登録されていません。[エラーメ

ッセージコード=CO1050] 

エラー CO1051 集信データ仕分け処理で DB 処理中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1051] 

エラー CO1052 集信データ仕分け処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1052] 

エラー CO1053 集信ファイルの切り出し処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1053, ファイル

名=<パラメータ>] 

エラー CO1054 集信ファイルをクローズできませんでした。[エラーメッセージコード=CO1054, ファイル名=<パラメー

タ>] 

エラー CO1055 集信ファイルが存在しません。ファイルのサイズを取得できませんでした。[エラーメッセージコード

=CO1055, ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1056 集信ファイルのサイズエラー。標準ヘッダよりも小さなサイズです。[エラーメッセージコード

=CO1056, ファイル名=<パラメータ>, ファイルサイズ=<パラメータ>] 

エラー CO1057 集信ファイルエラー。ファイルの先頭が EDI になっていません。[エラーメッセージコード=CO1057, 

ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1058 レコード長取得でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1058, ファイル名=<パラメー

タ>, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO1059 集信ファイルのサイズエラー。レコード長の整数倍になっていません。[エラーメッセージコード

=CO1059, ファイル名=<パラメータ>, ファイルサイズ=<パラメータ>, レコード長=<パラメータ>] 

エラー CO1060 集信データ切り出し処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1060, ファイル名=<

パラメータ>] 

エラー CO1061 作成中の分割後フラットファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1061, 分割後

フラットファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1062 切り出し済み分割後フラットファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1062, 分

割後フラットファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1063 情報区分/業務区分の指定が不正です。[エラーメッセージコード=CO1063, 情報区分=<パラメータ

>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO1064 レコード帳検索処理中に DB でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1064, 情報区

分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO1065 情報区分マスタにレコードが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1065, 情報区分=<パラメ

ータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO1066 レコード長が設定されていませんでした。[エラーメッセージコード=CO1066, 情報区分=<パラメータ

>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO1067 ファイルをエラーフォルダに移動できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1067, 移動元ファ

イル名=<パラメータ>, 移動先ファイル名=<パラメータ>] 
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エラー CO1068 集信データの切り出し途中で１レコード分読み込めませんでした。[エラーメッセージコード

=CO1068, レコード長=<パラメータ>, 読込んだサイズ=<パラメータ>] 

エラー CO1069 集信データの切り出し処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1069] 

エラー CO1070 分割後フラットファイルをクローズできませんでした。[エラーメッセージコード=CO1070, ファイル名

=<パラメータ>] 

エラー CO1073 使用データを DB に登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1073, 送受信データ ID=<

パラメータ>, SNRF=<パラメータ>] 

エラー CO1074 送受信データを DB に登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1074, SNRF=<パラメー

タ>] 

エラー CO1075 送受信データ、使用データの DB 登録時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO1075, 送受信データ ID=<パラメータ>, SNRF=<パラメータ>] 

エラー CO1076 分割後フラットファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1076, 分割後フラットフ

ァイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1077 トランザクション情報の更新に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1077] 

エラー CO1078 トランザクション情報の更新でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1078] 

エラー CO1108 エラーデータの送信管理番号の採番に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1108, ファイル

名=<パラメータ>] 

エラー CO1109 エラーフォルダへのファイルのコピーに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1109, コピー元

ファイル名=<パラメータ>, コピー先ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1071 標準ヘッダ取得処理中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1071, 標準ヘッダの

内容=<パラメータ>] 

エラー CO1072 指定されたデータのヘッダフォーマット情報が DB に登録されていません。[エラーメッセージコード

=CO1072] 

エラー CO1112 企業コード変換フラグの値が不正です。[エラーメッセージコード=CO1112, 企業コード変換フラグ

=<パラメータ>] 

エラー CO1001 ユーザ IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1001] 

エラー CO1002 タスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1002] 

エラー CO1003 タスク IDが送信のタスクではありません。[エラーメッセージコード=CO1003, 指定されたタスク ID=<

パラメータ>] 

エラー CO1004 スケジュール送信で実行スケジュール IDが設定されていません。[エラーメッセージコード

=CO1004] 

エラー CO1005 ユーザスケジュール IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1005] 

エラー CO1006 ステータス配信実施フラグの値が不正です。[エラーメッセージコード=CO1006, 指定されたステー

タス配信実施フラグ=<パラメータ>] 

エラー CO1007 送受信データ ID リストが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1007] 

エラー CO1008 送信対象データに不正なデータが含まれています。[エラーメッセージコード=CO1008, 送信対象

データの<パラメータ>件目] 

エラー CO1009 特定ファイル送信で対象データのファイルパスが設定されていません。[エラーメッセージコード

=CO1009] 

エラー CO1010 特定ファイル送信で対象データのファイルが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1010, 指

定されたファイル=<パラメータ>] 

エラー CO1011 送信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1011] 

エラー CO1012 トランザクション情報の更新に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1012] 

エラー CO1013 集信ファイル転送 PGMの呼び出しに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1013] 

エラー CO1014 送信処理のメール通知で失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1014] 

エラー CO1015 処理結果のステータスが異常な値でした。[エラーメッセージコード=CO1015, 前回までの優先ステ

ータス=<パラメータ>, 今回のステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1016 集信ファイル転送 PGMの呼び出しで続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO1016, ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1017 特定ファイル送信の初期処理で集信フォルダへのファイルのコピーに失敗しました。[エラーメッセ

ージコード=CO1017, 指定されたファイル=<パラメータ>] 

エラー CO1018 特定ファイル送信の初期処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO1018, ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1019 再送信の初期処理で DBエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1019] 

エラー CO1020 再送信の初期処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1020] 

エラー CO1021 再送信の初期処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1021, ステ

ータス=<パラメータ>] 

エラー CO1022 集信データ仕分け処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1022] 
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エラー CO1023 集信データ仕分け処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1023, 

ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1024 リカバリ送信初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1024] 

エラー CO1025 リカバリ送信初期処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1025, ス

テータス=<パラメータ>] 

エラー CO1026 フォーマットチェックに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1026] 

エラー CO1027 フォーマットチェック処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1027, 

ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1028 標準ヘッダの削除、UCヘッダの付加に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1028] 

エラー CO1029 標準ヘッダ削除、UCヘッダ付加処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコ

ード=CO1029, ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1030 自動リカバリ送信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1030] 

エラー CO1031 自動リカバリ送信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1031, ス

テータス=<パラメータ>] 

エラー CO1032 送信処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1032] 

エラー CO1033 送信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1033, ステータス=<

パラメータ>] 

エラー CO1034 ステータス配信処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1034] 

エラー CO1035 ステータス配信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1035, ス

テータス=<パラメータ>] 

エラー CO1036 該当の送受信データが DB に存在しません。[エラーメッセージコード=CO1036, 送受信データ

ID=<パラメータ>] 

エラー CO1037 業務システム配信用フォルダの排他処理の開始に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1037] 

エラー CO1080 集信フォルダからコピー済みファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1080, フ

ァイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1104 集信フォルダクリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1104, 集信フォルダ

=<パラメータ>] 

エラー CO1111 分割後フラットファイルのコピーに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1111, 指定された送

受信データ ID=<パラメータ>, ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1038 UCヘッダ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1038] 

エラー CO1039 分割後のフラットファイル保管用フォルダが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1039, フォ

ルダ=<パラメータ>] 

エラー CO1040 送信ファイル保管用フォルダが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1040, フォルダ=<パラメ

ータ>] 

エラー CO1041 DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1041] 

エラー CO1042 エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1042] 

エラー CO1043 企業コード変換でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1043] 

エラー CO1044 UCヘッダ付加後のファイル作成でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1044] 

エラー CO1045 チェックポイントコード更新処理にてエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1045] 

エラー CO1081 送信データのフォーマットチェック処理でエラーが発生しました。標準ヘッダフォーマット情報が登

録されていません。[エラーメッセージコード=CO1081] 

エラー CO1082 送信データのフォーマットチェック処理の初期処理で DBエラーが発生しました。[エラーメッセージ

コード=CO1082] 

エラー CO1083 送信データのフォーマットチェック処理の初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード

=CO1083] 

エラー CO1084 分割後フラットファイルのサイズが不正です。[エラーメッセージコード=CO1084, 分割後フラットファ

イル=<パラメータ>, ファイルサイズ=<パラメータ>, レコード長=<パラメータ>] 

エラー CO1085 送信データのフォーマットチェック処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1085, 

分割後フラットファイル=<パラメータ>] 

エラー CO1086 分割後フラットファイルをクローズできませんでした。[エラーメッセージコード=CO1086, 分割後フラ

ットファイル=<パラメータ>] 

エラー CO1087 分割後フラットファイルの先頭のヘッダ識別子が EDI になっていません。[エラーメッセージコード

=CO1087, ヘッダ識別子=<パラメータ>] 

エラー CO1088 企業コード変換フラグが不正な値です。[エラーメッセージコード=CO1088, 企業コード変換フラグ

=<パラメータ>] 

エラー CO1089 設定されていない企業コードが存在します。[エラーメッセージコード=CO1089, 受信者企業コード

=<パラメータ>, 送信者企業コード=<パラメータ>] 
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エラー CO1090 指定された情報区分、業務区分が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1090, 情報区

分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO1091 情報区分テーブルが使用不可となっています。[エラーメッセージコード=CO1091, 情報区分=<パラ

メータ>, 業務区分=<パラメータ>, 使用可否=<パラメータ>] 

エラー CO1092 データ作成日時が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1092] 

エラー CO1093 標準ヘッダチェック処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1093, 分割後フラット

ファイル=<パラメータ>] 

エラー CO1094 データチェック処理でエラーが発生しました。メッセージフォーマットが登録されていません。[エラー

メッセージコード=CO1094, 業務区分=<パラメータ>, 情報区分=<パラメータ>] 

エラー CO1095 データチェック処理でエラーが発生しました。メッセージフォーマットを展開できませんでした。[エラ

ーメッセージコード=CO1095, 業務区分=<パラメータ>, 情報区分=<パラメータ>] 

エラー CO1096 データチェック処理でエラーが発生しました。<パラメータ>レコード目で読込に失敗しました。[エラ

ーメッセージコード=CO1096, 分割後フラットファイル=<パラメータ>] 

エラー CO1097 データチェック処理でエラーが発生しました。<パラメータ>レコード目でエラーを検知しました。[エラ

ーメッセージコード=CO1097, 分割後フラットファイル=<パラメータ>, 説明=<パラメータ>] 

エラー CO1105 受信者企業コードに対応するパートナー情報が正常に登録されていません。[エラーメッセージコー

ド=CO1105, 検索結果=<パラメータ>件, 自社内企業コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ

>] 

エラー CO1106 送信者企業コードに対応するパートナー情報が正常に登録されていません。[エラーメッセージコー

ド=CO1106, 検索結果=<パラメータ>件, 自社内企業コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ

>] 

エラー CO1107 分割後フラットファイルが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1107, 分割後フラットファイル

=<パラメータ>] 

エラー CO1046 ファイル転送 PGMの起動処理において PGM不明エラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO1046, 起動ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1047 ファイル転送 PGMの起動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1047, 起動ステータス=<パ

ラメータ>] 

エラー CO1048 ファイル転送 PGMの起動処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1048] 

エラー CO1501 標準ヘッダのヘッダ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1501] 

エラー CO1502 ステータス配信データのヘッダ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1502] 

エラー CO1503 ステータス配信 0 件ファイル名が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1503] 

エラー CO1504 DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1504] 

エラー CO1505 エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1505] 

エラー CO1506 処理対象にステータスが処理中のデータが含まれています。[エラーメッセージコード=CO1506, 送

受信データ ID=<パラメータ>] 

エラー CO1507 ステータス配信 0 件ファイル作成処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1507, 

ステータス配信ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1508 送信用ステータス配信ファイル作成処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO1508, 送受信データ ID=<パラメータ>, ステータス配信ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1509 受信用ステータス配信ファイル作成処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO1509, 送受信データ ID=<パラメータ>, ステータス配信ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO1510 ファイル転送 PGMの起動処理において PGM不明エラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO1510, 起動ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1511 ファイル転送 PGMの起動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1511, 起動ステータス=<パ

ラメータ>] 

エラー CO1512 ファイル転送 PGMの起動処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1512] 

エラー CO1513 業務システム配信用フォルダのファイル名取得処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコ

ード=CO1513] 

エラー CO1514 ファイル転送 PGMの起動処理でエラー（一部成功）が発生しました。[エラーメッセージコード

=CO1514] 

エラー CO2001 受信フラットファイルコピー処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2001, 受信フ

ラットファイル名=<パラメータ>, 配信ファイル保管フォルダパス=<パラメータ>] 

エラー CO2002 標準ヘッダのヘッダ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO2002] 

エラー CO2003 DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2003] 

エラー CO2004 エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2004] 

エラー CO2098 指定された情報区分が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO2098, 情報区分=<パラメ

ータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO2099 情報区分テーブルの使用可否が使用不可でした。[エラーメッセージコード=CO2099, 情報区分=<

パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>, 使用可否=<パラメータ>] 
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エラー CO2100 企業コードが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2100, 受信者企業コード=<パラメ

ータ>, 送信者企業コード=<パラメータ>] 

エラー CO2101 受信者企業コードに対応するパートナー情報が正常に登録されていません。[エラーメッセージコー

ド=CO2101, 検索結果=<パラメータ>件, 標準企業コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>] 

エラー CO2102 送信者企業コードに対応するパートナー情報が正常に登録されていません。[エラーメッセージコー

ド=CO2102, 検索結果=<パラメータ>件, 標準企業コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>] 

エラー CO2103 情報区分、業務区分のチェック処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2103, 

情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO2104 企業コードチェック処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2104, 受信者企業コ

ード=<パラメータ>, 送信者企業コード=<パラメータ>] 

エラー CO2005 送受信データの企業コード変換処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2005] 

エラー CO2006 配信ファイル作成処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2006] 

エラー CO2007 ファイル名取得処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2007] 

エラー CO2008 二重配信エラーです。[エラーメッセージコード=CO2008, 送受信データ ID=<パラメータ>, ファイル

名=<パラメータ>] 

エラー CO2009 配信ファイルが配信フォルダに存在しません。[エラーメッセージコード=CO2009, ファイル名=<パラ

メータ>] 

エラー CO2010 共通ファイル転送 PGMが存在しません。[エラーメッセージコード=CO2010, 起動ステータス=<パラ

メータ>] 

エラー CO2011 共通ファイル転送 PGM起動エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2011, 起動ステー

タス=<パラメータ>] 

エラー CO2012 共通ファイル転送 PGM起動処理リターンコードエラー(FATAL)が発生しました。[エラーメッセージ

コード=CO2012] 

エラー CO2013 業務システム配信用フォルダのファイル名取得処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコ

ード=CO2013] 

エラー CO2014 共通ファイル転送 PGM起動処理リターンコードエラー（一部成功）が発生しました。[エラーメッセー

ジコード=CO2014, 送受信データ ID=<パラメータ>] 

エラー CO2015 チェックポイント更新処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2015] 

エラー CO1801 ユーザ IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1801] 

エラー CO1802 タスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1802] 

エラー CO1803 タスク IDがステータス再配信のタスクではありません。[エラーメッセージコード=CO1803, 指定され

たタスク ID=<パラメータ>] 

エラー CO1804 ステータス配信実施フラグが不正な値です。[エラーメッセージコード=CO1804, 指定されたステー

タス配信実施フラグ=<パラメータ>] 

エラー CO1805 送受信データ ID リストが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1805] 

エラー CO1806 送信対象データに不正なデータが含まれています。[エラーメッセージコード=CO1806, 送信対象

データの<パラメータ>件目] 

エラー CO1807 送受信データが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1807, リストの<パラメータ>番目, 送受

信データ ID=<パラメータ>] 

エラー CO1808 送受信データ取り込み処理中に DB 読み込みエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO1808, リストの<パラメータ>番目, 送受信データ ID=<パラメータ>] 

エラー CO1809 ステータス再配信制御処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1809] 

エラー CO1810 ステータス配信処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1810] 

エラー CO1811 内部エラーが発生しました。処理結果が異常な値でした。[エラーメッセージコード=CO1811, トラン

ザクションステータスワーク=<パラメータ>, 処理結果ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1812 ステータス配信でエラーが発生しました。ステータス再配信制御処理を終わります。[エラーメッセー

ジコード=CO1812, ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1813 ステータス配信フラグ変更処理でエラーが発生しました。ステータス再配信制御処理を終了します。

[エラーメッセージコード=CO1813, ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO1814 業務システム配信用フォルダの排他処理の開始に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1814] 

エラー CO1815 ユーザスケジュール IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1815] 

エラー CO1816 ユーザ個別スケジュール情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1816, ユーザス

ケジュール ID=<パラメータ>] 

エラー CO1817 ステータス業務通知 PGM名が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1817] 

エラー CO6001 バックアップのタスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO6001, タスク ID=<パラ

メータ>] 

エラー CO6002 スケジュール起動方法が不正です。[エラーメッセージコード=CO6002, スケジュールフラグ=<パラメ

ータ>] 
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エラー CO6003 スケジュール起動方法が手動（0）か自動（1）で設定されていません。[エラーメッセージコード

=CO6003, スケジュールフラグ=<パラメータ>] 

エラー CO6004 スケジュール起動方法が自動起動となっていますが、実行スケジュール IDが設定されていません。

[エラーメッセージコード=CO6004, スケジュールフラグ=<パラメータ>] 

エラー CO6005 スケジュール起動方法が手動起動となっていますが、バックアップ先が設定されていません。[エラ

ーメッセージコード=CO6005, スケジュールフラグ=<パラメータ>] 

エラー CO6006 指定されているバックアップ先のフォルダが存在しません。[エラーメッセージコード=CO6006, バッ

クアップ先=<パラメータ>] 

エラー CO6007 指定されたシステムスケジュール IDが、システムスケジュール情報に存在しません。[エラーメッセ

ージコード=CO6007, 実行スケジュール ID=<パラメータ>, システムスケジュール ID=<パラメータ>] 

エラー CO6008 システムスケジュール情報へのアクセス中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO6008, 実行スケジュール ID=<パラメータ>, システムスケジュール ID=<パラメータ>] 

エラー CO6009 同名の新規バックアップファイル、またはフォルダが既に存在しています。[エラーメッセージコード

=CO6009, フォルダパス=<パラメータ>] 

エラー CO6010 既存のバックアップフォルダの削除でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6010] 

エラー CO6011 バックアップフォルダの生成に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO6011, フォルダパス=<パ

ラメータ>] 

エラー CO6012 DB のバックアップ取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6012] 

エラー CO6013 ユーザ情報へのアクセス中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6013] 

エラー CO6014 ユーザフォルダをバックアップフォルダへコピー中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO6014, ユーザフォルダ=<パラメータ>] 

エラー CO6015 バックアップフォルダの圧縮中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6015] 

エラー CO6017 バックアップフォルダの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO6017, フォルダパス=<パ

ラメータ>] 

エラー CO6018 トランザクション情報の更新中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO6018, トランザ

クション情報=<パラメータ>] 

エラー CO6019 システムスケジュール情報にバックアップフォルダが設定されていません。[エラーメッセージコード

=CO6019] 

エラー CO6020 前回分の上書きバックアップファイルの一時退避に失敗しました。[エラーメッセージコード

=CO6020, ファイルパス=<パラメータ>, 退避ファイルパス=<パラメータ>] 

エラー CO6021 不完全な圧縮バックアップファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO6021, ファ

イル名=<パラメータ>] 

エラー CO6022 一時退避した既存の圧縮バックアップファイルの戻しに失敗しました。[エラーメッセージコード

=CO6022, 退避ファイルパス=<パラメータ>, 戻し先ファイルパス=<パラメータ>] 

エラー CO8001 リブートのタスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO8001, タスク ID=<パラメー

タ>] 

エラー CO8002 実行スケジュール IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO8002] 

エラー CO8003 システム設定からリブートプログラムのパスが取得できません。[エラーメッセージコード=CO8003, シ

ステム設定 ID=<パラメータ>] 

エラー CO8004 リブートプログラム実行時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO8004] 

エラー CO8005 システム設定に登録されているリブートプログラムが存在しません。[エラーメッセージコード

=CO8005, プログラムパス=<パラメータ>] 

エラー CO8006 トランザクション情報の更新中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO8006, トランザ

クション情報=<パラメータ>] 

エラー CO9001 指定プログラム実行のタスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO9001, タスク

ID=<パラメータ>] 

エラー CO9002 スケジュールフラグが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO9002, スケジュールフラグ

=<パラメータ>] 

エラー CO9003 スケジュールフラグに 0(手動)か 1(スケジュール)が設定されていません。[エラーメッセージコード

=CO9003, スケジュールフラグ=<パラメータ>] 

エラー CO9004 スケジュールフラグがスケジュールで起動されていますが、実行スケジュール IDが設定されていま

せん。[エラーメッセージコード=CO9004, スケジュールフラグ=<パラメータ>] 

エラー CO9005 スケジュールフラグが手動で起動されていますが、ユーザスケジュール IDが設定されていません。

[エラーメッセージコード=CO9005, スケジュールフラグ=<パラメータ>] 

エラー CO9006 ユーザ個別スケジュールの取引データ転送プログラムに設定されているプログラムが存在しませ

ん。[エラーメッセージコード=CO9006, ユーザスケジュール ID=<パラメータ>, ファイルパス=<パラメ

ータ>] 

エラー CO9007 指定プログラム実行時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO9007] 
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エラー CO9008 指定プログラムの処理時間が規定の時間を超えたため、処理を中断しました。[エラーメッセージコ

ード=CO9008, タイムアウト値=<パラメータ>] 

エラー CO1901 DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1901] 

エラー CO1902 エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1902] 

エラー CO1903 エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1903] 

エラー CO1904 トランザクション情報作成処理でエラーが発生しました。実行スケジュール情報が登録されていませ

ん。[エラーメッセージコード=CO1904, 実行スケジュール ID=<パラメータ>] 

エラー CO1905 システム設定情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1905] 

エラー CO1906 ユーザ個別スケジュール情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1906, ユーザス

ケジュール ID=<パラメータ>] 

エラー CO1907 ファイル転送設定情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1907] 

エラー CO1908 メール通知情報とログイン ID情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1908] 

エラー CO1909 メールサーバ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1909] 

エラー CO1910 通信情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1910] 

エラー CO1911 ユーザ情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1911] 

エラー CO1912 タスク情報が登録されていません。[エラーメッセージコード=CO1912, タスク ID=<パラメータ>] 

エラー CO1913 処理結果のステータスを更新する処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1913] 

エラー CO1914 エラーコードと処理結果ステータスが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1914] 

エラー CO1922 実行スケジュールが登録されていないため、トランザクション情報が作成できません。[エラーメッセ

ージコード=CO1922, 実行スケジュール ID=<パラメータ>] 

エラー CO1932 処理中の送受信データ取得で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1932, トラン

ザクション ID=<パラメータ>] 

エラー CO1933 処理中の送受信データが存在しません。[エラーメッセージコード=CO1933, トランザクション ID=<

パラメータ>] 

エラー CO1934 送受信データ情報の更新で DBエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1934, 送受信

データ ID=<パラメータ>] 

エラー CO1915 DB の登録・更新に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1915] 

エラー CO5001 クリーンアップのタスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO5001, タスク ID=<パ

ラメータ>] 

エラー CO5002 実行スケジュール IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO5002] 

エラー CO5003 DB 情報のクリーンアップ処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5003] 

エラー CO5004 送受信データ情報の削除時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5004, 送受信デ

ータ情報=<パラメータ>] 

エラー CO5005 実行スケジュール情報の削除時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5005, 実行

スケジュール情報=<パラメータ>] 

エラー CO5006 トランザクション情報の削除時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5006, トランザ

クション情報=<パラメータ>] 

エラー CO5007 スケジュール抑止情報の削除時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5007, スケ

ジュール抑止情報=<パラメータ>] 

エラー CO5008 休日情報の削除時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5008, 休日情報=<パラメ

ータ>] 

エラー CO5009 エラー集信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO5009, ユーザ ID=<パラメータ>] 

エラー CO5010 分割後フラットファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO5010, ユーザ ID=<パラメータ>] 

エラー CO5011 送信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5011, ユ

ーザ ID=<パラメータ>] 

エラー CO5012 マージファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5012, 

ユーザ ID=<パラメータ>] 

エラー CO5013 エラー受信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO5013, ユーザ ID=<パラメータ>] 

エラー CO5014 受信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5014, ユ

ーザ ID=<パラメータ>] 

エラー CO5015 受信フラットファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO5015, ユーザ ID=<パラメータ>] 

エラー CO5016 配信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5016, ユ

ーザ ID=<パラメータ>] 
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エラー CO5017 問い合わせファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO5017, ユーザ ID=<パラメータ>] 

エラー CO5018 通信ファイルの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5018, ユ

ーザ ID=<パラメータ>] 

エラー CO5019 ログフォルダの削除対象を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5019] 

エラー CO5020 DB の最適化処理中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5020] 

エラー CO5021 トランザクション情報の更新中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO5021, トランザ

クション情報=<パラメータ>] 

エラー CO2017 受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。処理を中断します。[エラーメッセージコード

=CO2017] 

エラー CO2018 受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。UCヘッダ情報が登録されていません。[エラーメ

ッセージコード=CO2018] 

エラー CO2019 受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。一時ファイルが存在しています。[エラーメッセー

ジコード=CO2019, フォルダ=<パラメータ>] 

エラー CO2020 受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2020] 

エラー CO2021 受信データが存在しません。サイズの取得に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2021, ファ

イル名=<パラメータ>] 

エラー CO2022 受信データに UCヘッダが存在しませんでした。[エラーメッセージコード=CO2022, ファイル名=<

パラメータ>] 

エラー CO2023 受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2023] 

エラー CO2024 受信データをクローズできませんでした。[エラーメッセージコード=CO2024, ファイル名=<パラメー

タ>] 

エラー CO2025 レコード長取得でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2025, ファイル名=<パラメー

タ>, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO2026 受信ファイルのサイズが不正です。[エラーメッセージコード=CO2026, ファイル名=<パラメータ>, 残

りサイズ=<パラメータ>, UCヘッダのデータサイズ= <パラメータ>] 

エラー CO2027 データサイズエラー。データサイズがレコード長の整数倍ではありません。[エラーメッセージコード

=CO2027, ファイル名=<パラメータ>, <パラメータ>番目, UCヘッダのデータサイズ= <パラメータ>, 

レコード長=<パラメータ>,  情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO2028 受信管理番号が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2028, ファイル名=<パラメータ>, 

<パラメータ>番目のデータ] 

エラー CO2029 同一受信管理番号のデータが既に存在します。[エラーメッセージコード=CO2029, ファイル名=<パ

ラメータ>, <パラメータ>番目, 受信管理番号=<パラメータ>, 検索したデータ=<パラメータ>] 

エラー CO2030 受信データに UCヘッダが存在しませんでした。[エラーメッセージコード=CO2030, ファイル名=<

パラメータ>, <パラメータ>番目] 

エラー CO2031 受信データ仕分け処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2031, ファイル名=<

パラメータ>] 

エラー CO2032 退避していた受信フラットファイルの移動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2032, 受信

フラットファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO2033 退避していた配信ファイルの移動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2033, 配信ファイル

名=<パラメータ>] 

エラー CO2034 受信ファイルをエラーフォルダに移動できません。[エラーメッセージコード=CO2034, ファイル名=<

パラメータ>] 

エラー CO2035 受信フラットファイル（作成中）の削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2035, 受信フラ

ットファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO2036 情報区分と業務区分が設定されていないため、レコード長検索に失敗しました。[エラーメッセージ

コード=CO2036, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO2037 レコード長検索時に DB でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2037, 情報区分=<

パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO2038 指定された情報区分と業務区分の組み合わせは登録されていません。[エラーメッセージコード

=CO2038, 情報区分=<パラメータ>, 業務区分=<パラメータ>] 

エラー CO2039 レコード長が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2039, 情報区分=<パラメータ>, 業

務区分=<パラメータ>] 

エラー CO2040 UCヘッダ情報の取得処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2040, UCヘッダの内容=<

パラメータ>] 

エラー CO2041 受信データの UCヘッダ情報と DB に登録されているヘッダフォーマット情報が一致していません。

[エラーメッセージコード=CO2041] 

エラー CO2042 エラー受信ファイルの作成に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2042] 

エラー CO2043 送受信データを DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2043, 送受信データ ID=<

パラメータ>, 受信管理番号=<パラメータ>] 
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エラー CO2044 送受信データを DB 登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2044, 送受信データ ID=<

パラメータ>, 受信管理番号=<パラメータ>] 

エラー CO2045 使用データを DB に登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2045, 送受信データ ID=<

パラメータ>, 受信管理番号=<パラメータ>] 

エラー CO2046 送受信データ、使用データの DB 登録でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2046, 

送受信データ ID=<パラメータ>, 受信管理番号=<パラメータ>] 

エラー CO2047 受信フラットファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2047, 受信フラットファイ

ル名=<パラメータ>] 

エラー CO2048 一時フォルダの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2048, テンポラリフォルダ=<パラ

メータ>] 

エラー CO2049 受信データ仕分けの初期処理で DBエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2049] 

エラー CO2050 受信データ仕分けの初期処理エラー。受信フォルダにファイルが複数あります。[エラーメッセージコ

ード=CO2050, ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO2096 指定された受信管理番号のデータを受信できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2096, 受

信管理番号=<パラメータ>] 

エラー CO2097 指定されていない受信管理番号のデータが存在するため、該当のデータを捨てます。[エラーメッセ

ージコード=CO2097, 受信管理番号=<パラメータ>] 

エラー CO2105 選択受信でエラーが発生しました。受信ファイルを全て削除します。[エラーメッセージコード

=CO2105, 受信ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO2106 選択受信でエラーが発生しました。受信ファイルを削除します。[エラーメッセージコード=CO2106, 

受信ファイル名=<パラメータ>, <パラメータ>番目] 

エラー CO2107 UCヘッダのデータサイズを取得できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2107, ファイル名

=<パラメータ>, <パラメータ>番目] 

エラー CO2108 切り出したファイルを一時フォルダから受信データ保管フォルダに移動できませんでした。[エラーメ

ッセージコード=CO2108, 一時フォルダ=<パラメータ>, 移動先パス=<パラメータ>] 

エラー CO2109 受信ファイルのサイズエラー。途中でファイルの終わりに達しました。[エラーメッセージコード

=CO2109, 読みたかったサイズ=<パラメータ>, 残りサイズ=<パラメータ>] 

エラー CO2110 ファイルをクローズできませんでした。[エラーメッセージコード=CO2110, ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO2111 既存データと同一の受信管理番号を持つデータを受信しました。[エラーメッセージコード

=CO2111, ファイル名=<パラメータ>, <パラメータ>番目, 受信管理番号=<パラメータ>, 送受信デ

ータ ID（既存データ）=<パラメータ>] 

エラー CO2112 集信ファイル転送プログラムの処理時間が規定の時間を超えたため、処理を中断しました。[エラー

メッセージコード=CO2112, タイムアウト値=<パラメータ>] 

エラー CO2113 配信ファイル転送プログラムの処理時間が規定の時間を超えたため、処理を中断しました。[エラー

メッセージコード=CO2113, タイムアウト値=<パラメータ>] 

エラー CO2114 ステータス配信プログラムの処理時間が規定の時間を超えたため、処理を中断しました。[エラーメッ

セージコード=CO2114, タイムアウト値=<パラメータ>] 

エラー CO2115 集信フォルダ内のファイル削除処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2115, 集信フォル

ダ=<パラメータ>] 

エラー CO7001 リストアのタスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO7001, タスク ID=<パラメー

タ>] 

エラー CO7002 リストア元ファイルパスが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO7002, ファイルパス=<パ

ラメータ>] 

エラー CO7003 指定されているリストア元ファイルパスが存在しません。[エラーメッセージコード=CO7003, ファイル

パス=<パラメータ>] 

エラー CO7004 DB の最適化設定が不正です。[エラーメッセージコード=CO7004, VACUUM ANALYZE 実施フラ

グ=<パラメータ>] 

エラー CO7005 バックアップ実施フラグに 0(しない)か 1(する)が設定されていません。[エラーメッセージコード

=CO7005, バックアップ実施フラグ=<パラメータ>] 

エラー CO7006 バックアップ実施フラグに 1(する)が設定されていますが、バックアップフォルダが設定されていませ

ん。[エラーメッセージコード=CO7006, バックアップ実施フラグ=<パラメータ>] 

エラー CO7007 指定されているバックアップフォルダが存在しません。[エラーメッセージコード=CO7007, ファイル

パス=<パラメータ>] 

エラー CO7008 リストアフォルダの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO7008, フォルダパス=<パラメー

タ>] 

エラー CO7009 リストア対象のバックアップファイルの解凍に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO7009, ファ

イルパス=<パラメータ>] 

エラー CO7010 リストア対象の DB ダンプファイルが存在しません。[エラーメッセージコード=CO7010, リストアフォ

ルダ=<パラメータ>] 
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エラー CO7011 リストア対象のユーザフォルダが存在しません。[エラーメッセージコード=CO7011, フォルダパス=<

パラメータ>] 

エラー CO7012 リストア処理内のバックアップでエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7012] 

エラー CO7013 ユーザフォルダの削除中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7013, フォルダパス

=<パラメータ>] 

エラー CO7014 DB からの強制切断中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7014] 

エラー CO7015 DB の削除中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7015] 

エラー CO7019 スケジューラのステータス更新中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7019, 更新

用パラメータ=<パラメータ>] 

エラー CO7020 DB の最適化中にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7020] 

エラー CO7021 トランザクション情報の更新でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO7021, トランザク

ション情報=<パラメータ>] 

エラー CO7022 リストアファイルの解凍後フォルダ名を取得時にエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO7022, ファイルパス=<パラメータ>] 

エラー CO1916 通信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1916, エラー内容=<パラメータ>] 

エラー CO1917 通信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1917, エラー内容=<パラメータ>] 

エラー CO1918 バリデーションエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1918] 

エラー CO1919 リトライ回数をオーバーしました。[エラーメッセージコード=CO1919, リトライ回数=<パラメータ>] 

エラー CO1920 送信処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1920] 

エラー CO1921 受信処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1921] 

エラー CO1923 受信前ですが既にファイルが存在します。[エラーメッセージコード=CO1923, 受信フォルダ=<パラメ

ータ>, ファイル=<パラメータ>] 

エラー CO1924 受信フォルダに存在したファイルの削除に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1924, 受信フ

ォルダ=<パラメータ>] 

エラー CO1925 複数ファイルを受信しました。ファイルは全て削除し、受信確定通知は実施せず処理を中断します。

[エラーメッセージコード=CO1925] 

エラー CO1926 ファイルを削除できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1926] 

エラー CO4001 ユーザ IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO4001] 

エラー CO4002 タスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO4002] 

エラー CO4003 タスク IDがステータスメール受信のタスクではありません。[エラーメッセージコード=CO4003, 指定

されたタスク ID=<パラメータ>] 

エラー CO4004 スケジュール受信の実行スケジュール IDが設定されていません。[エラーメッセージコード

=CO4004] 

エラー CO4005 受信結果が接続エラー（FATAL）です。[エラーメッセージコード=CO4005] 

エラー CO4006 受信結果がエラー（ERROR）です。[エラーメッセージコード=CO4006] 

エラー CO4007 受信通知結果が接続エラー（FATAL）です。[エラーメッセージコード=CO4007] 

エラー CO4008 受信通知結果がエラー（ERROR）です。[エラーメッセージコード=CO4008] 

エラー CO4009 ステータスメールの受信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO4009] 

エラー CO4010 処理結果のステータスが異常な値でした。[エラーメッセージコード=CO4010, 前回までの優先ステ

ータス=<パラメータ>, 今回のステータス=<パラメータ>] 

エラー CO4011 ステータスメールのヘッダフォーマット情報が登録されていません。[エラーメッセージコード

=CO4011] 

エラー CO4012 DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4012] 

エラー CO4013 エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4013] 

エラー CO4014 ステータスメールが１件も存在しません。[エラーメッセージコード=CO4014] 

エラー CO4015 ステータスメールの取り込みでエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4015, EDI センタ

ーからのファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO4016 ステータスメールの読み込みに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO4016, EDIセンターから

のファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO4017 ステータスメールが複数件存在します。[エラーメッセージコード=CO4017] 

エラー CO4018 送受信データが複数存在するため、取り込みません。[エラーメッセージコード=CO4018, EDI センタ

ーからのファイル名=<パラメータ>, 送受信区分=<パラメータ>, 送信管理番号=<パラメータ>, ユー

ザ ID=<パラメータ>, ステータスメール（バイト配列）=<パラメータ>, 送受信データリスト=<パラメータ

>] 

エラー CO4019 送受信データの取り込みで DBエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4019, EDI セン

ターからのファイル名=<パラメータ>, 送受信区分=<パラメータ>, 送信管理番号=<パラメータ>, ユ

ーザ ID=<パラメータ>, ステータスメール（バイト配列）=<パラメータ>] 
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エラー CO4020 送受信データの取り込みでエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4020, EDI センター

からのファイル名=<パラメータ>, 送受信区分=<パラメータ>, 送信管理番号=<パラメータ>, ユーザ

ID=<パラメータ>, ステータスメール（バイト配列）=<パラメータ>] 

エラー CO4021 メール通知でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO4021] 

エラー CO4022 EDI センターからの受信フォルダ(ステータスメール)クリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッ

セージコード=CO4022, フォルダ名=<パラメータ>] 

エラー CO3001 ユーザ IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO3001] 

エラー CO3002 タスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO3002] 

エラー CO3003 タスク IDが問い合わせのタスクではありません。[エラーメッセージコード=CO3003, 指定されたタス

ク ID=<パラメータ>] 

エラー CO3004 問い合わせ条件が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO3004] 

エラー CO3005 要求区分が設定されていません。[エラーメッセージコード=CO3005] 

エラー CO3006 要求区分が不正です。[エラーメッセージコード=CO3006, 要求区分=<パラメータ>] 

エラー CO3007 問い合わせ制御で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3007] 

エラー CO3008 処理結果のステータスが異常な値でした。[エラーメッセージコード=CO3008, 前回までの優先ステ

ータス=<パラメータ>, 今回のステータス=<パラメータ>] 

エラー CO3009 問い合わせ条件のヘッダフォーマット情報が登録されていません。[エラーメッセージコード

=CO3009] 

エラー CO3010 問い合わせ結果のヘッダフォーマット情報が登録されていません。[エラーメッセージコード

=CO3010, データ識別子=<パラメータ>] 

エラー CO3011 DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3011] 

エラー CO3012 エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3012] 

エラー CO3027 問い合わせ制御の未受信問合せ回答データ削除処理でエラーが発生しました。通信 PGMの受信

結果が接続エラー（FATAL）です。[エラーメッセージコード=CO3027] 

エラー CO3028 問い合わせ制御の未受信問合せ回答データ削除処理でエラーが発生しました。通信 PGMの受信

結果がエラー（ERROR）です。[エラーメッセージコード=CO3028] 

エラー CO3029 問い合わせ制御の未受信問合せ回答データ削除処理でエラーが発生しました。通信 PGMの受信

確定結果が接続エラー（FATAL）です。[エラーメッセージコード=CO3029] 

エラー CO3030 問い合わせ制御の未受信問合せ回答データ削除処理でエラーが発生しました。通信 PGMの受信

確定結果がエラー（ERROR）です。[エラーメッセージコード=CO3030] 

エラー CO3031 EDI センターからの受信フォルダ(問い合わせ結果)クリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッ

セージコード=CO3031, フォルダ名=<パラメータ>] 

エラー CO3032 EDI センターからの受信フォルダ(問い合わせ結果)クリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッ

セージコード=CO3032, フォルダ名=<パラメータ>] 

エラー CO3013 通信 PGMの送信結果が接続エラー（FATAL）です。[エラーメッセージコード=CO3013] 

エラー CO3014 通信 PGMの結果がエラー（ERROR）です。[エラーメッセージコード=CO3014] 

エラー CO3016 通信 PGMの受信結果が接続エラー（FATAL）です。[エラーメッセージコード=CO3016] 

エラー CO3017 通信 PGMの受信結果がエラー（ERROR）です。[エラーメッセージコード=CO3017] 

エラー CO3018 通信 PGMの受信通知結果が接続エラー（FATAL）です。[エラーメッセージコード=CO3018] 

エラー CO3019 通信 PGMの受信通知結果がエラー（ERROR）です。[エラーメッセージコード=CO3019] 

エラー CO3020 問い合わせ結果待ちのリトライオーバです。[エラーメッセージコード=CO3020] 

エラー CO3021 問い合わせ結果ファイル取り込みでエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO3021, 問

い合わせ結果ファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO3022 問い合わせ結果ファイルが存在しませんでした。[エラーメッセージコード=CO3022] 

エラー CO3023 問い合わせ結果ファイル取り込みでエラーが発生しました。ファイルが読み込めません。[エラーメッ

セージコード=CO3023, EDI センターからのファイル名=<パラメータ>] 

エラー CO3024 問い合わせ結果ファイルが複数件ありました。[エラーメッセージコード=CO3024] 

エラー CO3025 EDI センターへの送信フォルダ(問い合わせ)クリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージ

コード=CO3025, フォルダ名=<パラメータ>] 

エラー CO3026 EDI センターからの受信フォルダ(問い合わせ結果)クリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッ

セージコード=CO3026, フォルダ名=<パラメータ>] 

エラー CO1098 リカバリ送信初期処理で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1098] 

エラー CO1099 リカバリ送信初期処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1099] 

エラー CO1100 送受信データが DB に存在しません。[エラーメッセージコード=CO1100, 送受信データ ID=<パラメ

ータ>] 

エラー CO1101 送受信データを DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード＝CO1101, 送受信データ

ID=<パラメータ>, SNRF=<パラメータ>] 
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エラー CO1102 使用データを DB 登録できませんでした。[エラーメッセージコード＝CO1102, 送受信データ ID=<

パラメータ>, 送受信データの SNRF=<パラメータ>] 

エラー CO1103 トランザクション情報を DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード＝CO1103] 

エラー CO2051 ユーザ IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2051] 

エラー CO2052 タスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2052] 

エラー CO2053 タスク IDが受信のタスクではありません。[エラーメッセージコード=CO2053, 指定されたタスク ID=<

パラメータ>] 

エラー CO2054 スケジュール受信で実行スケジュール IDが設定されていません。[エラーメッセージコード

=CO2054] 

エラー CO2055 ユーザスケジュール IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2055] 

エラー CO2056 ステータス配信実施の設定が不正です。[エラーメッセージコード=CO2056, ステータス配信実施フ

ラグ=<パラメータ>] 

エラー CO2057 送受信データ ID リストが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO2057] 

エラー CO2058 送受信データ ID リスト中に設定されていないものがあります。[エラーメッセージコード=CO2058, リ

ストの<パラメータ>番目] 

エラー CO2059 問い合わせ選択受信で対象データの受信管理番号が設定されていません。[エラーメッセージコー

ド=CO2059] 

エラー CO2060 受信管理番号のリストに設定されていないものがあります。[エラーメッセージコード=CO2060, リスト

の<パラメータ>番目] 

エラー CO2061 受信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2061] 

エラー CO2062 トランザクション情報の DB 更新に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2062] 

エラー CO2063 処理結果のステータスが異常な値でした。[エラーメッセージコード=CO2063, 前回までの優先ステ

ータス=<パラメータ>, 今回のステータス=<パラメータ>] 

エラー CO2064 通信 PGM（受信）でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2064] 

エラー CO2065 受信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2065, ステータス=<

パラメータ>] 

エラー CO2066 受信データ仕分けに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2066] 

エラー CO2067 受信データ仕分け処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2067, 

ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO2068 リカバリ配信初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2068] 

エラー CO2069 リカバリ配信初期処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2069, ス

テータス=<パラメータ>] 

エラー CO2070 標準ヘッダ付加に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2070] 

エラー CO2071 標準ヘッダ付加処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2071, ス

テータス=<パラメータ>] 

エラー CO2072 自動リカバリ配信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2072] 

エラー CO2073 自動リカバリ配信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2073, ス

テータス=<パラメータ>] 

エラー CO2074 再配信初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2074] 

エラー CO2075 再配信初期処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2075, ステー

タス=<パラメータ>] 

エラー CO2076 配信ファイル転送 PGMの起動に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2076] 

エラー CO2077 配信ファイル転送 PGMの起動処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコー

ド=CO2077, ステータス=<パラメータ>] 

エラー CO2078 配信フォルダの排他を開始できませんでした。受信処理を終わります。[エラーメッセージコード

=CO2078] 

エラー CO2079 配信フォルダ内の全ファイルの削除に失敗しました。受信処理を終了します。[エラーメッセージコー

ド=CO2079] 

エラー CO2080 ステータス配信に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2080] 

エラー CO2081 ステータス配信処理で続行不可能なエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2081, ス

テータス=<パラメータ>] 

エラー CO2082 受信処理のメール通知に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2082] 

エラー CO2083 送受信データを DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2083] 

エラー CO2083 再配信初期処理で DBエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2083] 

エラー CO2084 再配信初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2084] 

エラー CO2085 該当の送受信データが DB に存在しません。[エラーメッセージコード=CO2085, 送受信データ

ID=<パラメータ>] 
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エラー CO2086 送受信データを DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2086] 

エラー CO2087 使用データを DB に登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2087] 

エラー CO2088 トランザクション情報を DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2088] 

エラー CO2089 配信ファイルのコピーに失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2089, 受信管理番号=<パラメー

タ>] 

エラー CO2090 リカバリ配信初期処理で DB エラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO2090] 

エラー CO2091 リカバリ配信初期処理に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO2091] 

エラー CO2092 該当の送受信データが DB に存在しません。[エラーメッセージコード=CO2092, 送受信データ

ID=<パラメータ>] 

エラー CO2093 送受信データを DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2093] 

エラー CO2094 使用データを DB に登録できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2094] 

エラー CO2095 トランザクション情報を DB 更新できませんでした。[エラーメッセージコード=CO2095] 
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エラー CO1302 システム設定値が見つかりませんでした。デフォルト値を使用します。[エラーメッセージコード

=CO1302, システム設定 ID=<パラメータ>, デフォルト値=<パラメータ>] 

エラー CO1303 システム設定値が見つかりませんでした。[エラーメッセージコード=CO1303, システム設定 ID=<パ

ラメータ>] 

エラー CO1304 メールサーバ情報が見つからないためメール通知を取りやめます。[エラーメッセージコード

=CO1304] 

エラー CO1305 メール本文の取得処理に失敗したためメール通知を取りやめます。[エラーメッセージコード

=CO1305] 

エラー CO1306 メール通知に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1306] 

エラー CO1307 ユーザが見つからないためメール通知を取りやめます。[エラーメッセージコード=CO1307] 

エラー CO1308 リトライ回数が最大値に達したため処理の起動を取りやめます。 [エラーメッセージコード=CO1308, 

リトライ回数=<パラメータ>, 最大リトライ回数=<パラメータ>] 

エラー CO1309 メール本文の取得処理に失敗したためメール通知を取りやめます。[エラーメッセージコード

=CO1309] 

エラー CO1310 ユーザタスクが見つかりませんでした。 [エラーメッセージコード=CO1310, ユーザ ID=<パラメータ

>, タスク ID=<パラメータ>] 

エラー CO1311 待機処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1311] 

エラー CO1312 メール本文の取得処理に失敗したためメール通知を取りやめます。[エラーメッセージコード

=CO1312] 

エラー CO1313 待機処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1313] 

エラー CO1401 ユーザ IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1401] 

エラー CO1402 タスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1402] 

エラー CO1403 実行スケジュール IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1403] 

エラー CO1404 休日展開処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1404] 

エラー CO1409 前回実行結果を実行前の状態に戻すことができませんでした。[エラーメッセージコード=CO1409] 

エラー CO1405 ユーザ IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1405] 

エラー CO1406 タスク IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1406] 

エラー CO1407 実行スケジュール IDが設定されていません。[エラーメッセージコード=CO1407] 

エラー CO1408 スケジュール展開処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1408] 

エラー CO1410 前回実行結果を実行前の状態に戻すことができませんでした。[エラーメッセージコード=CO1410] 

エラー CO1928 タスクの処理内でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1928] 

エラー CO1929 コアのメイン処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード=CO1929] 

エラー CO1930 コマンドの解析に失敗しました。[エラーメッセージコード=CO1930, 引数=<パラメータ>] 

エラー CO1931 タスク IDが指定されていません。[エラーメッセージコード=CO1931] 

エラー CO1927 リターンコードファイルを削除できませんでした。[エラーメッセージコード=CO1927, ファイル名=<パ

ラメータ>] 

エラー CO1701 送信時：送信者コードの標準企業コードがパートナー情報に登録されていないか、または複数件登

録されているので変換できません。[エラーメッセージコード=CO1701, 検索結果=<パラメータ>件, 

ユーザ ID=<パラメータ>, 送信者コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>] 

エラー CO1702 送信時：受信者コードの標準企業コードがパートナー情報に登録されていないか、または複数件登

録されているので変換できません。[エラーメッセージコード=CO1702, 検索結果=<パラメータ>件, 

ユーザ ID=<パラメータ>, 受信者コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>] 

エラー CO1703 受信時：送信者コードの自社企業コードがパートナー情報に登録されていないか、または複数件登

録されているので変換できません。[エラーメッセージコード=CO1703, 検索結果=<パラメータ>件, 

ユーザ ID=<パラメータ>, 送信者コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>] 

エラー CO1704 受信時：受信者コードの自社企業コードがパートナー情報に登録されていないか、または複数件登

録されているので変換できません。[エラーメッセージコード=CO1704, 検索結果=<パラメータ>件, 

ユーザ ID=<パラメータ>, 受信者コード=<パラメータ>, 企業属性=<パラメータ>] 

エラー CO1110 EDI センターへの送信フォルダのクリア処理でエラーが発生しました。[エラーメッセージコード

=CO1110, フォルダ名=<パラメータ>] 

エラー CO2116 問い合わせ選択受信で対象データの EDI データ番号が設定されていません。[エラーメッセージコ

ード=CO2116] 

エラー CO2117 EDI データ番号のリストに設定されていないものがあります。[エラーメッセージコード=CO2117, リス

トの<パラメータ>番目] 

エラー CO2118 問い合わせ選択受信で対象データのデータ識別子が設定されていません。[エラーメッセージコー

ド=CO2118] 

 


