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エラー番号 エラー名称 対  処 

Login.aspx(ログイン) 

00111001 ログイン認証時に不正な文字列を使用。  

00111002 ログイン認証時にワークフロー用データベースと

グループウェア用データベースでデータの相違。 
両データベースのデータを確認。 

00111003 ログイン認証時(出勤確認)SQL 実行エラー。  

00111004 ログイン認証時(出勤確認)例外エラー。  

00111005 ログイン情報書き込みエラー。  

00111006 ログイン認証時の例外エラー。  

00112001 ライセンス更新エラー。  

00141001 ページロード時のライセンス確認が正常にできな

い。 
ライセンス情報に誤りがあるので、管理者に連

絡。 

00141002 ページロード時の SQLserver エラー。 SQLserver が動いていないか、接続がタイムア

ウトになった。 

00142001 出勤申請処理時 SQL 実行エラー。  

00142002 出勤申請処理時例外エラー。  

00143001 ライセンス更新画面遷移時の例外エラー。  

menu.aspx（NaviBar） 

00211001 ログアウト情報書き込みエラー。  

00241001 ページロード時の例外エラー。  

00241002 ページロード時の型変換エラー。  

g_moa.aspx（Home） 

00341001 ページロード時の例外エラー。  

00342001 ミニカレンダー作成時の例外エラー。  

00342002 ミニカレンダー作成時の Index エラー。 セルの Index 範囲越えている。 

00342003 週間予定(ヘッダー)作成時の例外エラー。  

00342004 週間予定(内容)作成時の例外エラー。  

00342005 週間予定(内容)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00342006 月間予定(ヘッダー)作成時の例外エラー。  

00342007 月間予定(内容)作成時の例外エラー。  

00342008 月間予定(内容)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00342009 月間予定(内容)作成時の Index エラー。 セルの Index 範囲越えている。 

00342010 全日予定(ヘッダー)作成時の例外エラー。  

00342011 全日予定(チャート)作成時の例外エラー。  

00342012 全日予定(チャート)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00342013 全日予定(チャート)作成時の Index エラー。 セルの Index 範囲越えている。 

00342014 全日予定(内容)作成時の例外エラー。  

00342015 全日予定(内容)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00342016 週間予定(設備予約)作成時の例外エラー。  
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エラー番号 エラー名称 対  処 

g_moa.aspx（Home） 

00342017 週間予定(設備予約)作成時の型変換エラー。  

00342018 週間予定(設備予約)作成時の Index エラー。 セルの Index 範囲越えている。 

00343001 お知らせ読み込み時の例外エラー。  

00343002 伝言メモ読み込み時の例外エラー。  

00343003 リンク集読み込み時の例外エラー。  

destination.aspx（行動予定） 

00411001 グリッド：更新ボタンクリック時の例外エラー。  

00411002 グリッド：更新ボタンクリック時の型変換エラー。  

00411003 グリッド：更新ボタンクリック時のデータベース書

込みエラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

00412001 伝言送信時の例外エラー。  

00412002 伝言送信時の送信者のメールアカウントが存在し

ない。 
メールアカウントを作成する。（携帯へメールは

送信されないが、データとしては残る） 

00412003 伝言送信時のネットワークエラー。 ネットワーク確認。 

00412004 伝言送信時の認証エラー。 送信者メールアカウントデータ確認。 

00412005 伝言送信時のデータベース書き込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

00413001 メール送信時の例外エラー。  

00413002 メール送信時の送信者のメールアカウントが存在

しない。 
メールアカウントを作成する。 

00413003 メール送信時のネットワークエラー。 ネットワーク確認。 

00413004 メール送信時の認証エラー。 送信者メールアカウントデータ確認。 

00413005 メール送信時の必須項目エラー。 宛先、件名、本文が必須項目となっているので

入力する。 

00413006 メール送信時のメールボックス容量制限エラー。 メールボックスの容量を超えているので、不必

要なメールを削除する。 

00413007 メール送信時のメールアドレス正規表現エラー。 メールアドレスの正規表現にマッチしないの

で、メールアドレスを確認。 

00414001 メール保存時の例外エラー。  

00414002 メール保存時の必須項目エラー。 宛先が必須項目となっているので入力する。 

00414003 メール保存時のメールボックス容量制限エラー。 メールボックスの容量を超えているので、不必

要なメールを削除する。 

00421001 グリッド：中止ボタンクリック時の例外エラー。  

00441001 ページロード時の例外エラー。  

00441002 ページロード時の型変換エラー。 グループ名にカンマ（,）が使用されている可能

性があり、グループ名を変更する。（クッキーの

削除） 
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エラー番号 エラー名称 対  処 

destination.aspx（行動予定） 

00441003 自動更新時の例外エラー。  

00441004 データバインド時の例外エラー。  

00441005 データバインド時の型変換エラー。  

00441006 グリッド：編集ボタンクリック時の例外エラー。  

00441007 グリッド：伝言ボタンクリック時の例外エラー。  

00441008 グリッド：メールボタンクリック時の例外エラー。  

00441009 検索機能使用時に検索文字列が入力されていない。 検索テキストボックスに文字列を入力して検索

する。 

00441010 一斉伝言通知の宛先選択無エラー。 宛先が選択されていないので、一人以上選択す

る。 

00441011 表示対象変更時の例外エラー。  

program.aspx（予定表） 

00541001 個人予定表ページロード時の例外エラー。  

00541002 グループ予定表ページロード時の例外エラー。  

00542001 個人週間予定(ヘッダー)作成時の例外エラー。  

00542002 個人週間予定(内容)作成時の例外エラー。  

00542003 個人週間予定(内容)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00542004 個人月間予定(ヘッダー)作成時の例外エラー。  

00542005 個人月間予定(内容)作成時の例外エラー。  

00542006 個人月間予定(内容)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00542007 個人月間予定(内容)作成時の Index エラー。 セルの Index 範囲越えている。 

00542008 個人全日予定(ヘッダー)作成時の例外エラー。  

00542009 個人全日予定(チャート)作成時の例外エラー。  

00542010 個人全日予定(チャート)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00542011 個人全日予定(チャート)作成時の Index エラー。 セルの Index 範囲越えている。 

00542012 個人全日予定(内容)作成時の例外エラー。  

00542013 個人全日予定(内容)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00542014 週間予定(設備予約)作成時の例外エラー。  

00542015 週間予定(設備予約)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00542016 週間予定(設備予約)作成時の Index エラー。 セルの Index 範囲越えている。 

00543001 グループ週間予定(ヘッダー)作成時の例外エラー。  

00543002 グループ週間予定(内容)作成時の例外エラー。  

00543003 グループ週間予定(内容)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00543004 グループ全日予定(ヘッダー)作成時の例外エラー。  

00543005 グループ全日予定(チャート)作成時の例外エラー。  

00543006 グループ全日予定(チャート)作成時の型変換エラ

ー。 
予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 
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エラー番号 エラー名称 対  処 

program.aspx（予定表） 

00543007 グループ全日予定(チャート)作成時の Index エラ

ー。 
セルの Index 範囲越えている。 

00543008 グループ全日予定(内容)作成時の例外エラー。  

00543009 グループ全日予定(内容)作成時の型変換エラー。 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

circulation.aspx（回覧） 

00611001 回覧送信時の例外エラー。  

00611002 回覧送信時の期日エラー。 期日が日付として不正なため確認。 

00611003 回覧送信時の予定日時不正エラー。 予定日時が日付として不正。 

00611004 回覧送信時の必須項目エラー。 宛先、件名、用件が必須項目となっているので

入力する 

00611005 回覧送信時の予定日時・締切日の関係エラー。 予定終了日と締切日は予定開始日より前の時刻

を入力する。 

00611006 回覧送信時のデータベース書き込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

00612001 受信回覧承認時(一覧画面)の例外エラー。  

00612002 受信回覧却下時(一覧画面)の例外エラー。  

00612003 受信回覧却下時(一覧画面)の却下理由無エラー。 却下時は理由を入力する。 

00612004 受信回覧承認時(詳細画面)の例外エラー。  

00612005 受信回覧却下時(詳細画面)の例外エラー。  

00612006 受信回覧却下時(詳細画面)の却下理由無エラー。 却下時は理由を入力する。 

00612007 取消通知確認時の例外エラー。  

00612008 受信回覧承認時のデータベース書き込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

00612009 受信回覧却下時のデータベース書き込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

00631001 作成回覧の削除時(一覧画面)の例外エラー。  

00631002 作成回覧の削除時(詳細画面)の例外エラー。  

00631003 作成回覧の削除時のデータベース書き込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

00641001 ページロード時の例外エラー。  

00641002 ページロード時(予定表から)の例外エラー。  

00642001 詳細表示時の例外エラー。  

00643001 受信回覧一覧のバインド時の例外エラー  

00643002 受信回覧一覧のバインド時の型変換エラー 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00643003 返信回覧一覧のバインド時の例外エラー  

00643004 返信回覧一覧のバインド時の型変換エラー 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00643005 作成回覧一覧のバインド時の例外エラー  

00643006 作成回覧一覧のバインド時の型変換エラー 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00643007 取消通知一覧のバインド時の例外エラー  

00643008 取消通知一覧のバインド時の型変換エラー 予定時刻等の型変換でのエラーが考えられる。 

00644001 宛先決定時の例外エラー  



Our Office エラー番号一覧表 

5 

エラー番号 エラー名称 対  処 

circulation.aspx（回覧） 

00644002 宛先追加時の例外エラー  

00644003 宛先削除時の例外エラー  

00645001 再作成時の例外エラー  

email.aspx（メール） 

00711001 メール送信・返信時の例外エラー。  

00711002 メール送信・返信時の送信者のメールアカウントが

存在しない。 
メールアカウントを作成する。 

00711003 メール送信・返信時のネットワークエラー。 ネットワーク確認。 

00711004 メール送信・返信時の認証エラー。 送信者メールアカウントデータ確認。 

00711005 メール送信・返信時の必須項目エラー。 宛先、件名、本文が必須項目となっているので

入力する。 

00711006 メール送信・返信時のメールボックス容量制限エラ

ー。 
メールボックスの容量を超えているので、不必

要なメールを削除する。 

00711007 メール送信・返信時のメールアドレス正規表現エラ

ー。 
メールアドレスの正規表現にマッチしないの

で、メールアドレスを確認。 

00711008 メール転送・再送時の例外エラー。  

00711009 メール転送・再送時の送信者のメールアカウントが

存在しない。 
メールアカウントを作成する。 

00711010 メール転送・再送時のネットワークエラー。 ネットワーク確認。 

00711011 メール転送・再送時の認証エラー。 送信者メールアカウントデータ確認。 

00711012 メール転送・再送時の必須項目エラー。 宛先、件名、本文が必須項目となっているので

入力する。 

00711013 メール転送・再送時のメールボックス容量制限エラ

ー。 
メールボックスの容量を超えているので、不必

要なメールを削除する。 

00711014 メール転送・再送時のメールアドレス正規表現エラ

ー。 
メールアドレスの正規表現にマッチしないの

で、メールアドレスを確認。 

00711015 開封確認メール送信時の例外エラー。  

00711016 開封確認メール送信時のネットワークエラー。 ネットワーク確認。 

00711017 開封確認メール送信時の認証エラー。 送信者メールアカウントデータ確認。 

00711018 開封確認メール送信時のデータベース書込みエラ

ー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

00712001 メール受信時の例外エラー。  

00712002 メール受信時のネットワークエラー。 ネットワーク確認。 

00712003 メール受信時の認証エラー。 送信者メールアカウントデータ確認。 

00712004 メール受信時のメールボックス容量制限エラー。 メールボックスの容量を超えているので、不必

要なメールを削除する。 

00712005 メール受信時の GwMail でのエラー。  
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email.aspx（メール） 

00713001 メールノード追加時の例外エラー。  

00713002 メールノード削除時の例外エラー。  

00713003 メールノード削除時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

00713004 メールノード名編集時の例外エラー。  

00713005 メールノード名編集のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

00713006 メールを空にする際の例外エラー。  

00713007 メールを空にする際のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

00714001 メール保存時の例外エラー。  

00714002 メール保存時の必須項目エラー。 宛先が必須項目となっているので入力する。 

00714003 メール保存時のメールボックス容量制限エラー。 メールボックスの容量を超えているので、不必

要なメールを削除する。 

00714004 メールを未読に変更時の例外エラー。  

00714005 メールを開封済みに変更時の例外エラー。  

00714006 署名追加時の例外エラー。  

00714007 メールの移動時の例外エラー。  

00715001 メールダウンロードログ書込みエラー。  

00731001 メール削除時(一覧画面)の例外エラー。  

00731002 メール削除時(詳細画面)の例外エラー。  

00741001 ページロード時の例外エラー。  

00741002 ページロード時(自動受信)の例外エラー。  

00741003 ページロード時(自動受信)のメール着信書込みエラ

ー。 
メール受信後のメンバメールテーブルの『メー

ル着信』の更新時に発生した。 

00741004 ページロード時(自動受信)の認証エラー。 受信メールアカウントデータ確認。 

00741005 ページロード時(自動受信)のネットワークエラー。 ネットワーク確認。 

00741006 ページロード時(自動受信)のメールエラー。 受信したメールが想定外のメールの可能性があ

るため、それを確認。 

00741007 メールフォルダツリー作成時の例外エラー。  

00741008 メールフォルダツリー作成時、テーブルに個人のメ

ールノードが存在しない。 
個人のメールノードを作成する。 

00742001 メール詳細表示時の例外エラー。  

   

00742002 メール詳細表示時の実態ファイル無エラー。 メールの Base64 ファイルが存在しないか、

Path 名に誤りがある。 

00742003 メール詳細表示時のメールエラー。 受信したメールが想定外のメールの可能性があ

るため、それを確認。 

00742004 メール詳細表示時の GwMail でのエラー。  

00742005 メール転送表示時の例外エラー。  
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email.aspx（メール） 

00742006 メール転送表示時の実態ファイル無エラー。 メールの Base64 ファイルが存在しないか、

Path 名に誤りがある。 

00742007 メール転送表示時のメールエラー。 受信したメールが想定外のメールの可能性があ

るため、それを確認。 

00742008 メール転送表示時の GwMail でのエラー。  

00742009 メール返信表示時の例外エラー。  

00742010 メール返信表示時の実態ファイル無エラー。 メールの Base64 ファイルが存在しないか、

Path 名に誤りがある。 

00742011 メール返信表示時のメールエラー。 受信したメールが想定外のメールの可能性があ

るため、それを確認。 

00742012 メール返信表示時の GwMail でのエラー。  

00742013 メール再送表示時の例外エラー。  

00742014 メール再送表示時の実態ファイル無エラー。 メールの Base64 ファイルが存在しないか、

Path 名に誤りがある。 

00742015 メール再送表示時のメールエラー。 再送するメールが想定外のメールの可能性があ

るため、それを確認。 

00742016 メール再送表示時の GwMail でのエラー。  

00743001 メール一覧のデータバインドの例外エラー。 データの形式等がおかしい可能性があるため、

データの確認。 

00743002 表示メールフォルダ変更時の例外エラー。 データの形式等がおかしい可能性があるため、

データの確認。 

00771001 メールダウンロード時の例外エラー。  

00771002 メールダウンロード時の実態ファイル無エラー。 メールの Base64 ファイルが存在しないか、

Path 名に誤りがある。 

contact.aspx（連絡先） 

00811001 連絡先更新時の例外エラー。  

00811002 連絡先更新時の必須項目エラー。 姓・セイ項目が必須項目なので入力する。 

00811003 連絡先更新時の登録権限エラー。 一般ユーザーはプライベートのみ登録可能。 

00811004 連絡先更新時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

00812001 エクスポート・インポートログの書込みエラー。  

00831001 連絡先削除時の例外エラー。  

00841001 ページロード時の例外エラー。  

00841002 連絡先検索時の例外エラー。  

00891001 連絡先エクスポート時の例外エラー。  

00891002 連絡先エクスポート時のデータ無エラー。 グリッドにデータが０件のため、エクスポート

できるデータが存在しない。 

00891003 連絡先インポート時の例外エラー。  
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contact.aspx（連絡先） 

00891004 連絡先インポート時のファイル無エラー。 インポートファイルを選択する。 

00891005 連絡先インポート時のファイル形式エラー。 拡張子『.CSV』のファイルを選択する。 

00891006 連絡先インポート時のファイルアクセス権エラー。 インポートファイルのアクセス権を確認する。 

00891007 連絡先インポート時のフィールド形式エラー。 インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

00891008 連絡先インポート時の必須項目エラー。 インポートファイル姓・セイ項目が空白でない

か確認。 

00891009 連絡先インポート時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

information.aspx（お知らせ） 

00911001 掲載先変更時の例外エラー。  

00941001 連絡先更新時の例外エラー。  

00941002 連絡先更新時の必須項目エラー。 タイトル・内容・掲載期限・表示対象項目が必

須項目なので入力する。 

00941003 連絡先更新時の掲載期限エラー。 掲載期限項目が日付として認識できない。開始

日と終了日の関係がおかしい。 

00941004 連絡先更新時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

00942001 ページロード時の例外エラー。  

shared_folder.aspx（共有フォルダ） 

01011001 フォルダ作成時の例外エラー。  

01011002 フォルダ作成時にフォルダ名に使用できない文字

列を使用。 
フォルダ名に ¥ / : * ? "" < > | の文字列を使用

しない。 

01011003 フォルダ作成時に登録権限無。 フォルダに対する登録権限が存在しない。 

01012001 フォルダ・ファイル名変更時の例外エラー。  

01012002 フォルダ・ファイル名変更時に使用できない文字列

を使用。 
フォルダ名に ¥ / : * ? "" < > | の文字列を使用

しない。 

01012003 フォルダ・ファイル名変更に同名フォルダ・ファイ

ル有。 
同じフォルダ内に同名フォルダ・ファイル名が

存在しているため、名前変更。 

01013001 ファイル上書き時の例外エラー。  

01013002 ファイル上書き時のファイル選択無。 上書きするファイルを選択する。 

01013003 ファイル上書き時のデータベース書込みエラー。 同じフォルダ内に同名フォルダ・ファイル名が

存在しているため、名前変更。 

01031001 フォルダ・ファイル削除時の例外エラー。  

01031002 フォルダ・ファイル削除時の削除権限無。 フォルダ・ファイルに対する削除権限が存在し

ない。 

01031003 フォルダ・ファイル削除時のデータ削除エラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01041001 ページロード時の例外エラー。  

01041002 表示フォルダ変更時の例外エラー。  
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shared_folder.aspx（共有フォルダ） 

01041003 表示フォルダ変更時の閲覧権限無。 フォルダに対する閲覧権限が存在しない。 

01041004 表示データ作成時の例外エラー。  

01041005 表示データ作成時のパスエラー。 ファイルが存在しないか、パス名に誤りがある。 

01041006 表示データ作成時に実態ファイルとデータベース

に差異がある。 
データベースと Shared フォルダの中身を確認

する。 

01041007 検索機能時の例外エラー。  

01041008 検索機能時、検索文字列無。 検索文字列を入力してください。 

01042001 グリッド：詳細ボタンクリック時の例外エラー。  

01042002 グリッド：詳細ボタンクリック時の閲覧権限無。 フォルダ・ファイルに対する閲覧権限が存在し

ない。 

01043001 履歴ファイル復元中の例外エラー。  

01043002 履歴ファイル復元中の編集権限無。 フォルダ・ファイルに対する編集権限が存在し

ない。 

01043003 履歴ファイル復元中の履歴情報書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01071001 グリッド：ファイル名クリックでのダウンロード時

の例外エラー。 
 

01071002 グリッド：ファイル名クリックでのダウンロード時

の閲覧権限無。 
フォルダ・ファイルに対する閲覧権限が存在し

ない。 

01071003 グリッド(履歴一覧)：ファイル名クリックでのダウ

ンロード時の例外エラー。 
 

01081001 ファイルのアップロード時の例外エラー。  

01081002 ファイルのアップロード時に登録権限無。 フォルダ・ファイルに対する閲覧権限がない。 

01081003 ファイルのアップロード時にお知らせへの書込み

エラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

01081004 ファイルのアップロード時にアイテムへの書込み

エラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

message.aspx（伝言メモ） 

01131001 伝言削除(詳細画面)時の例外エラー。  

01131002 伝言削除(詳細画面)時のデータベース書込みエラ

ー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

01131003 伝言削除(一覧画面)時の例外エラー。  

01131004 伝言削除(一覧画面)時のデータベース書込みエラ

ー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

01131005 一括削除時の例外エラー。  

01131006 一括削除時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01141001 ページロード時の例外エラー。  

01141002 自分以外の伝言を表示時の例外エラー。  
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message.aspx（伝言メモ） 

01141003 過去の伝言表示時の例外エラー。  

01141004 伝言検索時の例外エラー。  

01142001 詳細表示時の例外エラー。  

reserve.aspx（設備予約） 

01211001 予約登録時の例外エラー。  

01211002 予約登録時の必須項目エラー。 自日時・至日時が必須項目となっているので入

力する。 

01211003 予約登録時の予約日時エラー。 予約日時項目が日付として認識できない。開始

日と終了日の関係がおかしい。 

01211004 予約登録時に予約がすでにある時間帯に予約を入

れようとした。 
別の時間帯を入力する。 

01211005 予約登録時の変更通知書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01231001 予約削除時の例外エラー。  

01231002 予約削除時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01231003 予約削除時の削除通知書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01241001 ページロード時の例外エラー。  

01241002 自動更新時の例外エラー。  

01241003 新規予約画面遷移時の例外エラー。  

01241004 新規予約画面遷移時の型変換エラー。  

01241005 詳細画面遷移時の例外エラー。  

01241006 詳細画面遷移時の型変換エラー。  

01242001 週間表示時(ヘッダー)の例外エラー。  

01242002 週間表示時(内容)の例外エラー。  

01242003 全日表示時(内容)の例外エラー。  

MaintenanceLogo.aspx（ログイン画面設定） 

01311001 更新時の例外エラー。  

01311002 更新時の画像ファイルエラー。 画像は gifファイルでサイズが 500KB以内のも

のを指定する。 

01311003 更新時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01311004 更新時の画像ファイルの保存が出来ない。 Images フォルダに対するアクセス権がないの

で、権限を追加する。 

01341001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceMenu.aspx（メニュー設定） 

01411001 更新時の例外エラー。  

01411002 更新時のメニューマスタ書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01411003 更新時の伝言機能システム書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01411004 更新時の伝言文字制限の型エラー。 伝言文字制限には数値を入力する。 



Our Office エラー番号一覧表 

11 

エラー番号 エラー名称 対  処 

MaintenanceMenu.aspx（メニュー設定） 

01441001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceHoliday.aspx（祝祭日マスタ） 

01511001 更新処理時の例外エラー。  

01511002 更新処理時の対象年月日エラー。 対象年月日が日付として認識できない。 

01511003 更新処理時の対象年月日と対象年が違う年。 データの対象年月日と対象年は同じ年を設定す

る。 

01511004 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01512001 エクスポート・インポートログの書込みエラー。  

01531001 削除作業中の例外エラー。  

01541001 設定年変更時の例外エラー。  

01541002 設定年変更時の例外エラー。  

01591001 祝祭日エクスポート時の例外エラー。  

01591002 祝祭日エクスポート時のデータ無エラー。 グリッドにデータが０件のため、エクスポート

できるデータが存在しない。 

01591003 祝祭日インポート時の例外エラー。  

01591004 祝祭日インポート時のファイル無エラー。 インポートファイルを選択する。 

01591005 祝祭日インポート時のファイル形式エラー。 拡張子『.CSV』のファイルを選択する。 

01591006 祝祭日インポート時のファイルアクセス権エラー。 インポートファイルのアクセス権を確認する。 

01591007 祝祭日インポート時のフィールド形式エラー。 インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

01591008 祝祭日インポート時の必須項目エラー。 インポートファイル姓・セイ項目が空白でない

か確認。 

01591009 祝祭日インポート時の型エラー。 インポートファイル対象年度は数値、対象年月

日は日付と認識できる形で登録する。 

01591010 祝祭日インポート時の対象年月日と対象年が違う

年。 
データの対象年月日と対象年は同じ年を設定す

る。 

01591011 祝祭日インポート時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

MaintenanceShoyusha.aspx（所有者マスタ） 

01611001 更新処理時の例外エラー。  

01611002 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01641001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceBusho.aspx（部署マスタ） 

01711001 更新処理時の例外エラー。  

01711002 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01741001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceYakushoku.aspx（役職マスタ） 

01811001 更新処理時の例外エラー。  



Our Office エラー番号一覧表 

12 

エラー番号 エラー名称 対  処 

MaintenanceYakushoku.aspx（役職マスタ） 

01811002 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01841001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceSetubiG.aspx（設備グループマスタ） 

01911001 更新処理時の例外エラー。  

01911001 更新処理時の例外エラー。  

01911002 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01931001 削除処理時の例外エラー。  

01931002 削除処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

01931003 削除処理時、削除グループに属する設備が存在す

る。 
削除対象のグループに属する設備をすべて移動

してから削除行為を実行する。 

01941001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceSetubiS.aspx（設備種別マスタ） 

02011001 更新処理時の例外エラー。  

02011002 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02041001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceSetubiG.aspx（設備マスタ） 

02111001 更新処理時の例外エラー。  

02111002 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02131001 削除処理時の例外エラー。  

02131002 削除処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02131003 削除処理時、削除設備を将来予約しているメンバが

存在する。 
その設備の将来の予約を削除する。 

02141001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceMIME.aspx（MIME マスタ） 

02211001 更新処理時の例外エラー。  

02211002 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02212001 エクスポート・インポートログの書込みエラー。  

02231001 削除処理時の例外エラー。  

02231002 削除処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02241001 ページロード時の例外エラー。  

02291001 MIME エクスポート時の例外エラー。  

02291002 MIME エクスポート時のデータ無エラー。 グリッドにデータが０件のため、エクスポート

できるデータが存在しない。 

02291003 MIME インポート時の例外エラー。  

02291004 MIME インポート時のファイル無エラー。 インポートファイルを選択する。 

02291005 MIME インポート時のファイル形式エラー。 拡張子『.CSV』のファイルを選択する。 

02291006 MIMEインポート時のファイルアクセス権エラー。 インポートファイルのアクセス権を確認する。 
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MaintenanceMIME.aspx（MIME マスタ） 

02291007 MIME インポート時のフィールド形式エラー。 インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

02291008 MIME インポート時の必須項目エラー。 インポートファイル姓・セイ項目が空白でない

か確認。 

02291009 MIMEインポート時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

MaintenanceMember.aspx（メンバマスタ） 

02311001 更新処理時の例外エラー。  

02311002 更新処理時のメールアドレス認証エラー。 変更したメールアドレス情報がメールサーバー

で認証できない。 

02311003 更新処理時のネットワークエラー。 ネットワーク関係確認。 

02311004 更新処理時のフォルダエラー。 作成するメールフォルダのパス名に誤りがある

か、権限がない。 

02311005 更新処理時の登録するデータがおかしい。 登録するデータがおかしい可能性があるため確

認。 

02311006 更新処理時の必須項目エラー。 メンバ CD・氏名・ユーザー名・パスワードが

必須項目となっているので入力する。 

02311007 更新処理時の型エラー。 メンバ CD に数字以外が使用しない。 

02311008 更新処理時に管理者がいなくなる。 管理者は最低一人以上残しておく。 

02311009 更新処理時に登録しようとするメンバ CD が既に

使用されている。 
別のメンバ CD で登録する。 

02311010 更新処理時のメンバ情報書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02311011 部下情報更新時の例外エラー。  

02311012 部下情報更新時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02311013 メールアドレス更新時の例外エラー。  

02311014 メールアドレス更新時のデータベース書込みエラ

ー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

02311015 基本アイテム作成処理時の例外エラー。  

02311016 基本アイテム作成処理時、基本アイテム『メール』

が存在しない。 
ComT アイテムテーブルに基本アイテムの『メ

ール』を追加する。 

02311017 基本アイテム作成処理時、基本アイテム『予定表』

が存在しない。 
ComT アイテムテーブルに基本アイテムの『予

定表』を追加する。 

02311018 基本アイテム作成処理時、無効となったメンバの基

本アイテム削除中のエラー。 
データがおかしい可能性があるためデータ確

認。 

02311019 基本アイテム作成処理時、基本アイテム『個人メー

ルボックス』作成中のエラー。 
データがおかしい可能性があるためデータ確

認。 

02311020 基本アイテム作成処理時、基本アイテム『個人メー

ルボックス』チェックのエラー。 
データがおかしい可能性があるためデータ確

認。 
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MaintenanceMember.aspx（メンバマスタ） 

02311021 基本アイテム作成処理時、基本アイテム『個人予定

表』作成中のエラー。 
データがおかしい可能性があるためデータ確

認。 

02311022 基本アイテム作成処理時、基本アイテム『個人予定

表』チェックのエラー。 
データがおかしい可能性があるためデータ確

認。 

02311023 基本アイテム作成処理時、基本アイテム『個人メー

ルノード』作成中のエラー。 
データがおかしい可能性があるためデータ確

認。 

02311024 基本アイテム作成処理時、基本アイテム『個人メー

ルノード』チェックのエラー。 
データがおかしい可能性があるためデータ確

認。 

02312001 ライセンス情報読み込みエラー。  

02331001 部下情報削除処理時の例外エラー。  

02331002 部下情報削除処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02331003 メールアドレス削除処理時の例外エラー。  

02331004 メールアドレス削除処理時のデータベース書込み

エラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

02341001 ページロード時の例外エラー。  

02341002 選択メンバ変更時の例外エラー。  

02342001 新規メンバ追加ボタンクリック時の例外エラー。  

02342002 新規メンバ追加ボタンクリック時のライセンスエ

ラー。 
ライセンス数を超えたユーザーを登録しようと

しているため、ライセンス更新。 

MaintenanceKojin.aspx（個人マスタ） 

02411001 更新処理時の例外エラー。  

02411002 更新処理時のメールアドレス認証エラー。 変更したメールアドレス情報がメールサーバー

で認証できない。 

02411003 更新処理時のネットワークエラー。 ネットワーク関係確認。 

02411004 更新処理時のフォルダエラー。 作成するメールフォルダのパス名に誤りがある

か、権限がない。 

02411005 更新処理時の登録するデータがおかしい。 登録するデータがおかしい可能性があるため確

認。 

02411006 更新処理時の必須項目エラー。 メンバ CD・氏名・ユーザー名・パスワードが

必須項目となっているので入力する。 

02411007 更新処理時のメンバ情報書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02411008 メールアドレス更新時の例外エラー。  

02411009 メールアドレス更新時のデータベース書込みエラ

ー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

02431001 メールアドレス削除処理時の例外エラー。  

02431002 メールアドレス削除処理時のデータベース書込み

エラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 
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MaintenanceKojin.aspx（個人マスタ） 

02441001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceMylink.aspx（マイリンク設定） 

02511001 更新処理時の例外エラー。  

02511002 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02511003 更新処理時の必須項目エラー。 コンテンツ名称・コンテンツ URL が必須項目

となっているので入力する。 

02531001 削除処理時の例外エラー。  

02531002 削除処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02541001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceLicense.aspx（ライセンスキー） 

02611001 ライセンス更新エラー。  

02641001 ページロード時の例外エラー。  

02641002 ライセンス情報不正エラー。 正しいライセンスキーを入力する。 

MaintenanceMailauthentication.aspx（メールサーバー設定） 

02711001 更新時の例外エラー。  

02711002 更新時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02711003 更新時のメールサーバー名称が入力されていない。 メールサーバー名称を入力する。 

02711004 更新時の送信メールサーバー名称が入力されてい

ない。 
送信メールサーバー名称を入力する。 

02711005 更新時の送信メールサーバーポートが入力されて

いない。 
送信メールサーバーポートを入力する。 

02711006 更新時の受信メールサーバー名称が入力されてい

ない。 
受信メールサーバー名称を入力する。 

02711007 更新時の受信メールサーバーポートが入力されて

いない。 
受信メールサーバーポートを入力する。 

02731001 削除時の例外エラー。  

02731002 削除時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02731003 削除時の削除対象のメールサーバーを使用してい

るアドレス情報がある。 
当該アドレスを削除する。 

02741001 ページロード時の例外エラー。  

02741002 選択メールサーバー変更時の例外エラー。  

MaintenanceMailauthentication.aspx（メール詳細設定） 

02811001 更新時の例外エラー。  

02811002 更新時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02811003 更新時の保存日数の型エラー。 保存日数項目に数値以外を入力しているため、

数値を入力する。 
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MaintenanceMailauthentication.aspx（メール詳細設定） 

02811004 更新時のメール容量制限の型エラー。 メール容量制限項目に数値以外を入力している

ため、数値を入力する。 

02841001 ページロード時の例外エラー。  

MaintenanceSignature.aspx（署名） 

02911001 更新時の例外エラー。  

02911002 更新時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02911003 更新時の署名名称無。 署名名称は必須項目のため署名名称を入力す

る。 

02931001 削除時の例外エラー。  

02931002 削除時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

02931003 削除時の削除対象無。 削除対象の署名を選択して、削除行為する。 

02941001 ページロード時の例外エラー。  

02941002 選択署名変更時の例外エラー。  

Group.aspx（メールグループ） 

03011001 更新処理時の例外エラー。  

03011002 更新処理時のグループ名無。 グループ名を入力する。 

03011003 更新処理時の所有者グループ無。 所有者グループを選択する。 

03011004 更新処理時の権限エラー。 管理者以外はプライベートにのみ登録・編集が

可能となっている。それ以外はできない。 

03011005 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

03031001 削除処理時の例外エラー。  

03031002 削除処理時の権限エラー。 管理者以外はプライベートにのみ削除が可能と

なっている。それ以外はできない。 

03031003 削除処理時の選択グループ無。 削除するグループを選択する。 

03031004 削除処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

03041001 ページロード時の例外エラー。  

03041002 選択メールグループ変更時(初期画面)の例外エラ

ー。 
 

03041003 選択メールグループ変更時(作成画面)の例外エラ

ー。 
 

03042001 登録ボタンクリック時の例外エラー。  

03042002 登録ボタンクリック時の登録新規メンバ無。 登録するグループにメンバが一人も含まれてい

ないため、最低一人以上は選択する。 

03042003 編集ボタンクリック時の権限エラー。 管理者以外はプライベートにのみ編集が可能と

なっている。それ以外はできない。 

03042004 編集ボタンクリック時の選択グループ無。 編集するグループを選択する。 
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MaintenanceAutosorting.aspx（自動仕分け） 

03111001 更新処理時の例外エラー。  

03111002 更新処理時の条件文無。 条件文を入力する。 

03111003 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

03131001 削除処理時の例外エラー。  

03131002 削除処理時の選択条件無。 削除する条件を選択する。 

03131003 削除処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

03141001 ページロード時の例外エラー。  

03142001 新規作成ボタンクリック時の例外エラー。  

03142002 新規作成ボタンクリック時のメールフェーズデー

タ無。 
ComM メールフェーズテーブルに必要なデー

タが存在しない。 

03142003 新規作成ボタンクリック時のメールノードデータ

無。 
ComM メールノードテーブルに必要なデータ

が存在しない。 

03142004 編集ボタンクリック時の選択条件無。 編集する条件を選択する。 

MaintenanceCapacity.aspx（転送容量制限） 

03211001 更新処理時の例外エラー。  

03211002 更新処理時の Web.Config ファイルに例外な

location 項目が存在している。 
Web.Config ファイルの確認。 

03241003 更新処理時のWeb.Configファイルの location 項目

の executionTimeout か maxRequestLength が存

在しない。 

Web.Config ファイルの確認。 

03241004 更新処理時の Web.Config ファイルが見つからな

い。 
Web.Config ファイルが存在しないか、パス名に

誤りがある。 

03241001 ページロード時の例外エラー。  

03241002 ページロード時の Web.Config ファイルに例外な

location 項目が存在している。 
Web.Config ファイルの確認。 

03241003 ページロード時の Web.Config ファイルの location
項目の executionTimeout か maxRequestLength
が存在しない。 

Web.Config ファイルの確認。 

MaintenanceMailFolder.aspx（最適化） 

03341001 最適化処理時の例外エラー。  

03341002 最適化処理時の MIME フォルダが見つからない。  

03341003 最適化処理時のデータベース書込み(メールの無効

フラグ書込み)エラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

MaintenanceProgramData.aspx（予定表データ） 

03411001 エクスポート・インポートログの書込みエラー。  

03491001 予定表エクスポート時の例外エラー。  

03491002 予定表エクスポート時の対象期間無。 エクスポートする期間を入力する。 
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MaintenanceProgramData.aspx（予定表データ） 

03491003 予定表エクスポート時の対象期間の型エラー。 対象期間が日付として認識できない。 

03491004 予定表インポート時の例外エラー。  

03491005 予定表インポート時のファイル無エラー。 インポートファイルを選択する。 

03491006 予定表インポート時のファイル形式エラー。 拡張子『.CSV』のファイルを選択する。 

03491007 予定表インポート時のファイルアクセス権エラー。 インポートファイルのアクセス権を確認する。 

03491008 予定表インポート時のフィールド形式エラー。 インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

03491009 予定表インポート時の必須項目エラー。 インポートファイル開始日時・終了日時・件名

項目が空白でないか確認。 

03491010 予定表インポート時の型エラー。 ID は数値型、開始日時・終了日時は日付型で入

力する。 

03491011 予定表インポート時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

MaintenanceDownloadCSVdata.aspx（CSV エクスポート） 

03511001 エクスポートログの書込みエラー。  

03591001 エクスポート時の例外エラー。  

03591002 エクスポート時の対象データ無。 エクスポート対象テーブルにデータが一件も存

在しない。 

03591003 エクスポート時の対象期間の型エラー。 対象期間が日付として認識できない。 

MaintenanceInportCSVdata.aspx（CSV インポート） 

03611001 インポートログの書込みエラー。  

03691001 インポート時の例外エラー。  

03691002 インポート時のファイル無エラー。 インポートファイルを選択する。 

03691003 インポート時のファイル形式エラー。 拡張子『.CSV』のファイルを選択する。 

03691004 インポート時のファイルアクセス権エラー。 インポートファイルのアクセス権を確認する。 

03691005 所有者グループインポート時のフィールド形式エ

ラー。 
インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

03691006 所有者グループインポート時の必須項目エラー。 インポートファイルの所有者 CD・所有者名項

目が空白でないか確認。 

03691007 所有者グループインポート時の型エラー。 ID は数値型で入力する。 

03691008 部署インポート時のフィールド形式エラー。 インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

03691009 部署インポート時の必須項目エラー。 インポートファイルの部署 CD・部署名項目が

空白でないか確認。 

03691010 部署インポート時の型エラー。 部署 CD は数値型で入力する。 

03691011 役職インポート時のフィールド形式エラー。 インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 
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MaintenanceInportCSVdata.aspx（CSV インポート） 

03691012 役職インポート時の必須項目エラー。 インポートファイルの役職 CD・役職名項目が

空白でないか確認。 

03691013 役職インポート時の型エラー。 役職 CD は数値型で入力する。 

03691014 設備グループインポート時のフィールド形式エラ

ー。 
インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

MaintenanceInportCSVdata.aspx（CSV インポート） 

03691015 設備グループインポート時の必須項目エラー。 インポートファイルのグループ CD・グループ

名項目が空白でないか確認。 

03691016 設備グループインポート時の型エラー。 グループ CD は数値型で入力する。 

03691017 設備種別インポート時のフィールド形式エラー。 インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

03691018 設備種別インポート時の必須項目エラー。 インポートファイルの設備種別 CD・設備種別

名項目が空白でないか確認。 

03691019 設備種別インポート時の型エラー。 設備種別 CD は数値型で入力する。 

03691020 設備インポート時のフィールド形式エラー。 インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

03691021 設備インポート時の必須項目エラー。 インポートファイルの設備 CD・設備名・設備

種別 CD・グループ CD 項目が空白でないか確

認。 

03691022 設備インポート時の型エラー。 設備 CD・設備種別 CD・グループ CD は数値型

で入力する。 

03691023 メンバインポート時のフィールド形式エラー。 インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

03691024 メンバインポート時の必須項目エラー。 インポートファイルのメンバ CD・ユーザー

名・パスワード・氏名・氏名_カナ・役職 CD・

部署 CD 項目が空白でないか確認。 

03691025 メンバインポート時の型エラー。 メンバ CD・役職 CD・部署 CD は数値型で入力

する。 

03691026 メールグループインポート時のフィールド形式エ

ラー。 
インポートファイルのフィールド項目数が違う

ため、ファイル確認。 

03691027 メールグループインポート時の必須項目エラー。 インポートファイルの ID・メンバ CD 項目が空

白でないか確認。 

03691028 メールグループインポート時の型エラー。 ID・メンバ CD は数値型で入力する。 

03691029 インポート時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

MaintenanceLog.aspx（管理者ログ） 

03741001 ページロード時の例外エラー。  

03741002 表示対象日変更時の例外エラー。  
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MaintenanceLog.aspx（管理者ログ） 

03742003 表示対象日変更時の対象日エラー。 対象日が日付として認識できない。 

Prg.aspx（予定登録） 

03811001 更新処理時の例外エラー。  

03811002 更新処理時の型変換エラー。 登録データにおかしな箇所がある。 

03811003 更新処理時のアクセス権エラー。 フォルダに対するアクセス権が存在しないため

添付ファイルが登録できない。 

Prg.aspx（予定登録） 

03811004 更新処理時の個人予定表フォルダ無。 ComT アイテムテーブルに個人予定表フォルダ

が存在しないため、予定が登録できない。 

03811005 更新処理時の必須項目エラー。 件名・開始日時・終了日時が必須項目となって

いるため、入力する。 

03811006 更新処理時の予定日時エラー。 開始日時・終了日時が日付として認識できない。

または、開始日時と終了日時の関係がおかしい。 

03811007 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

03831001 削除処理時の例外エラー。  

03831002 削除処理時の型変換エラー。 アドレスの QueryString が数値に変換できな

い。 

03831003 削除処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

03841001 新規画面表示時の例外エラー。  

03841002 新規画面表示時の型変換エラー。 アドレスの QueryString が日付に変換できな

い。 

03841003 詳細画面表示時の例外エラー。  

03841004 詳細画面表示時の型変換エラー。 アドレスのQueryStringかデータがおかしい可

能性がある。 

03841005 編集画面表示時の例外エラー。  

03841006 編集画面表示時の型変換エラー。 データがおかしい可能性がある。 

AddAddress.aspx（メールアドレス登録） 

03911001 更新処理時の例外エラー。  

03911002 更新処理時の必須項目エラー。 姓・セイ項目が必須項目なので入力する。 

03911003 更新処理時の登録権限エラー。 一般ユーザーはプライベートのみ登録可能。 

03911004 更新処理時のデータベース書込みエラー。 登録データがおかしい可能性がある。 

03941001 ページロード時の例外エラー。  

03941002 ページロード時のアドレスが抽出できない。 送信元のメールアドレスが抽出できなかった。 

GroupTree.aspx（ユーザー選択ツリー） 

04041001 ページロード時の例外エラー。  

04041002 抽出時の例外エラー。  
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ToDo.aspx（ToDo） 

04111001 ToDo 登録処理時（新規）の例外エラー。  

04111002 ToDo 登録処理時（新規）のデータベース書込みエ

ラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

04111003 ToDo 登録処理時（変更）の例外エラー。  

04111004 ToDo 登録処理時（変更）のデータベース書込みエ

ラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

04112001 進捗率変更時の例外エラー。  

04112002 進捗率変更時のデータベース書込みエラー。  

04112003 進捗率変更時の入力値エラー。 進捗率は 100%以下で入力。 

04121001 進捗率グリッドの中止ボタン時の例外エラー。  

04131001 ツールバーから削除処理時の例外エラー。  

04131002 ツールバーから削除処理時のデータベース書込み

エラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

04131003 削除ボタンから削除処理時の例外エラー。  

04131004 削除ボタンから削除処理時のデータベース書込み

エラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

04141001 ページロード時の例外エラー。  

04141002 新規作成画面遷移時の例外エラー。  

04141003 編集画面遷移時の例外エラー。  

04141004 選択ツリー時の例外エラー。  

04141005 進捗率グリッドの編集ボタン時の例外エラー。  

04141006 進捗率グリッドのデータバインドの例外エラー。  

04142001 ツールバーから完了処理時の例外エラー。  

04142002 ツールバーから完了処理時のデータベース書込み

エラー。 
登録データがおかしい可能性がある。 

04143001 メンバ追加時の例外エラー。  

04143002 メンバ削除時の例外エラー。  

appDownloadFile.aspx（ファイルのダウンロード画面） 

04241001 ファイルダウンロード処理時の例外エラー。  

 
 
 
 
 


