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【メッセージ ID の説明】
「ME・・・」

「ME」で始まるメッセージ ID は端末でのチェックで表示さ
れるメッセージです。

No

処理名

1

システム開

メッセージＩＤ

状

メッセージ内容
証明書関連

始手順

況

対

処

方

法

証明書が不正であるか、

約確センタに問い合わせく

認証できない状態を示し

ださい。

ます。
2

3

MEG023

約確センタ運用時間外の

約確センタ運用時間を確認

業務開始前のため処理

ため接続できないことを

し、ログインからやり直し

できません。

示します。

てください。

MEC016

権限者ユーザ ID もしくは

権限者 ID 管理者は短資協

パスワードがロックさ

一般ユーザ ID のパスワー

会に連絡し、パスワードの

れました。権限者 ID 管

ドがロックされ、ログイ

初期化を依頼してくださ

理者は短資協会、一般ユ

ンできないことを示しま

い。

ーザは権限者 ID 管理者

す。

一般ユーザは権限者に連絡

に連絡し、解除依頼を行

し、パスワードの変更を依

ってください。

頼してください。
パスワード変更することで
ロック解除されます。

4

MEC035

権限者ユーザ ID もしくは

権限者 ID 管理者は短資協

パスワードがロックさ

一般ユーザ ID のパスワー

会に連絡し、パスワードの

れています。権限者 ID

ドがロックされ、ログイ

初期化を依頼してくださ

管理者は短資協会、一般

ンできないことを示しま

い。

ユーザは権限者 ID 管理

す。

一般ユーザは権限者に連絡

者に連絡し、解除依頼を

し、パスワードの変更を依

行ってください。

頼してください。
パスワード変更することで
ロック解除されます。

5

約定確認サ

MEG058

サイン送信する約定確認

約定確認データを確認し、

イン入力

該当の約定確認データ

データが成立の状態であ

処理をやり直してくださ

は成立済のため処理で

るため、サイン送信でき

い。

きません。

ないことを示していま
す。

1

メッセージＩＤ

No

処理名

状

6

約定確認サ

MEG016

サイン送信する約定確認

約定確認データを確認し、

イン入力

該当の約定確認データ

データが不成立の状態で

処理をやり直してくださ

は不成立のため処理で

あるため、サイン送信で

い。

きません。

きないことを示していま

メッセージ内容

況

対

処

方

法

す。
7

MEG017

サイン送信する約定確認

約定確認データを確認し、

該当の約定確認データ

データが成立の状態であ

処理をやり直してくださ

は取消されているため

るため、サイン送信でき

い。

処理できません。

ないことを示していま
す。

8

MEG013

サイン送信する約定確認

約定確認データを確認し、

該当の約定確認データ

データがサイン入力済の

処理をやり直してくださ

はすでにサイン入力済

状態であるため、サイン

い。

のため処理できません。 送信できないことを示し
ています。
9

MEG065

一括サイン入力画面の

サイン入力上限以内となる

サイン入力(OK/NG)を

OK/NG の選択が一度に

ように選択しなおし、処理

選択した約定確認デー

サイン入力できる上限

をやり直してください。

タが XXX 件あります。

（256 件）を超過してい

一度にサイン入力でき

ることを示しています。

る上限（256 件）以内
に変更後、送信してくだ
さい。
10

外部入出力

MEG049

選択したファイルの形式

選択したファイルの項目数

選択したファイルの項

が、カンマ区切りで 79

を確認し、処理をやり直し

目数が不正のため処理

項目のレコードでないこ

てください。

できません。（ファイル

とを示します。

名：XXX、エラー行：
XXX）
11

MEG046

選択したファイルの受付

選択したファイルのデータ

約定確認情報が存在し

番号に該当する約定確認

を確認し、処理をやり直し

ません。
（ファイル名：

データが存在しないこと

てください。

XXX、エラー行：XXX） を示します。

2

No

処理名

12

外部入出力

メッセージＩＤ

状

メッセージ内容

況

対

処

方

法

MEG044

選択したファイルのデー

選択したファイルのデータ

型、必須、最大桁が正し

タの形式が正しくないこ

を確認し、処理をやり直し

くありません。
（ファイ

とを示します。

てください。

MEG051

選択したファイルの受付

選択したファイルのデータ

該当の約定確認データ

番号に該当する約定確認

を確認し、処理をやり直し

は成立済のため処理で

データが成立の状態であ

てください。

きません。
（ファイル

ることを示しています。

ル名：XXX、エラー行：
XXX、項目名：XXX）
13

名：XXX、エラー行：
XXX）
14

MEG052

選択したファイルの受付

選択したファイルのデータ

該当の約定確認データ

番号に該当する約定確認

を確認し、処理をやり直し

は不成立のため処理で

データが不成立の状態で

てください。

きません。
（ファイル

あることを示していま

名：XXX、エラー行：

す。

XXX）
15

MEG053

選択したファイルの受付

選択したファイルのデータ

該当の約定確認データ

番号に該当する約定確認

を確認し、処理をやり直し

は取消されているため

データが取消の状態であ

てください。

処理できません。
（ファ

ることを示しています。

イル名：XXX、エラー
行：XXX）
16

MEG054

選択したファイルの受付

選択したファイルのデータ

該当の約定確認データ

番号に該当する約定確認

を確認し、処理をやり直し

はすでにサイン入力済

データがサイン入力済の

てください。

のため処理できません。 状態であることを示して
（ファイル名：XXX、エ

います。

ラー行：XXX）
17

MEG030

ダウンロード対象の約定

データの指定を確認し、処

対象データはありませ

確認データが存在しない

理をやり直してください。

ん。

ことを示します。

3

メッセージＩＤ

No

処理名

状

18

ユーザ ID 管

MEG062

他の端末でログイン中の

ログイン状況を確認し、処

理

ログイン中のユーザ ID

ID を変更しようとしてい

理をやり直してください。

のため削除、更新できま

ることを示します。

メッセージ内容

況

対

処

方

法

せん。
19

20

MEC018

「新パスワード」と「新

「新パスワード」と「新パ

新パスワードと新パス

パスワード確認入力」が

スワード確認入力」を確認

ワード確認が一致して

一致しないことを示しま

し、処理をやり直してくだ

いません。

す。

さい。

MEG010

「ユーザ ID」が 19 件登

一般ユーザ ID の登録件数

最大ユーザ数を超過し

録済みであり、これ以上

を確認してください。

ます。一般ユーザ ID は 1

追加できないことを示し

利用先につき最大 19 件

ます。

です。
21

22

23

MEG014

同一の「ユーザ ID」がす

ユーザ ID 一覧を確認し、処

すでに同一のユーザ ID

でに登録済みであること

理をやり直してください。

が登録されています。

を示します。

前営業日帳

MEC023

前営業日に成立した約定

前営業日の約定の有無を確

票 PDF 一括

前営業日分の業務帳票

がないため、前営業日分

認ください。前営業日の約

出力

PDF が存在しません。

の業務帳票 PDF がない

定がない場合は問題ありま

ことを示します。

せん。

システム終

MIG005

オンライン閉局となった

自動的にログアウトしま

了

オンライン閉局となり

ことを示します。

す。ブラウザを終了させて

ました。
24

ください。

MEG063

ログイン中であったのに

セッションが無効です。 左記メッセージが表示さ
再度ログインしてくだ

れログイン画面に遷移し

さい。

た場合は、他端末にて同
一ユーザ ID でログインさ
れたことを示します。

4

他端末でのログイン状況を
確認してください。

