地方ターミナルシステム エラー一覧（５０音順）
メッセージボックスに表示されるメッセージについて、その原因と対応を掲載しています。
警告（黄色表示）はそのままでも更新できますが、エラー（赤色表示）は入力内容を変更しないと更新できません。

１．血統登録申請画面
No.

メッセージ

1

ＥＴ、供卵牛番号の関係が正しく入力されてい
ません。

2
3

受付日 が入力されていません。
受付日 は現在以前の日付を入力してくださ
い。

警告
or
エラー

原

因

対

応

ＥＴ牛の申込みの場合は、ＥＴ欄にチェックを入れ、供卵牛番号欄
ＥＴ欄にチェックが入っているのに供卵牛番号
に供卵牛の登録番号を入力する。母牛番号には受卵牛（個体識別
欄に入力がないため
センターに報告した母牛）が自動セットされる。
エラー 受付日に入力がないため
受付日 を入力する。入力必須項目。
警告

エラー 入力時現在より未来の日付のため

4

個体識別センターに死亡報告が提出されてい
入力した個体識別番号は個体識別センター
警告
ます。
に死亡報告が提出されているため

5

個体識別センターに出生報告を行ってくださ
い。
出生報告しているにも関わらず該当データが
存在しない場合は、申込者が同意書を提出し
ていないと思われますのでご確認ください。

警告

6

この申込は自動登録農家の個別申込みとな
ります。自動登録対象牛であり、かつ次の①
か②に該当するものは個別申込みは不要の
ため入力しないでください。①事故照会中（⇒
事故回答をしてください） ②出生報告未提出
（⇒速やかに出生報告してください）

警告 申込者が自動登録実施農家のため

入力した個体識別番号の出生報告データを
当協会が受理できていないため

正しい受付日を入力する。
申込牛は死亡しているかどうかを確認し、死亡していても登録を申
込む場合はそのまま入力を続ける。申込みをしない場合は入力を
中止する。
このエラーは次に該当するため、確認の上、各々対応する。
①個体識別センターに出生報告を行っていない場合は速やかに報
告を行う。
②出生報告しているにも関わらず該当データが存在しない場合
は、申込者が同意書を提出していないと思われるため、確認の上、
同意書を当協会に提出する。
③出生報告データの更新は週１回のため、最近報告されたばかり
の場合はまだデータが本システムにおいて反映されていないこと
がある。その場合は、すべての項目を手入力して更新を行う。
自動登録実施農家で生まれた乳用種雌牛のうち、以下の１～３の
場合は申込書や入力が必要。
１．自動登録対象外（ET牛、雄牛、輸入牛）
２．自動登録開始前に出生した牛（＝登録掘り起し申込み牛）
３．無登録の導入牛
１～３以外は申込書や入力が不要。その場合は、次の①か②に該
当するため、確認の上、各々対応する。
①申込牛が事故照会中かどうかを「照会回答(農場検索)」で調査
し、該当したら事故回答をする。
②申込牛が出生報告されているかを家畜改良センターの「牛の個
体識別情報検索サービス」で確認し、未報告の場合は速やかに報
告する。最近報告されたばかりの場合は登録処理中と思われる
が、報告から１か月経っても証明書が届かない場合は当協会まで
要連絡。

No.

7
8
9
10
11
12
13

メッセージ

在胎日数（生年月日,授精日）が265日以上、
295日以下の範囲にありません。
支部受付番号 が入力されていません。
授精証明月日 は 授精日 以降の日付を入力
してください。
授精証明月日 は現在以前の日付を入力して
ください。
授精日 が入力されていません。
授精日 は現在以前の日付を入力してくださ
い。
授精日は精液採取日以降の日付を入力して
ください。

所有者会員番号と申請者会員番号が異なっ
14
ています。
申請者会員番号を入力してください。
15 母無登録の場合は、申請者会員番号を入力
してください。
既に同じ個体識別番号の登録申請データが
16
登録されています。
17 既に登録雌牛マスタに登録されています。
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

精液採取日 は現在以前の日付を入力してく
ださい。
生年月日 が入力されていません。
生年月日 は現在以前の日付を入力してくだ
さい。
父牛番号 が入力されていません。
登録されていない申請者会員番号です。
登録されていない団体コードです。
登録されていない登録委員です。
入力された支部受付番号は重複しますので
変更してください。
母牛が申込者へ移動証明しているかを確認
してください。移動証明が必要な場合は申込
み手続きをお願いします。
母牛生年月日 は現在以前の日付を入力して
ください。

警告
or
エラー

警告

原

因

在胎日数が265日以上もしくは295日以下の
ため

対

応

正しい生年月日および授精日を入力する。
生年月日や授精日に誤りがない場合は、授精記録が確認できる繁
殖台帳などの写しを申込書に添付する。但し、在胎日数が260～
264日もしくは296～300日の範囲は、申込書に「早産」「遅産」と付
記するだけでも可とする。
支部受付番号 を入力する。入力必須項目。

エラー 支部受付番号に入力がないため
授精証明月日より授精日が後になっているた
警告
正しい授精日および授精証明月日を入力する。
め
エラー 入力時現在より未来の日付のため

正しい授精証明月日を入力する。

エラー 授精日に入力がないため

授精日 を入力する。入力必須項目。

エラー 入力時現在より未来の日付のため

正しい授精日を入力する。

警告 授精日より精液採取日が後になっているため 正しい授精日および精液採取日を入力する。
申込者の会員番号を確認して申請者会員番号に正しく入力する。
入力した申請者会員番号と所有者会員番号 （※申込者の会員番号と所有者会員番号が異なる事例もあります
警告
（母牛の所有者名義）が異なるため
ので、その場合はこのエラーメッセージが表示されてもそのまま更
新してください。）
母牛が登録牛の場合は、母牛の所有者の会員番号が所有者会員
エラー 入力必須項目であるため
番号欄に自動セットされるが、母牛が無登録の場合は自動セットさ
れないため、申請者会員番号欄に申込者の会員番号を入力する。
エラー 入力した牛は既に入力されているため

入力する牛の個体識別番号に誤りがないかを確認する。

エラー 入力した牛は既に登録されているため

血統登録証明書は既に発行されているので申込みは不要。血統
登録証明書を紛失した場合は、再交付申込みを行う。

エラー 入力時現在より未来の日付のため

正しい精液採取日を入力する。

エラー 生年月日に入力がないため

生年月日 を入力する。入力必須項目。

エラー 入力時現在より未来の日付のため

正しい生年月日を入力する。

エラー
警告
エラー
エラー

父牛番号 を入力する。入力必須項目。
正しい会員番号を入力する。
正しい団体コードを入力する。
正しい登録委員番号を入力する。

父牛番号に入力がないため
入力した会員番号が不明のため
入力した団体コードが不明のため
入力した登録委員番号が不明のため
入力した支部受付番号が過去にも入力され
エラー
ているため
警告 母牛が申込者へ移動証明されていないため
エラー 入力時現在より未来の日付のため

重複しない番号を入力する。
母牛が申込者へ移動証明しているかを確認し、移動証明していな
ければ母牛の移動証明申込みも同時に行うようにする。但し、申込
者が自動登録実施農家の場合は不要。
正しい母牛生年月日を入力する。

No.

メッセージ

28

母牛の個体識別番号は登録されていませ
ん。

29

母牛名号、母無登録の入力に誤りがありま
す。

警告
or
エラー

原

因

対

応

正しい母牛の登録番号を確認して入力する。
母牛が無登録牛の場合は、母牛の個体識別番号がコメント欄に自
母牛番号に入力した番号は登録牛ではない
警告
動セット、また母無登録にチェックが自動セットされるので、そのま
ため
ま更新ボタンを押す。母牛が登録牛なのにエラーが表示される場
合は当協会まで要連絡。
母牛が無登録なのに母牛名号欄に入力がな 母牛が無登録の場合は、母牛名号欄に母牛の愛称と個体識別番
警告
いため
号の拡大４桁を入力する。(例)フリージア 3456

２．移動証明申請画面
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

メッセージ

移動年月日 が入力されていません。

因

エラー 移動年月日に入力がないため

移動年月日 は 生年月日 以降の日付を入力
エラー 移動年月日と生年月日が矛盾しているため
してください。
移動年月日 は現在以前の日付を入力してく
エラー 入力時現在より未来の日付のため
ださい。
区分１で通常が選択されている場合は移動件
区分１＝「通常」の場合の移動件数に１以外
エラー
数は１件のみでなければなりません。
の件数が入力されているため

11 譲受人会員番号 が入力されていません。
既に同じ支部受付番号の移動証明申請デー
タが存在します。

13 申込日 が入力されていません。
申込日 は 移動年月日 より未来の日付を入
力してください。
申込日 は現在以前の日付を入力してくださ
15
い。
14

原

委託期間（開始日） は現在以前の日付を入
エラー 入力時現在より未来の日付のため
力してください。
委託期間（終了日） は現在以前の日付を入
エラー 入力時現在より未来の日付のため
力してください。
委託期間（終了日） は 委託期間（開始日） よ
委託期間の開始日と終了日が矛盾している
警告
り未来の日付を入力してください。
ため
委託期間の開始日と終了日の片方のみ入力
委託期間が正しく入力されていません。
エラー
されているため
譲渡人から譲受人への移動経路が矛盾して
移動経路が矛盾しています。
警告
いるため。

10 支部受付番号 が入力されていません。

12

警告
or
エラー

エラー 支部受付番号に入力がないため
警告 譲受人会員番号に入力がないため

対

応

正しい委託期間（開始日）を入力する。
正しい委託期間（終了日）を入力する。
正しい委託期間を入力する。
委託期間を入力する時は、開始日と終了日のどちらも入力する。
正しい譲渡人および譲受人の会員番号を入力する。
移動年月日 を入力する。入力必須項目。
正しい生年月日と移動年月日を入力する。
正しい移動年月日を入力する。
通常の移動申込みの件数は「１」としてください。
支部受付番号 を入力する。入力必須項目。
譲受人会員番号を入力する。

エラー 入力した牛は既に入力されているため

重複しない番号を入力する。

エラー 申込日に入力がないため

申込日 を入力する。入力必須項目。

エラー 移動年月日と申込日が矛盾しているため

正しい申込日と移動年月日を入力する。

エラー 入力時現在より未来の日付のため

正しい申込日を入力する。

No.

メッセージ

登録されていない譲渡人会員番号です。
登録されていない譲受人会員番号です。
登録されていない団体コードです。
17
対象外の団体コードです。
16

18 登録されていない登録委員です。
19

入力された支部受付番号は重複しますので
変更してください。

警告
or
エラー

原

因

対

警告 入力した会員番号が不明のため

正しい会員番号を入力する。

エラー 入力した団体コードが不明のため

正しい団体コードを入力する。

エラー 入力した登録委員番号が不明のため

正しい登録委員番号を入力する。

エラー

入力した支部受付番号が過去にも入力され
ているため

応

重複しない番号を入力する。

３．登録証明受付画面
No.

メッセージ

1

会員番号には、登録されているコードを指定して
下さい。

2

警告
or
エラー

原

因

対

入力した会員番号が不明のため

正しい会員番号を入力する。

会員番号は５桁、又は、１０桁で入力して下さい。

エラー 入力した会員番号が不明のため

正しい会員番号を入力する。

3

件数を指定して下さい。
件数には１以上を指定して下さい。

エラー 件数に０が入力されているため

件数には１以上を入力してください。

4

支部受付年月日には日付を指定して下さい。

エラー 入力した支部受付年月日が不明のため

正しい支部受付年月日を入力する。

5

種別コードには、登録されているコードを指定して
下さい。

エラー 入力した種別コードが不明のため

正しい種別コードを入力する。

6

種別コードを指定して下さい。

エラー 種別コードに入力がないため

種別コードを入力する。

7

登録委員には、登録されているコードを指定して
下さい。

8

登録委員は３桁、又は、５桁で入力して下さい。

警告

入力した登録委員番号が不明のため

正しい登録委員番号を入力する。

エラー 入力した登録委員番号が不明のため

正しい登録委員番号を入力する。

警告

応

