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1 はじめに 

1.1 概要 
本ドキュメントでは、intra-mart ver6.0用のインポートデータ（XMLファイル）を CSVファイルから作成する 

方法および、CSVファイルのデータフォーマットについて記述します。 

1.2 前提条件 
弊社、推奨環境を「表１_１前提条件」に示します。 

 
表 1_1 前提条件 

条件項目 対応規格 

OS Microsoft Windows2000 Server ServicePack 4 

RedHat AS3 

Solaris 9 

Java ランタイム Java 2 SDK, Standard Edition Version 1.4.2以降 

 

1.3 作成できるＸＭＬファイル 
本ツールでは、以下の５つのインポート用 XMLファイルを作成可能です。 

 
 アカウントインポート用 XMLファイル 

 会社組織インポート用 XMLファイル 

 役職インポート用 XMLファイル 

 プロファイルインポート用 XML ファイル 

 パブリックグループインポート用 XMLファイル 
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1.4 ツールのファイル構成 
ダウンロードした圧縮ファイル(csv2xml.zip)を任意のディレクトリに展開します。 

Windowsの場合は任意の ZIP解凍ツールで解凍してください。 

RedHatまたは Solarisの場合は以下のコマンドで解凍ができます。 

 

 

 
ここでは Windows の場合は「C:¥csv2xml」、RedHat または Solaris の場合は「/usr/local/csv2xml」を展開先としま

す。 

展開すると、以下のようなディレクトリが構築されます。 

以下、本ツールのルートディレクトリ（この場合は C:¥csv2xml）を<%IM_HOME%>と表記します。 

 

 

 

#upzip csv2xml.zip 

C: 

csv2xml 

conf

dtd

lib

sample data

csv2xmlRun.bat

csv2xmlRun.sh

・・・ システム用ディレクトリ

・・・ システム用ディレクトリ

・・・ 設定ファイル 

・・・ 実行ファイル(Windows用)

csv

xml

log

・・・ 入出力データ用ルート（デフォルト）

・・・ ログファイル出力先（デフォルト）

・・・ XMLファイル出力先（デフォルト）

・・・ CSVファイル設置先（デフォルト）

・・・ 実行ファイル（RedHat、Solaris用）
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2 操作手順 

2.1 設定ファイルの編集 

2.1.1 csv2xml.propertiesの編集 
<%IM_HOME%>/confにある設定ファイル（csv2xml.properties）を編集してディレクトリの設定を行います。 

変換元データ(CSVファイル)、出力先ディレクトリ、ログファイルの出力ディレクトリを設定します。 

<%IM_HOME%>からの相対パスまたは、絶対パスで指定します。 

 
CSV_PATH ・・・ 変換元データ（CSVファイル）設置先ディレクトリ（以下、<%CSV_PATH%>と表記します） 

XML_PATH ・・・ 変換後の XMLファイル出力先ディレクトリ（以下、<%XML_PATH%>と表記します） 

LOG_PATH ・・・ ログ出力先ディレクトリ（以下、<%LOG_PATH%>と表記します） 

 
Csv2Xml.propertiesの設定例 （デフォルト設定） 

 

 

 

 

 

 

 

#[Environment Setting] 

CSV_PATH=sample_data/csv/main 

XML_PATH=sample_data/xml 

LOG_PATH=sample_data/log 

2.1.2 その他の設定ファイルについて 
以下のファイルは通常、設定を編集する必要はありません。何らかの事情で設定を変更する必要が生じたときの

み、編集してください。 

2.1.2.1 config.xml 
2.2.1に示す「CSVファイルの構成」における、ディレクトリの名称と出力する XMLのファイル名を定義します。 

（※CSVファイル名の変更はできません） 

<csv>タグ内の各種<model-name>タグ内の値 → CSVディレクトリ名 

<xml>タグ内の各種<name>タグ内の値 → ＸＭＬファイル名（<type>タグは触らないようにしてください） 

2.1.2.2 encoding.xml 
国際化ファイル名に追加するロケールコードとエンコーディングを定義します。 

国際化ファイルは、ここでしていされたエンコーディングに従って、CSVファイルの読み込みが行われます。 

国際化されていないファイルの読み込みには<default-locale>で指定されたロケールのエンコーディングが適用さ

れます。 

2.1.2.3 logging.properties 
ログの出力に関する設定を行います。 

本ツールではログの出力に SDK標準の java.util.logging.Logger クラスを使用しています。 

logging.propertiesの設定方法については市販の書籍または、関連サイト等をご参照ください。 
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2.2 変換元データ（CSV）の作成 
変換元データとなる CSVファイルを作成します。CSVファイルは下記ファイル構成に従い、決められたディレクトリ

に、決められたファイル名で作成します。 

2.2.1 CSV ファイルの構成 
<%CSV_PATH%>以下に、下図の構造のディレクトリとCSVファイルを作成します。※１で示した項目以外はすべ

て固定です。 

 

<%CSV_PATH%> 

   company 
   ― **  ‥「会社コード」をフォルダ名にします※１ 

     ― company_version_include.csv   ‥会社の組織階層情報 

     ― company_version_note.csv    ‥会社のバージョン情報 

     ― department.csv      ‥組織情報 

     ― department_term_i18n_xx.csv   ‥組織の国際化情報※２ 

     ― department_term.csv     ‥組織の期間化情報 

     ― company_category.csv     ‥会社の分類情報 

     ― post 

      ― post.csv       ‥役職情報 

      ― post_term_i18n_xx.csv   ‥役職の期間国際化情報※２ 

―・・ 

 
  ― public_group 

   ― **  ‥「グループセットコード」をフォルダ名にします※１ 

     ― public_group_category.csv    ‥パブリックグループの分類情報 

     ― public_group.csv      ‥パブリックグループ情報 

     ― public_group_term_i18n_xx.csv  ‥パブリックグループの期間国際化情報※２ 

     ― public_group_set_version_include.csv ‥パブリックグループのグループ階層情報 

     ― public_group_set_version_note.csv  ‥パブリックグループのバージョン情報 

      
― ・・ 

 
  ― user 

   ― user.csv         ‥ユーザ情報 

   ― user_department_term.csv     ‥ユーザの会社組織所属情報 

   ― user_public_group_term.csv    ‥ユーザのパブリックグループ所属情報 

   ― application_role.csv      ‥アプリケーションロール情報 

   ― role.csv         ‥ロール情報 

   ― user_term_i18n_ｘｘ.csv      ‥ユーザ国際化情報※２ 

   ― user_term.csv        ‥ユーザ期間化情報 
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※１ company(public_group)直下のディレクトリについて 

会社コード（グループセットコード）をディレクトリ名にします。複数の会社（グループセット）を作成する場合は、

company（public_group_set）ディレクトリ以下に、同様に会社コード（グループセットコード）を使用してディレクトリ

を作成します。 

 
※２ 国際化情報のファイル名について 

国際化情報用の CSVファイル名は末尾２文字（拡張子を除く）にロケールコードを指定します。 

また、ＣＳＶファイルは指定のエンコーディングを使用して読み込まれます。 

（※国際化情報用以外のＣＳＶファイルについてはデフォルトロケール（ja）が適用されます） 

 
表 2_1 ロケールとエンコーディングのマッピング 

言語 ロケールコード エンコーディング 

日本語 ja Shift_JIS 

英語 en ISO-8859-1 

 
例：「company_01」「company_02」「company_03」を会社コードとする３つの会社を作成し、言語は日本語と英語を

使用する場合。 

 

<%CSV_PATH%> 
  ― company 

   ― company_01 

     ― company_category.csv 

     ― company_version_include.csv 

     ― company_version_note.csv 

     ― department.csv 

     ― department_term_i18n_ja.csv 

     ― department_term_i18n_en.csv 

     ― department_term.csv 

     ― post 

      ―post.csv  

      ―post_term_i18n_ja.csv 

      ―post_term_i18n_en.csv  

 
    ―company_02 

    ―company_03 
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2.2.2 CSV ファイルのフォーマットについて 
２．３以降に示す、フォーマット一覧について記述します。（※例として、会社-分類を使用します） 

2.2.2.1 表の見方 
 

 

 

 

 

 

 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 組織コード ○ ○    

2 分類区分コード ○ ○    

3 分類コード ○ ○    

4 期間化開始日付   ○   

5 期間化終了日付   ○   

ＣＳＶファイルの、列項目名です 

列が主キーとして使用されるかどうかを示します

2.2.2.2 データ型チェックを参照 

2.2.2.2 データ型チェック 
各項目のデータ型が一致しない場合は XMLファイルの生成に失敗します。 

表 2_2 データ型チェック表 

チェック項目 チェック内容 

必須 値が設定されていること 

日付 データが日付のフォーマット(yyyy/MM/dd)になっていること 

整数値 整数（int型）であること（※空文字の場合は、0 として扱われます） 

真偽値 「true」または「false」であること（※左記以外の場合は、デフォルト値が適用されます。デフォ

ルト値については、2.2.4フォーマット一覧の各項目を参照してください） 

 

2.2.2.3 CSV ファイルの作成例 
 

comp_sample_01,zone,I,2000/01/01,9999/01/01 

comp_sample_01,zone,E,2000/01/01,9999/01/01 

comp_sample_01,attribute,O,2000/01/01,9999/01/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．組織コード 

２．分類区分コード 

３．分類コード 

４．期間化開始日付 

５．期間化終了日付 
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2.2.2.4 その他の注意事項 
１．入力データに改行が必要な場合は、「\n」を入力します。 

 

２．入力データに「,」（半角カンマ）が必要な場合、データ全体を「”」（ダブルコーテーション）で囲みます。 

 

３．入力データに「"」が必要な場合は、データ全体を「”」（ダブルコーテーション）で囲む必要があり、かつ「"」の

前にもう１つ「"」を記述します。 

 

 

 

 

 
例） 

sample_group,”これは,””サンプルグループ””です。¥n備考です”,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力データとしての「,」（半角カンマ）

入力データに「,」（半角カンマ）や「”」（ダブルコ
ーテーション）がある場合は、データ全体を「”」
で囲みます 

「”」（ダブルコーテーション）には、前に
もう１つ「”」を記述します。 改行は「¥n」で表現します。 
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2.2.3 フォーマット一覧 

2.2.3.1 会社 

2.2.3.1.1 分類 company /**/ company_category.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 組織コード ○ ○    

2 分類区分コード ○ ○    

3 分類コード ○ ○    

4 期間化開始日付 ○ ○ ○   

5 期間化終了日付 ○ ○ ○   

 

2.2.3.1.2 役職 company /**/ post/post.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 役職コード ○ ○    

2 備考      

3 ソートキー    ○  

 

2.2.3.1.3 役職期間国際化 company /**/ post/post_term_i18n_xx.csv 

※ｘｘはロケールコードを指定します。 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 役職コード ○ ○    

2 期間化開始日付 ○ ○ ○   

3 期間化終了日付 ○ ○ ○   

4 役職名  ○    

 

2.2.3.1.4 組織階層 company /**/ company_version_include.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 バージョンコード ○ ○    

2 組織コード ○ ○    

3 親組織コード      

 

2.2.3.1.5 バージョン company /**/ company_version_note.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 バージョンコード ○ ○    

2 期間化開始日付  ○ ○   

3 期間化終了日付  ○ ○   

4 備考      
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2.2.3.1.6 組織 company /**/ department.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 組織コード ○ ○    

2 備考      

3 ソートキー    ○  

 

2.2.3.1.7 組織期間化 company /**/ department_term.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 組織コード ○ ○    

2 期間化開始日付 ○ ○ ○   

3 期間化終了日付 ○ ○ ○   

4 電話番号      

5 FAX 番号      

6 内線番号      

7 内線 FAX番号      

8 国コード      

9 郵便番号      

10 メールアドレス１      

11 メールアドレス２      

12 URL      

 

2.2.3.1.8 組織国際化 company /**/ department_term_i18n_xx.csv 

※ｘｘはロケールコードを指定します。 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 組織コード ○ ○    

2 期間化開始日付 ○ ○ ○   

3 期間化終了日付 ○ ○ ○   

4 組織名  ○    

5 組織名カナ      

6 組織名英字      

7 住所１      

8 住所２      
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2.2.3.2 パブリックグループセット 

2.2.3.2.1 分類 public_group /**/ public_group_category.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 パブリックグループコード ○ ○    

2 分類区分コード ○ ○    

3 分類コード ○ ○    

4 期間化開始日付 ○ ○ ○   

5 期間化終了日付 ○ ○ ○   

 

2.2.3.2.2 グループ public_group /**/ public_group.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 パブリックグループコード ○ ○    

2 備考      

3 ソートキー    ○  

 

2.2.3.2.3 グループ期間国際化 public_group /**public_group_term_i18n_xx.csv 

※ｘｘはロケールコードを指定します。 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 パブリックグループコード ○ ○    

2 期間化開始日付 ○ ○ ○   

3 期間化終了日付 ○ ○ ○   

4 パブリックグループ名  ○    

5 パブリックグループ名カナ      

6 パブリックグループ名英字      

 

2.2.3.2.4 グループ階層 public_group /**/ public_group_set_version_include.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 バージョンコード ○ ○    

2 パブリックグループコード ○ ○    

3 親パブリックグループコード      

 

2.2.3.2.5 バージョン public_group /**/ public_group_set_version_note.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 バージョンコード ○ ○    

2 期間化開始日付  ○ ○   

3 期間化終了日付  ○ ○   

4 備考      
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2.2.3.3 ユーザ 
 

2.2.3.3.1 組織所属 user / user_department_term.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 ユーザコード ○ ○    

2 会社コード ○ ○    

3 組織コード ○ ○    

4 開始日付  ○ ○   

5 終了日付  ○ ○   

6 役職コード      

7 主所属フラグ （デフォルトは true）     ○ 

 

2.2.3.3.2 グループ所属 user / user_public_group_term.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 ユーザコード ○ ○    

2 パブリックグループセットコード ○ ○    

3 パブリックグループコード ○ ○    

4 開始日付  ○ ○   

5 終了日付  ○ ○   

 

2.2.3.3.3 アプリケーションロール user / application_role.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 ユーザコード ○ ○    

2 アプリケーションロールＩＤ ○ ○    

 

2.2.3.3.4 ロール user / role.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 ユーザコード ○ ○    

2 ロールＩＤ ○ ○    

4 開始日付  ○ ○   

5 終了日付  ○ ○   
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2.2.3.3.5 ユーザ期間化 user / user_term.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 ユーザコード ○ ○    

2 期間化開始日付 ○ ○ ○   

3 期間化終了日付 ○ ○ ○   

4 電話番号      

5 携帯電話番号      

6 FAX 番号      

7 内線番号      

8 内線 FAX番号      

9 国コード      

10 郵便番号      

11 メールアドレス１      

12 メールアドレス２      

13 携帯メールアドレス      

14 ＵＲＬ      

 

2.2.3.3.6 ユーザ国際化 user / user_term_i18n_xx.csv 

※ｘｘはロケールコードを指定します。 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 ユーザコード ○ ○    

2 期間化開始日付 ○ ○ ○   

3 期間化終了日付 ○ ○ ○   

4 ユーザ名  ○    

5 ユーザ名カナ      

6 ユーザ名英字      

7 ユーザ名住所      
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2.2.3.3.7 ユーザ情報 user / user.csv 

No 項目名 主キー 必須 日付 数値 真偽値

1 ユーザコード ○ ○    

2 プロファイル備考      

3 ロケール      

4 エンコーディング      

5 パスワード      

6 モバイルパスワード      

7 アカウント備考      

8 有効開始日   ○   

9 有効終了日   ○   

10 外出フラグ（デフォルトは false）     ○ 

11 メインページパターンＩＤ      

12 カラーパターン      

13 ライセンス（デフォルトは false）     ○ 

 

 



 CSV‐XML変換ツール操作ガイド
 

 

2.2.4 CSV ファイルの依存関係について 

2.2.4.1 概要 
各 CSV ファイルは互いに依存関係があり、参照先のデータがない場合はエラーとなりＸＭＬの作成はおこなわれ

ません。また参照先のデータにエラーがある場合、参照元のデータもエラーとなります。 

 
例）「役職」と「役職期間国際化」の場合 

役職（post.csv） 

役職コード 備考 ソートキー（数値のみ） 

0001 備考です 1 

0003 備考です AAA 

 

 

 

役職期間国際化（post_term_i18n_xx.csv） 

役職コード 期間化開始日付 期間化終了日付 役職名 

0002 2000/1/1 2020/1/1 係長 

0003 1998/1/1 9999/12/31 課長 

依存

 
上記の場合、「役職期間国際化 CSV」の中の役職コード「0002」に対応するデータが「役職ＣＳＶ」の中に対応す

るデータが存在しないためエラーになります。また、役職コード「0003」は役職 CSV の中に対応するデータがあり

ますが、「役職ＣＳＶ」の中の役職コード「0003」のデータは「ソートキー」の数値チェックでエラーとなっています。 

よって、参照元の、「役職期間国際化 CSV」の中の役職コード「0003」のデータもエラーになります。 

 
ただし依存関係において、どのファイルからも参照されない（依存されない）場合はファイルが存在しなくてもエラ

ーにはなりません。例の場合、役職(post.csv)だけファイルが存在している場合が該当します。 
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2.2.4.2 XML ファイルの生成に必要な CSV ファイル 
 

生成するＸＭＬファイル 必要なＣＳＶファイル 

department.csv 

department_term.csv 

department_term_i18n_xx.csv 

company_category.csv 

company_version_include.csv 

会社組織(company.xml) 

company_version_note.csv 

post.csv 役職(post.xml) 

post_term_i18n_xx.csv 

public_group.csv 

public_group_term_i18n_xx.csv 

public_group_category.csv 

public_group_set_version_include.csv 

パブリックグループ(public_group.xml) 

public_group_set_version_note.csv 

user.csv 

role.csv 

application_role.csv 

user_term.csv 

user_term_i18n_xx.csv 

user_department_term.csv 

アカウント(account.xml) 

プロファイル(profile.xml) 

user_public_group_term.csv 

2.2.4.3 エラーが発生した場合の処理について 
必要な CSVファイルが１つでもエラーとなった場合は以下のように処理されます。 

 

2.2.4.3.1 アカウントとプロファイルの場合 

対応するＸＭＬファイルの生成は行われません。 

2.2.4.3.2 会社組織、役職、パブリックグループの場合 

会社単位またはパブリックグループセット単位で処理がスキップされます。その場合 XML ファイルの生成は行わ

れますが、すべての会社または、すべてのパブリックグループセットでエラーがあった場合のみ、XML のファイル

生成は行われません。 
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2.2.4.4 リレーションシップ 
図 2_1に依存関係を示します。 

user.csv

ユーザコード

role.csv

ユーザコード

department.csv

組織コード

department_term.csv

組織コード

開始日付

終了日付

department_term_i18n.csv

組織コード

開始日付

終了日付

public_group.csv

パブリックグループコード

user_term.csv

ユーザコード

開始日付

終了日付

application_role.csv

ユーザコード

company_version_note.csv

バージョンコード

post.csv

役職コード

public_grouop_set_version_note.csv

バージョンコード

public_grouop_set_version_include.csv

バージョンコード

パブリックグループコード

親パブリックグループコード

company_version_include.csv

バージョンコード

組織コード

親組織コード

post_term_i18n.csv

役職コード

開始日付

終了日付

※互いに参照する

※互いに参照する

user_department_term.csv

ユーザコード

組織コード

user_public_group_term.csv

ユーザコード

パブリックグループコード

public_group_term_i18n.csv

パブリックグループコード

開始日付

終了日付

user_term_i18n.csv

ユーザコード

開始日付

終了日付

public_group_category.csv

パブリックグループコード

company_category.csv

組織コード

図 2_1 CSVファイルの依存関係 
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2.3 実行 
以下の、実行ファイルを起動します。 

 

Windowsの場合 <%IM_HOME%>/RunTestData.bat 

RedHatまたは Solarisの場合 sh <%IM_HOME%>/RunTestData.sh 

 

2.3.1 正常に終了した場合 
以下のようにコンソールにメッセージが表示されます。 

・・・・・・・・ 省略 ・・・・・・・ 

情報: [XMLファイル出力開始] 

2006/01/18 22:45:46 jp.co.intra_mart.tools.bm5.csv2xml.common.LogManager info 
情報: 成功[C:/temp/test_sample_data/xml/company.xml] 

2006/01/18 22:45:46 jp.co.intra_mart.tools.bm5.csv2xml.common.LogManager info 
情報: 成功[C:/temp/test_sample_data/xml/post.xml] 

2006/01/18 22:45:46 jp.co.intra_mart.tools.bm5.csv2xml.common.LogManager info 
情報: 成功[C:/temp/test_sample_data/xml/public_group.xml] 

2006/01/18 22:45:46 jp.co.intra_mart.tools.bm5.csv2xml.common.LogManager info 
情報: 成功[C:/temp/test_sample_data/xml/account.xml] 

2006/01/18 22:45:46 jp.co.intra_mart.tools.bm5.csv2xml.common.LogManager info 
情報: 成功[C:/temp/test_sample_data/xml/profile.xml] 

2006/01/18 22:45:46 jp.co.intra_mart.tools.bm5.csv2xml.common.LogManager info 
情報: [XMLファイル出力終了] 

 

 
<%XML_PATH%>に以下のファイルが出力されます。 

 
表 2_3 出力 XMLファイルリスト 

ファイル名 説明 

account.xml アカウントインポート用データ 

company.xml 会社組織インポート用データ 

post.xml 役職インポート用データ 

profile.xml プロファイルインポート用データ 

public_group.xml パブリックグループインポート用データ 
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3 エラーメッセージ解説 
本ツールでは処理の過程でエラーが発生した場合、ログおよびコンソールにエラーメッセージを出力します。 

 

3.1 CW-001 [～]CSV ファイル用ディレクトリが見つかりません 
 説明 

変換元データ（CSVファイル）を格納したディレクトリパス[～]を見つけることができませんでした。 
 対処 

<%IM_HOME%>/conf/csv2xml.propertiesファイルの「CSV_PATH」の設定を確認して下さい。 

<%CSV_PATH%>の設定方法については、「2.1設定ファイルの編集」を参照してください。 

 

3.2 CW-002 [～]会社 CSV用ディレクトリが見つかりません 
 説明 

変換元データ（CSV ファイル）の内、会社の情報を格納したディレクトリ「<%CSV_PATH%>/company」を見つける

ことができませんでした。 
 対処 

<%CSV_PATH%>の下に「company」ディレクトリを作成して下さい。詳しくは「2.1設定ファイルの編集」を参照して

下さい。ただし、会社組織インポート用 XML ファイルを生成しない場合は、ディレクトリを作成する必要はありませ

ん。 

 

3.3 CW-003 [～]パブリックグループ CSV用ディレクトリが見つかりません 
 説明 

変換元データ（CSV ファイル）の内、パブリックグループの情報を格納したディレクトリ「<%CSV_PATH%>/ 

public_group」を見つけることができませんでした。ただし、パブリックグループインポート用XMLファイルを生成し

ない場合は、ディレクトリを作成する必要はありません。 
 対処 

<%CSV_PATH%>の下に「public_group」ディレクトリを作成して下さい。詳しくは「2.1設定ファイルの編集」を参照

して下さい。 

 

3.4 CW-004 [～]ユーザ CSV用ディレクトリが見つかりません 
 説明 

変換元データ（CSV ファイル）の内、ユーザの情報を格納したディレクトリ「<%CSV_PATH%>/ user」を見つけるこ

とができませんでした。 

ただし、アカウントインポート用XMLファイル及び、プロファイルインポート用XMLファイルを生成しない場合は、

ディレクトリを作成する必要はありません。 
 対処 

<%CSV_PATH%>の下に「user」ディレクトリを作成して下さい。詳しくは「2.1 設定ファイルの編集」を参照して下さ

い。 
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3.5 CW-005 [～]役職 CSV用ディレクトリが見つかりません 
 説明 

変換元データ（CSV ファイル）の内、役職の情報を格納したディレクトリ「<%CSV_PATH%>/ company/<%会社コ

ード%>/post」を見つけることができませんでした。 
 対処 

<%CSV_PATH%>/ company/<%会社コード%>の下に「post」ディレクトリを作成して下さい。詳しくは「2.1設定ファ

イルの編集」を参照して下さい。 

 

3.6 CW-006 会社コード・ディレクトリがありません 
 説明 

ディレクトリ「<%CSV_PATH%>/ company」の下にディレクトリ（ディレクトリ名：会社コード）が見つかりません。 
 対処 

<%CSV_PATH%>/ companyの下に<%会社コード%>ディレクトリを作成して下さい。詳しくは「2.1設定ファイルの

編集」を参照して下さい。 

 

3.7 CW-007 パブリックグループセットコード・ディレクトリがありません 
 説明 

ディレクトリ「<%CSV_PATH%>/ public_group」の下にディレクトリ（ディレクトリ名：パブリックグループコード）が見

つかりません。 
 対処 

<%CSV_PATH%>/ public_group の下に<%パブリックグループコード%>ディレクトリを作成して下さい。詳しくは

「2.1設定ファイルの編集」を参照して下さい。 

 

3.8 CW-100 [～]ロケールが見つかりません 
 説明 

国際化ファイル（※ファイル名に「i18n」が含まれるファイル）のロケール指定（ファイル名の末尾２文字。ただし拡

張子は除く）が間違っています。 
 対処 

ロケールは、日本語なら”ja”、英語なら”en”を指定して下さい。 

詳しくは「2.1設定ファイルの編集」の「※２ 国際化情報のファイル名について」を参照して下さい。 
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3.9 IW-001 [～]見つかりません 
 説明 

変換元データ（CSVファイル）の取得に失敗したときに表示されます。 
 対処 

変換処理中は、CSVファイルを操作しないようにしてください。 

3.10 IW-002 読み込み失敗[～] 
 説明 

変換元データ（CSVファイル）の読み込み中に入出力例外が発生したときに表示されます。 
 対処 

変換処理中は、CSVファイルを操作しないようにしてください。 

 

3.11 IW-003 [～]ストリームのクローズに失敗しました 
 説明 

変換元データ（CSVファイル）の読み込み終了時に入出力例外が発生したときに表示されます。 
 対処 

変換処理中は、CSVファイルを操作しないようにしてください。 

 

3.12 IW-004 [～]空のファイルです 
 説明 

変換元データ（CSVファイル）が空ファイルであった場合に表示されます。 
 対処 

空のファイルは無視されます。つまり、そのファイルは存在しなかったものとして処理が続行されます。 

 

3.13 IW-005 ファイル名[～] 
 説明 

CSVファイルの内容をチェックしたときになんらかのエラーがあった場合に、該当ファイル名を最初に表示します。 

エラーの内容は、続けて表示されます。 

 
例） 

 

 

 

 

 

 

 

警告: [IW-005] ファイル名 [C:¥ csv2xml¥sample_data¥csv¥main¥company¥comp_sample_02¥ 

department_term_i18n_en.csv] 

2006/04/18 17:01:26 jp.co.intra_mart.tools.bm5.csv2xml.common.LogManager warning 
警告: [MW-004] [ 8行目 ] 該当する組織が存在しません。：会社コード=comp_sample_01, 組織コード=

2006/04/18 17:01:26 jp.co.intra_mart.tools.bm5.csv2xml.common.LogManager info 

 対処 
続けて表示されたエラーの解説を参照してください。 
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3.14 IW-006 ファイル名 [～]は次のファイルに依存します[～] 
 説明 

依存ファイルが見つからない場合に表示されます。各 CSV ファイルの依存関係の詳細については、「2.2.4.4 リレ

ーションシップ」を参照してください。 
 対処 

「2.2.4.4 リレーションシップ」を参照して、依存するファイルが全て存在するようにしてください。 

例えば、user_term_i18n_xx.csvファイルは user_term.csv ファイルに依存します。さらに、user_term.csvファイルは

user.csv ファイルに依存します。よって、結局 user_term_i18n_xx.csv ファイルは user_term.csv ファイルと user.csv

ファイルを必要とする（依存する）ことになります。 

3.15 OI-002 出力をスキップします[～] 
 説明 

XML の出力に必要な CSV ファイルが無い、もしくは CSV ファイル内のデータにエラーがあった場合は、対応す

る XMLファイルの出力はスキップされます。 
 対処 

対応する CSV ファイルを用意する、もしくは CSV ファイル内のエラーを解決して下さい。XML ファイルと CSV フ

ァイルの対応関係については、「2.2.4.2XMLファイルの生成に必要な CSVファイル」を参照してください。 

エラーについては、該当エラーの解説を参照してください。 

 

3.16 OW-001 失敗[～] 
 説明 

XMLファイルの出力に失敗しました。 
 対処 

該当する XMLファイルや出力ディレクトリのアクセス権（書き込み禁止になっていないか等）、あるいはエディタ等

で開かれていないかを確認してください。 
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3.17 DW-001 ～は入力必須項目です 
 説明 

～で示される項目に値が設定されていませんでした。 
 対処 

指定された項目に必ず値を設定して下さい。 

 

3.18 DW-002 ～は数値項目です 
 説明 

～で示される項目に数値以外の値が設定されていました。 
 対処 

指定された項目に整数値を設定して下さい。 

3.19 DW-003 ～のフォーマット(yyyy/MM/dd)が正しくありません 
 説明 

～で示される項目に日付フォーマット yyyy/MM/dd形式以外の値が設定されていました。 
 対処 

指定された項目に yyyy/MM/dd形式の日付データを設定して下さい。 

3.20 DW-004 ～はシステムで有効な期間(1582/10/15 - 9999/12/31)内にあり
ません 

 説明 
～で示される項目にシステムで無効な日付が設定されていました。 

 対処 
指定された項目に「1582/10/15～9999/12/31」の範囲内の日付データを設定して下さい。 

3.21 DW-005 有効開始日と終了日の時系列が正しくありません 
 説明 

有効開始日と終了日の時系列が不正な値が設定されました。 
 対処 

有効開始日と終了日に、『有効開始日 < 有効終了日』となるように値を設定して下さい。 

3.22 DW-006 ～は無効な日付です 
 説明 

～で示される項目に無効な日付が設定されました。 
 対処 

指定された項目にカレンダーに存在する日付を設定して下さい。 
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3.23 MW-001 同一の会社が存在します 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 
 対処 

 

3.24 MW-002 該当する会社が存在しません 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 
 対処 

 

3.25 MW-003 同一の組織が存在します 
 説明 

同じ会社内で同じ組織コードをもつ組織情報が設定されました。 
 対処 

company/**/department.csvの組織コードは一意になるように設定して下さい。 

3.26 MW-004 該当する組織が存在しません 
 説明 

該当する組織情報が、company/**/department.csvに設定されていません。 
 対処 

company/**/department_term.csv、 company/**/company_category.csv 、

company/**/company_version_include.csv には、company/**/department.csv に存在する組織の情報を設定して

下さい。 

3.27 MW-005 同一の期間をもつバージョン情報が存在します 
 説明 

company/**/company_version_note.csvに、同じ期間をもつバージョン情報が設定されました。 
 対処 

company/**/company_version_note.csvには、互いに期間が重ならないようにバージョン情報を設定して下さい。 

3.28 MW-006 期間が重なるバージョン情報が存在します 
 説明 

company/**/company_version_note.csvに、互いに期間が重なるバージョン情報が設定されました。 
 対処 

company /**/company_version_note.csvには、互いに期間が重ならないようにバージョン情報を設定して下さい。 

3.29 MW-007 該当するバージョン情報が存在しません 
 説明 

該当するバージョン情報が、company /**/company_version_note.csvに設定されていません。 
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 対処 
company /**/company_version_include.csvには、company /**/company_version_note.csvに存在するバージョン

の情報を設定して下さい。 

3.30 MW-008 同一の期間化情報が存在します 
 説明 

同じ組織に同じ期間をもつ情報が設定されました。 
 対処 

company /**/department_term.csvには、同じ組織に対して互いに期間が重ならない情報を設定して下さい。 

3.31 MW-009 該当する期間化情報が存在しません 
 説明 

該当する期間化情報が、company/**/department_term.csvに設定されていません。 
 対処 

company/**/department_term_i18n.csv には、company/**/department_term.csv に存在する期間の情報を設定し

て下さい。 

3.32 MW-010 同一の組織構成が存在します 
 説明 

同じ会社内で同じバージョンコードをもつバージョン情報が存在します。 
 対処 

company/**/company_version_include.csv には、バージョンコード、組織コード、親組織コードの組合せが一意に

なるように設定して下さい。 

3.33 MW-011 同一の分類区分が存在します 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 
 対処 

 

3.34 MW-012 別の親組織との階層構成が存在します 
 説明 

同じバージョンで親組織を複数もつ階層構成が設定されました。 
 対処 

company/**/company_version_include.csv には、同じバージョンにおいて、ある組織が唯一の親組織をもつように

設定して下さい。 

3.35 MW-013 組織階層構成が循環しています 
 説明 

組織構成が循環する階層構成が設定されました。 
 対処 

company/**/company_version_include.csv には、組織構成のルートとなる組織が別の組織の子要素となるような

設定をしないで下さい。 
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3.36 MW-014 同一の期間国際化情報が存在します 
 説明 

同じ組織に同じ期間および言語をもつ情報が設定されました。 
 対処 

company /**/department_term_i18n.csv には、同じ組織に対して互いに期間が重ならない情報を設定して下さ

い。 

3.37 MW-015 該当する期間国際化情報が存在しません 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

 対処 
 

3.38 MW-016 会社についての情報が設定されていません 
 説明 

会社を表す組織情報が設定されませんでした。 
 対処 

company/**/department.csvには、会社を表す組織（つまり「組織コード==会社コード」となる組織）の情報を設定し

て下さい。 

3.39 MW-017 分類情報を設定する対象の組織(期間化)が存在しません 
 説明 

該当する組織情報が、company/**/department_term.csvに設定されていません。 
 対処 

company/**/company_category.csvには、company/**/department_term.csvに存在する組織に対する情報を設定

して下さい。 

3.40 MW-018 組織の階層構成が正しくありません 
 説明 

組織構成のルートに繋がらない組織構成情報が設定されました。 
 対処 

company/**/company_version_include.csv には、すべての組織がルートに繋がるように組織構成の情報を設定し

て下さい。 

3.41 MW-019 期間が重なる期間化情報が存在します 
 説明 

同じ組織に互いに重なる期間をもつ情報が設定されました。 
 対処 

company /**/department_term.csvには、同じ組織に対して互いに期間が重ならない情報を設定して下さい。 

3.42 MW-020 会社を子組織とする階層構成は作成できません 
 説明 

会社を表す組織情報が組織階層の子組織として設定されました。 
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 対処 
company/**/company_version_include.csvには、会社を表す組織に対して親組織を設定しないで下さい。 

3.43 MW-021 同一のコードをもつバージョン情報が存在します 
 説明 

同じ会社内で同じバージョンコードが設定されました。 
 対処 

company/**/company_version_note.csvには、バージョンコードが重複しないように設定して下さい。 

3.44 MW-022 親組織の期間化情報が存在しません 
 説明 

該当する組織情報が、company/**/department_term.csvに設定されていません。 
 対処 

company/**/ company_version_include.csvの親組織コードには、company/**/department_term.csvに存在する組

織コードを設定して下さい。 

3.45 MW-023 子組織の期間化情報が存在しません 
 説明 

該当する組織情報が、company/**/department_term.csvに設定されていません。 
 対処 

company/**/ company_version_include.csvの組織コードには、company/**/department_term.csvに存在する組織

コードを設定して下さい。 

3.46 MW-024 階層構成に会社が設定されていません 
 説明 

組織構成のルートに会社を表す組織が設定されませんでした。 
 対処 

company/**/company_version_include.csvには、組織構成のルートに会社を表す組織を設定して下さい。つまり、

組織コードに会社を表す組織の組織コード、親組織コードに何も指定しないデータを設定して下さい。 

3.47 MW-101 同一の役職情報が存在します 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

 対処 
 

3.48 MW-102 同一の役職情報が存在します 
 説明 

同じ会社内で同じ役職情報が設定されました。 
 対処 

company/**/post/post.csvには、役職コードが重複しないように設定して下さい。 
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3.49 MW-103 該当する役職情報が存在しません 
 説明 

該当する役職情報が、company/**/post/post_term_i18n.csvに設定されていません。 
 対処 

company/**/post/post_term_i18n.csvには、company/**/post/post.csvに存在する役職の情報を設定して下さい。 

3.50 MW-104 同一の期間国際化情報が存在します 
 説明 

同じ役職に同じ期間および言語をもつ情報が設定されました。 
 対処 

company/**/post/post_term_i18n.csvには、同じ役職に対して互いに期間が重ならない情報を設定して下さい。 

3.51 MW-105 期間が重なる期間化情報が存在します 
 説明 

同じ役職に互いに重なる期間をもつ情報が設定されました。 
 対処 

company /**/post/post_term_i18n.csvには、同じ役職に対して互いに期間が重ならない情報を設定して下さい。 

3.52 MW-106 該当する期間国際化情報が存在しません 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

 対処 
 

3.53 MW-201 同一のパブリックグループセットが存在します 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 
 対処 

 

3.54 MW-202 該当するパブリックグループセットが存在しません 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 
 対処 

 

3.55 MW-203 同一のパブリックグループが存在します 
 説明 

同じパブリックグループセット内で同じパブリックグループコードをもつパブリックグループ情報が設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group.csvのパブリックグループコードは一意になるように設定して下さい。 
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3.56 MW-204 該当するパブリックグループが存在しません 
 説明 

該当するパブリックグループ情報が、public_group/**/public_group.csvに設定されていません。 
 対処 

public_group/**/public_group_term_i18n.csv、 public_group/**/public_group_set_version_include.csv、  

public_group/**/public_grouop_category.csv には、public_group/**/public_group.csv に存在するパブリックグル

ープの情報を設定して下さい。 

3.57 MW-205 同一の期間をもつバージョン情報が存在します 
 説明 

public_group/**/public_group _set_version_note.csvに、同じ期間をもつバージョン情報が設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group_set_version_note.csv には、互いに期間が重ならないようにバージョン情報を設定

して下さい。 

3.58 MW-206 期間が重なるバージョン情報が存在します 
 説明 

public_group/**/public_group_set _version_note.csvに、互いに期間が重なるバージョン情報が設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group_set _version_note.csv には、互いに期間が重ならないようにバージョン情報を設定

して下さい。 

3.59 MW-207 該当するバージョン情報が存在しません 
 説明 

該当するバージョン情報が、public_group/**/public_group_set _version_note.csvに設定されていません。 
 対処 

public_group /**/public_group_set_version_include.csvには、public_group/**/public_group_set_version_note.csv

に存在するバージョンの情報を設定して下さい。 

3.60 MW-208 同一の期間化情報が存在します 
 説明 

同じパブリックグループに同じ期間および言語をもつ情報が設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group_term_i18n.csv には、同じパブリックグループに対して互いに期間が重ならない情

報を設定して下さい。 

3.61 MW-209 該当する期間化情報が存在しません 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 
 対処 

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 33

 



 

3.62 MW-210 同一のパブリックグループ構成が存在します 
 説明 

同じ会社内で同じバージョンコードをもつバージョン情報が存在します。 
 対処 

public_group/**/ public_group_set_version_include.csv には、バージョンコード、パブリックグループコード、親パ

ブリックグループコードの組合せが一意になるように設定して下さい。 

3.63 MW-211 同一の分類区分が存在します 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 
 対処 

 

3.64 MW-212 別の親グループとの階層構成が存在します 
 説明 

同じバージョンで親パブリックグループを複数もつ階層構成が設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group_set_version_include.csv には、同じバージョンにおいて、あるパブリックグループの

唯一の親パブリックグループをもつように設定して下さい。 

3.65 MW-213 パブリックグループ階層構成が循環しています 
 説明 

パブリックグループ構成が循環する階層構成が設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group_set_version_include.csv には、パブリックグループ構成のルートとなるパブリックグ

ループが別のパブリックグループの子要素となるような設定をしないで下さい。 

3.66 MW-214 同一の期間国際化情報が存在します 
 説明 

同じパブリックグループに同じ期間および言語をもつ情報が設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group_term_i18n.csv には、同じパブリックグループに対して互いに期間が重ならない情

報を設定して下さい。 

3.67 MW-215 該当する期間国際化情報が存在しません 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

 対処 
 

3.68 MW-216 パブリックグループセットについての情報が設定されていませ
ん 

 説明 
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パブリックグループセットを表すパブリックグループ情報が設定されませんでした。 
 対処 

public_group/**/public_group.csv には、パブリックグループセットを表すパブリックグループ（つまり「パブリックグ

ループコード==パブリックグループセットコード」となるパブリックグループ）の情報を設定して下さい。 

3.69 MW-217 分類情報を設定する対象のパブリックグループ(期間化)が存
在しません 

 説明 
該当するパブリックグループ情報が、public_group/**/public_group_term_i18n.csvに設定されていません。 

 対処 
public_group/**/ategory.csvには、public_group/**/public_group_term_i18n.csvに存在するパブリックグループに

対する情報を設定して下さい。 

3.70 MW-218 パブリックグループの階層構成が正しくありません 
 説明 

パブリックグループ構成のルートに繋がらないパブリックグループ構成情報が設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group_set_version_include.csv には、すべてのパブリックグループがルートに繋がるように

パブリックグループ構成の情報を設定して下さい。 

3.71 MW-219 期間が重なる期間化情報が存在します 
 説明 

同じパブリックグループに互いに重なる期間をもつ情報が設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group_term_i18n.csv には、同じパブリックグループに対して互いに期間が重ならない情

報を設定して下さい。 

3.72 MW-220 パブリックグループセットを子グループとする階層構成は作成
できません 

 説明 
パブリックグループセットを表すパブリックグループ情報がパブリックグループ階層の子パブリックグループとして

設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group_set_version_include.csv には、パブリックグループセットを表すパブリックグループ

に対して親パブリックグループを設定しないで下さい。 

3.73 MW-221 同一のコードをもつバージョン情報が存在します 
 説明 

同じパブリックグループセット内で同じバージョンコードが設定されました。 
 対処 

public_group/**/public_group_set_version_note.csvには、バージョンコードが重複しないように設定して下さい。 
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3.74 MW-222 親パブリックグループの期間化情報が存在しません 
 説明 

該当するパブリックグループ情報が、public_group/**/public_group_term_i18n.csvに設定されていません。 
 対処 

public_group/**/public_group_set_version_include.csv の親パブリックグループコードには、public_group/**/ 

public_group_term_i18n.csvに存在するパブリックグループコードを設定して下さい。 

3.75 MW-223 子パブリックグループの期間化情報が存在しません 
 説明 

該当するパブリックグループ情報が、public_group/**/public_group_term_i18n.csvに設定されていません。 
 対処 

public_group/**/public_group_set_version_include.csv のパブリックグループコードには、 public_group/**/ 

public_group term_i18n.csvに存在するパブリックグループコードを設定して下さい。 

3.76 MW-224 階層構成にパブリックグループセットが設定されていません 
 説明 

パブリックグループ構成のルートにパブリックグループセットを表すパブリックグループが設定されませんでした。 
 対処 

public_group/**/public_group_set_version_include.csv には、パブリックグループ構成のルートにパブリックグルー

プセットを表すパブリックグループを設定して下さい。つまり、パブリックグループコードにパブリックグループセット

を表すパブリックグループのパブリックグループコード、親パブリックグループコードに何も指定しないデータを設

定して下さい。 

 

3.77 MW-301 同一のロールが設定されています 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

（アクセスセキュリティインポートでは重複したロールのインポート自体が可能なためエラーとしません） 
 対処 

 

3.78 MW-302 同一のアプリケーションロールが設定されています 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

（アクセスセキュリティインポートでは重複したロールのインポート自体が可能なためエラーとしません） 
 対処 

 

3.79 MW-303 同一の期間化情報が存在します 
 説明 

同じユーザに対して同じ期間の情報が設定されました。 
 対処 

user/user_tem.csvには、同じユーザに対して互いに重ならない期間を設定して下さい。 
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3.80 MW-304 期間が重なる期間化情報が存在します 
 説明 

同じユーザに対して互いに期間が重なる情報が設定されました。 
 対処 

user/user_tem.csvには、同じユーザに対して互いに重ならない期間を設定して下さい。 

3.81 MW-305 該当する期間化情報が存在しません 
 説明 

該当する期間化情報が、user/user_term.csvに設定されていません。 
 対処 

user/user_term_i18n.csvには、user/user_term .csvに存在する期間の情報を設定して下さい。 

3.82 MW-306 同一の主所属情報が存在します 
 説明 

同じユーザに対して、同じ期間に複数の主所属の情報が設定されました。 
 対処 

user/user_department.csvには、同じユーザに対しては主所属の期間が互いに重ならないように設定して下さい。 

3.83 MW-307 期間が重なる主所属情報が存在します 
 説明 

同じユーザに対して、互いに重なる期間に主所属の情報が設定されました。 
 対処 

user/user_department.csvには、同じユーザに対しては主所属の期間が互いに重ならないように設定して下さい。 

3.84 MW-308 同一の会社に対する所属情報が存在します 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 
 対処 

 

3.85 MW-309 同一のパブリックグループセットの所属情報が存在します 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 
 対処 

 

3.86 MW-310 同一の期間国際化情報が存在します 
 説明 

同じユーザに対して同じ期間および言語をもつ情報が設定されました。 
 対処 

user/user_term_i18n.csvには、同じユーザに対して互いに期間が重ならない情報を設定して下さい。 
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3.87 MW-311 該当する期間国際化情報が存在しません 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

 対処 
 

3.88 MW-312 同一のユーザ情報が存在します 
 説明 

同じユーザ情報が設定されました。 
 対処 

user/user.csvのユーザコードは一意になるように設定して下さい。 

3.89 MW-313 該当するユーザ情報が存在しません 
 説明 

該当するユーザ情報が、user/user.csvに設定されていません。 
 対処 

user/user_department_term.csv、user/user_public_group_term.csv、user/user_term.csv、user/user_term_i18n.csv に

は、user/user.csvに存在するユーザの情報を設定して下さい。 

3.90 MW-314 同一のアカウント情報が存在します 
 説明 

同じアカウント情報が設定されました。 
 対処 

user/user.csvのユーザコードは一意になるように設定して下さい。 

3.91 MW-315 該当するアカウント情報が存在しません 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

 対処 
 

3.92 MW-316 同一の組織に対する所属情報が存在します 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

 対処 
 

3.93 MW-317 同一の期間をもつ組織所属情報が存在します 
 説明 

同じユーザに対して、同じ期間に同じ組織に所属する情報が設定されました。 
 対処 

user/user_department_term.csv には、同じユーザが同じ組織に所属する場合は、期間が互いに重ならないように

設定して下さい。 
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3.94 MW-318 期間が重なる組織所属情報が存在します 
 説明 

同じユーザに対して、同じ組織に互いに重なる期間に所属する情報が設定されました。 
 対処 

user/user_department_term.csv には、同じユーザが同じ組織に所属する場合は、期間が互いに重ならないように

設定して下さい。 

3.95 MW-319 同一のパブリックグループに対する所属情報が存在します 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

 対処 
 

3.96 MW-320 所属する組織が期間化されていません 
 説明 

該当する期間化情報が、company/**/department_term.csvに設定されていません。 
 対処 

user/user_department_term.csv の会社コードおよび組織コードには、company/**/department_term.csv に存在す

る組織の情報を設定して下さい。 

3.97 MW-321 所属するパブリックグループが期間化されていません 
 説明 

該当する期間化情報が、public_group/**/ public_group_term.csvに設定されていません。 
 対処 

user/user_public_group_term.csv のパブリックグループセットコードおよびパブリックグループコードには、

public_group /**/public_group_term.csvに存在する組織の情報を設定して下さい。 

3.98 MW-322 同一の期間をもつパブリックグループ所属情報が存在します 
 説明 

同じユーザに対して、同じ期間に同じパブリックグループに所属する情報が設定されました。 
 対処 

user/user_public_group_term.csv には、同じユーザが同じパブリックグループに所属する場合は、期間が互いに

重ならないように設定して下さい。 

3.99 MW-323 期間が重なるパブリックグループ所属情報が存在します 
 説明 

同じユーザに対して、同じ期間に同じパブリックグループに所属する情報が設定されました。 
 対処 

user/user_public_group_term.csv には、同じユーザが同じパブリックグループに所属する場合は、期間が互いに

重ならないように設定して下さい。 
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3.100 MW-401 同一の分類情報が存在します 
 説明 

当該のエラーは発生しません。 

 対処 
 

3.101 MW-402 同一期間をもつ分類情報が存在します 
 説明 

同じ組織またはパブリックグループに対して、同じ期間の分類情報が設定されました。 
 対処 

company/**/company_category.csvまたは public_group/**/public_group_category.csvには、同じ組織またはパブ

リックグループに同じ分類情報（分類区分コードおよび分類コード）を設定する場合は期間が互いに重ならないよ

うに設定して下さい。 

3.102 MW-403 期間が重なる分類情報が存在します 
 説明 

同じ組織またはパブリックグループに対して、互いに期間が重なる分類情報が設定されました。 
 対処 

company/**/company_category.csvまたは public_group/**/public_group_category.csvには、同じ組織またはパブ

リックグループに同じ分類情報（分類区分コードおよび分類コード）を設定する場合は期間が互いに重ならないよ

うに設定して下さい。 
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