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３－８．報告書記入確定 
・３－１でログインを行うと、分析結果報告書メニュー画面が表示されます。（図 3-4.1 参

照して下さい。） 

・分析結果報告書メニューから入力が完了し確定したい「分析結果報告書」を選択し、「確

定」をクリックします。 

 

・データにエラーがある場合 

 エラーメッセージが表示されます。 

 「ＯＫ」をクリックすると、分析結果報告書メニュー画面に戻ります。 

 

・エラーメッセージとなる条件は下記となります。 

① ｢分析結果」は必須項目です。この項目が入力されていないとエラーとなります。 

  報告書[１～４]～[８]の分析結果は、「分析を実施した」場合には「検出下限値以上」ま

たは「検出下限値未満での検出下限値」のいずれかの項目に値が入力されている必要

があります。 

②「分析方法」は必須項目です。この項目が選択されていないとエラーとなります。 

 エラーメッセージは上記の内容に限って表示されます。確定の前に必ず報告書確認表示

画面より印刷し、入力内容に間違いがないかどうかご確認下さい。印刷方法は「3-6.報告書

の印刷」を参照して下さい。 

 そして、エラーメッセージとなる条件とその対処方法については、「3-9.エラーメッセー

ジと対処方法.」で具体的に記載しておりますので参照して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・データが正しい場合 

 確定確認のメッセージが表示されます。確定時の注意事項が表示されます。 

  

 「ＯＫ」をクリックすると確定処理を実行して確定後のアナウンス表示画面が表示され

図 3-8.1 確定の画面 エラー表示 
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ます。 

 「キャンセル」をクリックすると確定処理をキャンセルして分析結果報告書メニュー画

面へ戻ります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
・確定後のアナウンス表示画面では、「チャート類（原子吸光のチャート、GC/MS の SIM
クロマトグラム等）、検量線及び分析フローシート（推奨方法と異なる方法を用いた場合）

については、チャート類を PDF 化またはエクセル化等（3-7.チャート類の送付と確認（※
ファイル形式））を行い、分析結果報告書メニューの[チャート送付]ボタンより送信するか、
別途郵送等によりお送り下さい。なお、アンケートにもご協力をお願い致します。」などチ

ャートの提出期限に関する情報がアナウンスされます。 
・「分析結果報告書メニュー」をクリックすると分析結果報告書メニュー画面に戻ります。 
・分析結果報告書メニュー画面の報告書一覧の入力状態が「確定」と表示されます。 
・確定後、その分析結果報告書の修正を行いたい場合は「報告書確定解除」で確定を解除

するとができます。修正後は、必ず「確定」してください。 
 

図 3-8.3 確定後のアナウンス表示画面 

図 3-8.2 確定の画面 確定確認表示 



３－９．エラーメッセージと対処方法 
 入力されている分析結果報告書を確定した際、入力した内容に不備がある場合にエラーメッセージ（図 3-8.1 確定画面のエラー表示）が表示されます。 
この時に表示されるエラーメッセージとその対処方法を分析結果報告書ごとに以下の表に記します。 
 
表３－９．１ 分析結果報告書[１]のエラーメッセージと対処方法 

エラーメッセージ 対処方法 
「分析結果 １回目の検出下限値以上 又は 検出下限値未満での検出下限値」
のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[１]を選択し「報告書作成
変更」をクリックし１ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 
「分析結果 ２回目の検出下限値以上 又は 検出下限値未満での検出下限値」
のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[１]を選択し「報告書作成
変更」をクリックし１ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 
「分析結果 ３回目の検出下限値以上 又は 検出下限値未満での検出下限値」
のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[１]を選択し「報告書作成
変更」をクリックし１ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 
「分析方法」は必須項目です。該当する項目を選択して下さい。 分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[１]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし１ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を選択して下さい。 
 
表３－９．２ 分析結果報告書[２]のエラーメッセージと対処方法 

エラーメッセージ 対処方法 
エラーメッセージと対処方法は、分析結果報告書[１]の鉛の例示と同様です（上記の表３－９．１を参照してください）。 
 
表３－９．３ 分析結果報告書[３]のエラーメッセージと対処方法 

エラーメッセージ 対処方法 
エラーメッセージと対処方法は、分析結果報告書[１]の鉛の例示と同様です（上記の表３－９．１を参照してください）。 
 
表３－９．４ 分析結果報告書[４]のエラーメッセージと対処方法 

エラーメッセージ 対処方法 
エラーメッセージと対処方法は、分析結果報告書[１]の鉛の例示と同様です（上記の表３－９．１を参照してください）。 
 
表３－９．５ 分析結果報告書[５]のエラーメッセージと対処方法 

エラーメッセージ 対処方法 
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［分析の実施「１．実施」を選択している場合のエラーメッセージと対処方法］ジクロロメタンを例示（トリクロロエチレン、1,4-ジオキサンについては、
ジクロロメタンの例示と同様です。ジクロロメタンを参照してください） 
なお、分析の実施「２．実施せず」を選択している場合にはエラーメッセージは表示されません。 
「分析結果 ジクロロメタン１回目の検出下限値以上又は検出下限値未満で
の検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下さい。

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[５]を選択し「報告書作成
変更」をクリックし１ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 
「分析結果 ジクロロメタン２回目の検出下限値以上又は検出下限値未満で
の検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下さい。

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[５]を選択し「報告書作成
変更」をクリックし１ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 
「分析結果 ジクロロメタン３回目の検出下限値以上又は検出下限値未満で
の検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下さい。

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[５]を選択し「報告書作成
変更」をクリックし１ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 
「分析結果 ジクロロメタン４回目の検出下限値以上又は検出下限値未満で
の検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下さい。

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[５]を選択し「報告書作成
変更」をクリックし１ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 
「分析結果 ジクロロメタン５回目の検出下限値以上又は検出下限値未満で
の検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下さい。

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[５]を選択し「報告書作成
変更」をクリックし１ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 
ジクロロメタン、トリクロロエチレン、1,4-ジオキサンのうち１項目でも［分析の実施「１．実施」を選択している場合のエラーメッセージと対処方法］
分析方法のエラーメッセージと対処方法を例示 
「分析方法」は必須項目です。該当する項目を選択して下さい。 分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[５]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし１ページ目（ジクロロメタンの場合）、又は２ページ目（ト

リクロロエチレン 又は 1,4-ジオキサンの場合）を表示して下さい。このペ
ージにエラーメッセージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を

選択して下さい。 
 
表３－９．６ 分析結果報告書[６]エラーメッセージと対処方法 

エラーメッセージ 対処方法 
エラーメッセージと対処方法は、分析結果報告書[５]のジクロロメタンの例示と同様です（上記の表３－９．５を参照してください）。 
 
表３－９．７ 分析結果報告書[７]エラーメッセージと対処方法 

エラーメッセージ 対処方法 
「分析結果の分析項目（2,3,7,8-TeCDD）の定量下限値以上 又は 検出下限～

定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ
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該当する値を入力して下さい。 セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,7,8-PeCDD）の定量下限値以上 又は 検出下限

～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目で

す。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,4,7,8-HxCDD）の定量下限値以上 又は 検出下

限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目

です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,6,7,8-HxCDD）の定量下限値以上 又は 検出下

限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目

です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,7,8,9-HxCDD）の定量下限値以上 又は 検出下

限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目

です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,4,6,7,8-HpCDD）の定量下限値以上 又は 検出

下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項

目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（OCDD）の定量下限値以上 又は 検出下限～定量下限

又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当する

値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,7,8-TeCDF）の定量下限値以上 又は 検出下限～

定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。

該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,7,8-PeCDF）の定量下限値以上 又は 検出下限

～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目で

す。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,4,7,8-PeCDF）の定量下限値以上 又は 検出下限

～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目で

す。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,4,7,8-HxCDF）の定量下限値以上 又は 検出下

限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目

です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,6,7,8-HxCDF）の定量下限値以上 又は 検出下

限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目

です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 
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「分析結果の分析項目（1,2,3,7,8,9-HxCDF）の定量下限値以上 又は 検出下

限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目

です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,4,6,7,8-HxCDF）の定量下限値以上 又は 検出下

限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目

です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,4,6,7,8-HpCDF）の定量下限値以上 又は 検出

下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項

目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,4,7,8,9-HpCDF）の定量下限値以上 又は 検出

下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項

目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（OCDF）の定量下限値以上 又は 検出下限～定量下限

又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当する

値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（TeCDDs）の定量下限値以上 又は 検出下限～定量下

限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当

する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（PeCDDs）の定量下限値以上 又は 検出下限～定量下

限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当

する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（HxCDDs）の定量下限値以上 又は 検出下限～定量下

限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当

する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（HpCDFs）の定量下限値以上 又は 検出下限～定量下

限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当

する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（OCDF）の定量下限値以上 又は 検出下限～定量下限

又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当する

値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（PCDFs）の定量下限値以上 又は 検出下限～定量下限

又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。該当する

値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（PCDDs+PCDFs）の定量下限値以上 又は 検出下限～定 分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成
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量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。

該当する値を入力して下さい。 

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（3,4,4',5-TeCB (#81)）の定量下限値以上 又は 検出

下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項

目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（3,3',4,4'-TeCB (#77)）の定量下限値以上 又は 検

出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須

項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（3,3',4,4',5-PeCB (#126)）の定量下限値以上 又は

検出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必

須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（3,3',4,4',5,5'-HxCB (#169)）の定量下限値以上 又

は 検出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは

必須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2',3,4,4',5-PeCB (#123)）の定量下限値以上 又は

検出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必

須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3',4,4',5-PeCB (#118)）の定量下限値以上 又は

検出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必

須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,3',4,4'-PeCB (#105)）の定量下限値以上 又は

検出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必

須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,4,4',5-PeCB (#114)）の定量下限値以上 又は 検

出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須

項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167)）の定量下限値以上 又

は 検出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは

必須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,3',4,4',5-HxCB (#156)）の定量下限値以上 又

は 検出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは

必須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,3',4,4',5'-HxCB (#157)）の定量下限値以上 又

は 検出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ
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必須項目です。該当する値を入力して下さい。 セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (#189)）の定量下限値以上

又は 検出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれか

は必須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（その他ノンオルト）の定量下限値以上 又は 検出下

限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目

です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（その他モノオルト）の定量下限値以上 又は 検出下

限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目

です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（その他計(DL-PCBs)）の定量下限値以上 又は 検出下

限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目

です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（TEQ(PCDDs 及び PCDFs）の定量下限値以上 又は 検

出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須

項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（TEQ(DL-PCBs)）の定量下限値以上 又は 検出下限～

定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須項目です。

該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（計:TEQ(ダイオキシン類)）の定量下限値以上 又は 検

出下限～定量下限 又は 検出下限値未満での検出下限値」のいずれかは必須

項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[７]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし３ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

 
表３－９．８ 分析結果報告書[８]エラーメッセージと対処方法 

エラーメッセージ 対処方法 
「分析結果の分析項目（2,3,7,8-TeCDD）の定量下限値以上 又は 定量下限値

未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下

さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,7,8-PeCDD）の定量下限値以上 又は 定量下限

値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して

下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,4,7,8-HxCDD）の定量下限値以上 又は 定量下

限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力し

て下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 
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「分析結果の分析項目（1,2,3,6,7,8-HxCDD）の定量下限値以上 又は 定量下

限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力し

て下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,7,8,9-HxCDD）の定量下限値以上 又は 定量下

限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力し

て下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,4,6,7,8-HpCDD）の定量下限値以上 又は 定量

下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力

して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（OCDD）の定量下限値以上 又は 定量下限値未満での

定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,7,8-TeCDF）の定量下限値以上 又は 定量下限値

未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下

さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,7,8-PeCDF）の定量下限値以上 又は 定量下限

値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して

下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,4,7,8-PeCDF）の定量下限値以上 又は 定量下限

値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して

下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,4,7,8-HxCDF）の定量下限値以上 又は 定量下

限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力し

て下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,6,7,8-HxCDF）の定量下限値以上 又は 定量下

限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力し

て下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,7,8,9-HxCDF）の定量下限値以上 又は 定量下

限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力し

て下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,4,6,7,8-HxCDF）の定量下限値以上 又は 定量下

限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力し

て下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,4,6,7,8-HpCDF）の定量下限値以上 又は 定量 分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成



 32

下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力

して下さい。 

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（1,2,3,4,7,8,9-HpCDF）の定量下限値以上 又は 定量

下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力

して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（OCDF）の定量下限値以上 又は 定量下限値未満での

定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（3,4,4',5-TeCB (#81)）の定量下限値以上 又は 定量

下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力

して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（3,3',4,4'-TeCB (#77)）の定量下限値以上 又は 定

量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入

力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（3,3',4,4',5-PeCB (#126)）の定量下限値以上 又は

定量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を

入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（3,3',4,4',5,5'-HxCB (#169)）の定量下限値以上 又

は 定量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値

を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2',3,4,4',5-PeCB (#123)）の定量下限値以上 又は

定量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を

入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3',4,4',5-PeCB (#118)）の定量下限値以上 又は

定量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を

入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,3',4,4'-PeCB (#105)）の定量下限値以上 又は

定量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を

入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,4,4',5-PeCB (#114)）の定量下限値以上 又は 定

量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入

力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167)）の定量下限値以上 又

は 定量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ
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を入力して下さい。 セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,3',4,4',5-HxCB (#156)）の定量下限値以上 又

は 定量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値

を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,3',4,4',5'-HxCB (#157)）の定量下限値以上 又

は 定量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値

を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (#189)）の定量下限値以上

又は 定量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する

値を入力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（TEQ(PCDDs 及び PCDFs）の定量下限値以上 又は 定

量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入

力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（TEQ(DL-PCBs)）の定量下限値以上 又は 定量下限値

未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入力して下

さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

「分析結果の分析項目（計:TEQ(ダイオキシン類)）の定量下限値以上 又は 定

量下限値未満での定量下限値」のいずれかは必須項目です。該当する値を入

力して下さい。 

分析結果報告書メニュー画面から分析結果報告書[８]を選択し「報告書作成

変更」をクリックし２ページ目を表示して下さい。このページにエラーメッ

セージに該当する項目があるので確認の上、該当する値を入力して下さい。 

 
その他のエラーメッセージとして、以下を記します。 
 
表３－９．８ その他のエラーメッセージ 

エラーメッセージ 対処方法 
セッションがタイムアウトしました。 ログイン後 一時保存、前ページ、次ページ、ダイレクトジャンプ、ユーザ情

報変更、パスワード変更など、サーバからデータを読み込むあるは書き込む

操作をせず 24 時間経過するとサーバとの通信が一旦切断されます。あるい
は、メンテナンスのためにサーバが再起動された可能性があります。 
大変恐れ入りますが、再度ログインしてください。 

現在、サーバがビジー状態です。 現在、サーバがビジー状態です。恐れ入りますが、データは消失していない

ため、しばらく待ってから、一時保存、前ページ、次ページ、ダイレクトジ

ャンプ、ユーザ情報変更、パスワード変更など、サーバからデータを読み込

むあるは書き込む操作を再度実行してください。 




