更新履歴
更新日付 更新区分

21.6.15

21.6.15

21.6.15

変更

新規

新規

仕様書名

修正内容

Ｐ３ ２ 受付システム画面一覧
受付システムイン
表２－１ 受付システム画面一覧の項番25に「ダイ
ターフェイスに関
レクト納付確認(SU00S300)」を追加
する仕様書
Ｐ７ ７ 受付システム状態遷移図
受付システムインターフェイスに関する仕様書の
受付システムイン 項番７に「受付システム状態遷移図」についての
ターフェイスに関 記述を追加
する仕様書
Ｐ８ ８ ステータス設定値一覧
受付システムインターフェイスに関する仕様書の
受付システムイン 項番８に「ステータス設定値一覧」についての記述
ターフェイスに関 を追加
する仕様書
資料１_画面遷移図
画面遷移図（３／３２）、画面遷移図（１０／３２）～
（２５／３２）
以下の流れを追加

21.6.15

新規

・メール詳細（ダイレクト納付（一般））の流れ
・期日指定可能（一般）の流れ
・期日指定不可（一般）の流れ
・納付期限切れ（一般）の流れ
・納付指示中（一般）の流れ
受付システムイン ・期日指定中（一般）の流れ
ターフェイスに関 ・納付済（一般）の流れ
する仕様書
・再納付不可（一般）の流れ
・メール詳細（ダイレクト納付（納付関連））の流れ
・期日指定可能（納付関連）の流れ
・期日指定不可（納付関連）の流れ
・納付期限切れ（納付関連）の流れ
・納付指示中（納付関連）の流れ
・期日指定中（納付関連）の流れ
・納付済（納付関連）の流れ
・再納付不可（納付関連）の流れ
資料１_画面遷移図
画面遷移図（４／３２）、画面遷移図（５／３２）
メール詳細（一般）の流れに以下の画面遷移を追
加

21.6.15

新規

受付システムイン
ターフェイスに関 ・ダイレクト納付登録完了通知の場合
・ダイレクト納付変更完了通知の場合
する仕様書
・ダイレクト納付取り止め通知の場合
・ダイレクト納付完了通知の場合
・ダイレクト納付エラー通知の場合

備考

更新履歴
更新日付 更新区分

仕様書名

修正内容
資料２_XML構造設計書（受付システムインター
フェイス） P．１１
画面ID：SU00S100(メール詳細（一般）)において、
以下の要素を追加

21.6.15

21.6.15

21.6.15

変更

変更

変更

・項番41「ダイレクト納付」
・項番42「ダイレクト納付メッセージ（ボタン説明）」
・項番43「ダイレクト納付メッセージ（補足説明）」
・項番44「ダイレクト納付見出し」
受付システムイン ・項番45「ダイレクト納付指定日見出し」
ターフェイスに関 ・項番46「ダイレクト納付指定日」
・項番47「ボタン情報」
する仕様書
・項番48「今すぐ納付される方」
・項番49「納付日を指定される方」
・項番50「納付指定日の取消し」
・項番51「リンク情報」
・項番52「今すぐ納付される方」
・項番53「納付日を指定される方」
・項番54「納付指定日の取消し」
※以降項番を再付番
資料２_XML構造設計書（受付システムインター
フェイス）P．１２
画面ID：SU00S100(メール詳細（一般）)において、
項番76「ステータス」の備考を
「正常時'100'を設定する。
受付拒否エラー時'110'を設定する。
受付システムイン その他エラー時'110'を設定する。
ターフェイスに関 申告のお知らせ時'102'を設定する。
納付完了通知時'103'を設定する。
する仕様書
利用者識別番号等通知時'104'を設定する。」
から
「資料6「ステータス設定値一覧（受付システムイン
ターフェイス）」参照。」
に修正
資料２_XML構造設計書（受付システムインター
フェイス） P．１２
画面ID：SU00S100(メール詳細（一般）)において、
受付システムイン 以下の要素を追加
ターフェイスに関
する仕様書
・項番77「ステータス２（ダイレクト納付関連）」
※以降項番を再付番

備考

更新履歴
更新日付 更新区分

仕様書名

修正内容
資料２_XML構造設計書（受付システムインター
フェイス） P．１４～P．１５
画面ID：SU00S110(メール詳細（納付区分番号通
知）)において、以下の要素を追加

21.6.15

21.6.15

変更

変更

・項番43「ダイレクト納付」
・項番44「ダイレクト納付メッセージ（ボタン説明）」
・項番45「ダイレクト納付メッセージ（補足説明）」
・項番46「ダイレクト納付見出し」
・項番47「ダイレクト納付指定日見出し」
・項番48「ダイレクト納付指定日」
・項番49「インターネットバンキングメッセージ」
受付システムイン ・項番50「ボタン情報」
ターフェイスに関 ・項番51「今すぐ納付される方」
・項番52「納付日を指定される方」
する仕様書
・項番53「納付指定日の取消し」
・項番54「納付区分番号はこちら」
・項番55「ダイレクト納付に戻る」
・項番56「リンク情報」
・項番57「今すぐ納付される方」
・項番58「納付日を指定される方」
・項番59「納付指定日の取消し」
・項番60「納付区分番号はこちら」
・項番61「ダイレクト納付に戻る」
※以降項番を再付番

資料２_XML構造設計書（受付システムインター
フェイス）P．１５
画面ID：SU00S110(メール詳細（納付区分番号通
知）)において、項番78「ステータス」の備考を
「正常時かつ合計税額欄＞０の場合'101'を設定す
る。
正常時かつ合計税額欄＜＝０の場合'100'を設定
する。
正常時かつ納付済の場合'102'を設定する。
受付システムイン
納付期限切れの場合'102'を設定する。
ターフェイスに関
受付拒否エラー時'110'を設定する。
する仕様書
その他エラー時'110'を設定する。」
から
「資料6「ステータス設定値一覧（受付システムイン
ターフェイス）」参照。」
に修正

備考

更新履歴
更新日付 更新区分

21.6.15

21.6.15

21.6.15

21.6.15

21.6.15

変更

新規

新規

変更

新規

仕様書名

修正内容

資料２_XML構造設計書（受付システムインター
フェイス） P．１５
画面ID：SU00S110(メール詳細（納付区分番号通
受付システムイン 知）)において、以下の要素を追加
ターフェイスに関
する仕様書
・項番79「ステータス２（ダイレクト納付関連）」
※以降項番を再付番
資料２_XML構造設計書（受付システムインター
受付システムイン フェイス） P．３０
ターフェイスに関 画面ID：SU00S300(ダイレクト納付確認)を新規作
成
する仕様書
資料３_XSL構造設計書 P．２１
受付システムイン 画面ID：SU00S300(ダイレクト納付確認)を新規作
ターフェイスに関 成
する仕様書
資料４_受付システム画面チェック条件表 P．１
対象ID：全画面において、項番5「遷移情報．メー
ル種別」のチェック条件を
「遷移情報．メール種別が'0'（申告／申請／申告
のお知らせ／納付完了通知）、'1'（納付通知）、'2'
（納税証明書）、' '（スペース1桁）のいずれかであ
受付システムイン ること。
ターフェイスに関 」
する仕様書
から
「遷移情報．メール種別が'0'、'1'、'2'、'3'、'4'、' '（ス
ペース1桁）のいずれかであること。」
に修正

資料４_受付システム画面チェック条件表 P．１０
受付システムイン 対象ID：SU00S300(ダイレクト納付確認)を新規作
ターフェイスに関 成
する仕様書
資料５_受付システム状態遷移図を新規作成

21.6.15

21.6.15

新規

新規

受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書
資料６_ステータス設定値一覧（受付システムイン
受付システムイン ターフェイス）を新規作成
ターフェイスに関
する仕様書

備考

更新履歴
更新日付 更新区分

仕様書名

修正内容
資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
２
CLICommunicationインターフェースの
CreateRequestで使用するリクエストID

21.6.15

21.6.15

変更

新規

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

画面ＩＤ「SU00S100, SU00S110, SU00S120」のリク
エストＩＤに「XU00S100_10, XU00S100_11,
XU00S100_12, XU00S100_13, XU00S100_14」を追
加
資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
２
CLICommunicationインターフェースの
CreateRequestで使用するリクエストID
画面ＩＤ「SU00S300」の行を追加
資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
２
CLICommunicationインターフェースの
CreateRequestで使用するリクエストID

21.6.15

変更

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

枠外の備考に以下を追加
※リクエストＩＤ：XU00S100_13、XU00S100_14は画
面ＩＤがSU00S110の場合のみ利用可能。
※リクエストＩＤ：XU00S100_10、XU00S100_11、
XU00S100_12、XU00S100_13、XU00S100_14は対
応する遷移先情報を確認し、情報が設定されてい
ない場合はリクエストしないこと。（SU00S100(メー
ル詳細)参照）
※リクエストID：XU00S300はステータスの値により
遷移先が変更される。(SU00S300（ダイレクト納付
確認）参照)
※リクエストID：XU00S300_2はステータスの値によ
り使用できない場合がある。(SU00S300（ダイレク
ト納付確認）参照)

備考

更新履歴
更新日付 更新区分

仕様書名

修正内容
資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
１３
SU00S100（メール詳細）

21.6.15

21.6.15

新規

新規

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

CLIHｔｔｐResponseインターフェースのGetValue関
数で使用するパラメータ名称に以下を追加
・「ダイレクト納付」
・「ダイレクト納付_メッセージボタン説明」
・「ダイレクト納付_メッセージ補足説明」
・「ダイレクト納付_ダイレクト納付見出し」
・「ダイレクト納付_ダイレクト納付指定日見出し」
・「ダイレクト納付_ダイレクト納付指定日_元号」
・「ダイレクト納付_ダイレクト納付指定日_年」
・「ダイレクト納付_ダイレクト納付指定日_月」
・「ダイレクト納付_ダイレクト納付指定日_日」
・「ダイレクト納付_インターネットバンキングメッ
セージ」
・「ダイレクト納付_ボタン_今すぐ納付される方」
・「ダイレクト納付_ボタン_納付日を指定される方」
・「ダイレクト納付_ボタン_納付指定日の取消し」
・「ダイレクト納付_ボタン_納付区分番号はこちら」
・「ダイレクト納付_ボタン_ダイレクト納付に戻る」
・「ダイレクト納付_リンク_今すぐ納付される方」
・「ダイレクト納付_リンク_納付日を指定される方」
・「ダイレクト納付_リンク_納付指定日の取消し」
・「ダイレクト納付_リンク_納付区分番号はこちら」
・「ダイレクト納付_リンク_ダイレクト納付に戻る」

資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
１３
SU00S100（メール詳細）
CLIHｔｔｐResponseインターフェースのGetValue関
数で使用するパラメータ名称に、「ステータス２」を
追加

備考

更新履歴
更新日付 更新区分

仕様書名

修正内容
資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
１４
SU00S100（メール詳細）

21.6.15

21.6.15

変更

変更

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

枠外の備考を
「※「メール詳細_詳細編集項目_内容_種別」、「ＭＰ
Ｎ用編集項目_項目_内容_種別」の項目に関しては
「メール詳細_詳細編集項目_内容」、「ＭＰＮ用編集
項目_項目_内容」の型属性（"kingaku", "string"）を
取得する」
から
「※「メール詳細_詳細編集項目_内容_種別」、「ＭＰ
Ｎ用編集項目_項目_内容_種別」の項目に関しては
「メール詳細_詳細編集項目_内容」、「ＭＰＮ用編集
項目_項目_内容」の型属性（"kingaku", "string"）を
取得する。」
に修正
資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
１４
SU00S100（メール詳細）
枠外の備考を
「※ネットバンキング、納税証明書、受信データ（Ｘ
ＭＬ）、納税証明書ダウンロード確認、送付書、通
知書及び交付請求は存在しないこともある。その
場合は、0を返す。存在しない場合にこの配下の
データを取得しようとした場合は空文字列を返
す。」
から
「※ネットバンキング、納税証明書、受信データ（Ｘ
ＭＬ）、納税証明書ダウンロード確認、送付書、通
知書、交付請求及びダイレクト納付は存在しない
こともある。その場合は、0を返す。存在しない場
合にこの配下のデータを取得しようとした場合は
空文字列を返す。」
に修正
資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
１４
SU00S100（メール詳細）

21.6.15

変更

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

枠外の備考に以下を追加
※ダイレクト納付は画面IDが"SU00S100"または
"SU00S110"の場合に存在する可能性がある。ま
たその一部には画面IDが"SU00S110"にのみ存
在するデータがある。（詳細は受付システムXML
構造設計書（受付IF）参照）
※ダイレクト納付に関するボタンの遷移先情報を
確認し、情報が取得できない場合は対応するリク
エストを送信しない。（画面とリクエストＩＤ参照）

備考

更新履歴
更新日付 更新区分

仕様書名

修正内容

備考

資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
２１～２２
SU00S300(ダイレクト納付確認)
21.6.15

21.6.15

21.6.15

新規

変更

新規

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

送受信モジュー
ルインターフェイ
ス仕様書

21.6.15

変更

XMLスキーマ

21.6.15

変更

XMLスキーマ

CLIHｔｔｐResponseインターフェースのGetValue関
数で使用するパラメータ名称、CLIHttpRequestイ
ンターフェースのSetParameter関数で使うパラメー
タ名称を新規作成

資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
２５
受付システムの各XML構造設計にある<status>タ
グに格納される値
画面ID：SU00S300（ダイレクト納付確認）の項目を
追加
資料_送受信モジュールで使用するパラメータ Ｐ．
２６
受付システムの各XML構造設計にある<status2>
タグに格納される値
新規作成
XMLスキーマファイル「somu\SOZ041-001.xsd」を 平成21年6
修正
月1日仕様
公開に係る
追加分
XMLスキーマファイル「somu\SOZ051-001.xsd」を 平成21年6
修正
月1日仕様
公開に係る
追加分

