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1. はじめに 
 
本ドキュメントは、BizFAX スマートキャストを利用したシステム連携サービス(旧称 Web 連携サービス)の

WEB クライアント操作方法について示すものです。 
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2. クライアント条件 
 

2.1 ハードウェア推奨条件 
 
クライアントのハードウェア推奨条件を以下に示します。 

表 2-1 クライアントハードウェア推奨条件 

CPU 1.0 GHz 以上 
メモリ 32bit：1GB 以上 

64bit：2GB 以上 
 
 

2.2 ソフトウェア推奨条件 
 
クライアントのソフトウェア推奨条件を以下に示します。 

表 2-2 クライアントソフトウェア推奨条件 

OS Microsoft Windows 10 
Web ブラウザ Microsoft Edge 
対応SSL(*) TLS1.2 

*：ベリサインの証明書を使用しています。 
 
 

2.3 環境条件 
 
クライアントの環境条件を以下に示します。本環境条件が満たされていない場合、正常に動作しませんのでご

注意ください。 

表 2-3 クライアント環境条件 

JavaScript 有効 
画面解像度 1024×768 ピクセルを推奨 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
WWW ブラウザをご利用になる際、ブラウザ付属の「戻る」ボタンと「最新の情報に更新」は使用しな

いでください。正常に動作しない場合があります。 
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3. Web 画面操作方法 
 
 
3.1 ユーザ登録 

 
本サービスのご利用にあたっては、弊社にてアクセス ID の登録が必要です。 
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3.2 認証 

 
Web ブラウザを起動し、下記に示すURL をアドレスバーに入力して[Enter]キーを押下してください。「ログ

イン画面」が表示されます。(図 3-1参照) 
また、工事情報などのトピックスがある場合は画面の下部に表示されます。 
 

URL https://www.ifaxasp.olink.ne.jp/Sirius_Web/webIndex.do 
 
 

 
図 3-1 ログイン画面 

周知事項がある場合には 
周知文が表示されます。 

認証チェックを開始します。 

入力情報をクリアします。 

案内画像が表示されます。 
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ログイン画面の入力条件を以下に示します。 

表 3-1 入力条件一覧(ログイン画面) 

項目名 入力 
規定 

入力

桁数 
入力

必須 説明 

アクセス ID 半角 
英数字 

8 ○ ユーザ登録時に指定したアクセス ID を入力してください。 

アクセスパスワ

ード 
半角 
英数字 

6～11 ○ ユーザ登録時に指定したアクセスパスワードを入力してく

ださい。 
 
 
ログイン画面にてアクセス ID およびパスワードを入力後、「ログイン」ボタンをクリックすると認証チェッ

クを行います。 
 



 
 

システム連携サービス 技術資料【WEB クライアント編】 3. Web 画面操作方法 
 

 

6 

 
複数回連続して認証に失敗した場合はエラーメッセージが表示され、そのブラウザからのログインはできなく

なります。(図 3-2参照) 
 
 

 
図 3-2 認証NG 画面 

 
 
 
認証成功後、多要素認証を利用している場合には「第二認証パスワード認証画面」へ遷移します。(図 3-4 参

照) 
多要素認証を利用していない場合は、「メニュー画面」へ遷移します。(図 3-3参照) 
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図 3-3 メニュー画面 

メニュー画面にて利用したい機能をクリックしてください。 

パスワード変更、配送状況・結果一覧画面表示項目設定を

行うためのユーザ情報変更画面へ遷移します。 

配送状況確認を行うための配送状況・結果検索画面へ

遷移します。 
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3.3 第二認証パスワード認証 

 
ログイン画面でアクセス ID とパスワードを入力し、ログインボタンを押下してください。認証 OK の場合、

第二認証パスワード認証画面が表示されます。(図 3-4参照) 
 

 

図 3-4 第二認証パスワード認証画面(ログイン画面遷移) 

 
ログイン画面の入力条件を以下に示します。 

表 3-2 入力条件一覧(第二認証パスワード認証画面) 

項目名 入力 
規定 

入力

桁数 
入力

必須 説明 

第二認証パスワ

ード 
半角 
英数字 

12 ○ メールで通知された第二認証パスワードを入力してくださ

い。 
 
 
第二認証パスワード認証画面にて第二認証パスワードを入力後、「OK」ボタンをクリックすると認証チェッ

クを行います。 
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複数回連続して誤った第二認証パスワードを入力した場合、エラーメッセージが表示され一定時間ログインが

できなくなります。(図 3-5参照) 
また、第二認証パスワードには有効期限が存在します。有効期限を過ぎた第二認証パスワードを入力した場合

には認証失敗となります。 
 

 

図 3-5 認証NG 画面(ログイン画面遷移) 
 
認証NG 後に一定時間経過せずにログインした場合、アカウントロック画面が表示されます。(図 3-6参照) 
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図 3-6 アカウントロック画面 

 

一定時間経過後、アカウントロックは解除され、ログインが可能となる。 
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3.4 配送状況検索 

 
配送状況および結果の検索を行います。 
 
 
3.4.1 配送状況・結果検索画面 
 
メニュー画面(参照)から「配送状況・結果確認」をクリックすると、配送状況・結果検索画面が表示されます。

(図 3-7参照) 
 
 

 
図 3-7 配送状況・結果検索画面 

検索条件を初期値に戻します。 
検索を開始します。 
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配送状況・結果検索画面の入力条件を以下に示します。 

表 3-2 入力条件一覧(配送状況・結果検索画面) 

項目名 入力 
規定 

入力

桁数 
入力

必須 説明 

検索開始日時 － － ○ プルダウンメニューより「月」「日」「時」「分」を指定して

ください。 
暦上に存在しない日は指定できません。 
画面表示直後は現在日の 0 時 0 分を表示します。 
検索開始有効日時は 60 日前の現在時 0 分迄です。 

検索終了日時 － － ○ プルダウンメニューより「月」「日」「時」「分」を指定して

ください。 
暦上に存在しない日は指定できません。 
画面表示直後は現在日時の 59 分を表示します。 
検索終了有効日時は 4 日後の現在時 59 分迄です。 

検索日時対象 － － ○ 検索開始日時・終了日時の対象を選択してください。 
選択パターンは「受付日時」「配送開始日時」です。 
画面表示直後は「受付日時」が対象となっております。 

検索単位 － － ○ 検索単位を選択してください。 
選択パターンは「受付リクエスト単位」「宛先単位」です。 
画面表示直後は「受付リクエスト単位」が対象となっており

ます。 
出力対象 － － ○ 出力対象を選択してください。 

選択パターンは「画面表示」「CSV ファイル出力」です。 
画面表示直後は「画面表示」が対象となっております。 

データ識別番号 半角 
英数字 

1～10 － 10 桁までの半角英数字で指定してください。 
10 桁未満の場合は前方一致検索(曖昧検索)が行われます。 

詳細情報 1 制御文

字以外 
最大

127 バ

イト 

－ 127 バイトまでの制御文字以外の文字で指定してください。 
127 バイト未満の場合は部分一致検索(曖昧検索)が行われま

す。 
詳細情報 2 制御文

字以外 
最大

127 バ

イト 

－ 127 バイトまでの制御文字以外の文字で指定してください。 
127 バイト未満の場合は部分一致検索(曖昧検索)が行われま

す。 
詳細情報 3 制御文

字以外 
最大

127 バ

イト 

－ 127 バイトまでの制御文字以外の文字で指定してください。 
127 バイト未満の場合は部分一致検索(曖昧検索)が行われま

す。 
送信先FAX 番号 数字 1～18 － 18 桁までの数字で指定してください。 

18 桁未満の場合は前方一致検索(曖昧検索)が行われます。 
配送状況 － － ○ プルダウンメニューより配送状況を選択してください。 

「検索単位」の指定によってメニューが変わります。 
検索単位 選択メニュー 検索対象 
受付リク

エスト単

位 

全リクエスト 全てのリクエスト 
不達あり 不達宛先を含むリク

エスト 
未送信あり 未送信宛先を含むリ

クエスト 
宛先単位 全宛先 全ての宛先 

不達宛先 不達状態の宛先 
未送信宛先 未送信状態の宛先 

 
画面表示直後は「全リクエスト」が対象となっております。 
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＜検索期間について＞ 
 
配送状況の検索有効期間は以下のようになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-8 配送状況の検索有効期間(例) 
＜検索件数について＞ 
 
検索結果の件数が規定値よりも多い場合は、検索条件の絞り込みを促すメッセージが表示されます。その場合

は検索条件を変更し、再度検索を行ってください。 

表 3-3 配送状況の検索件数上限値 

出力形式 検索件数上限値 
画面表示 500 件 
CSV 出力 60000 件 

 
 
配送状況・結果検索画面にて検索条件を入力後、「検索」ボタンをクリックしてください。 
・ 出力単位に「画面表示」、検索単位に「受付リクエスト単位」を指定した場合は配送状況・結果一覧画面

(リクエスト表示)が表示されます。(図 3-9参照) 
・ 出力単位に「画面表示」、検索単位に「宛先単位」を指定した場合は配送状況・結果一覧画面(宛先表示)

が表示されます。(図 3-13参照) 
・ 出力単位に「CSV 出力」を指定した場合はダウンロードダイアログが表示されます。(図 3-15参照) 
 
 

検索有効期間 

現在日時(2 月 6 日 15 時 24 分) 
        ▼ 

 ▲ 
12 月 8 日 15 時 0 分 

▲ 
2 月 10 日 15 時 59 分 

4 日後の 
現在「時」59 分 

60 日前の 
現在「時」0 分 
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3.4.2 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示) 
 
配送状況・結果検索画面(図 3-7参照)にて検索単位に「受付リクエスト単位」を指定して検索を行うと、配送

状況・結果一覧画面(リクエスト表示)に検索結果が表示されます。(図 3-9、図 3-10参照) 
 
 

 
図 3-9 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)(1/2) 

 

検索条件に該当した件数を表示します。 

各表示項目の幅を変更できます。 
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図 3-10 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)(2/2) 

 
 
「検索画面へ」ボタンをクリックすると、配送状況・結果検索画面へ遷移します。(図 3-7参照) 
「再検索」ボタンをクリックすると、配送状況・結果検索画面(図 3-7参照)で指定した条件で再び検索を行い、

最新の状態を表示します。 
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配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)の出力情報を以下に示します。 

表 3-4 出力情報一覧(配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)) 

項目名 表示項目名 説明 
配送ステータス 受付処理中 受付処理中の場合に表示します。 

受付NG 受付処理に失敗した場合に表示します。 
配送待機中 配送時刻指定等により配送待ちとなっている場合に表示します。 
配送処理中 リクエスト内の宛先に対する配送が開始されている場合に表示します。 
配送処理済 リクエスト内の宛先に対する配送が終了しており、1 件でも配送NG が

ある場合に表示します。 
全送達 リクエスト内の宛先に対する配送が終了しており、全宛先が配送 OK

の場合に表示します。 
詳細情報 1  詳細情報 1 を表示します。 

詳細情報 1 が省略されている場合は「－」を表示します。 
詳細情報 2  詳細情報 2 を表示します。 

詳細情報 2 が省略されている場合は「－」を表示します。 
受付日時  例)2006/02/06 21:45 

リクエストの受付日時を表示します。 
詳細情報 3  詳細情報 3 を表示します。 

詳細情報 3 が省略されている場合は「－」を表示します。 
配送開始日時  例)2006/02/07 09:00 

リクエストの配送開始日時を表示します。 
配送完了日時  例)2006/02/07 09:30 

リクエストの配送完了日時を表示します。 
手動再送信を行う度に更新されます。 

データ識別番号  データ識別番号を表示します。 
データ識別番号が省略されている場合は「－」を表示します。 

宛先数  リクエスト内の宛先数(*)を表示します。 
送達数  配送OK となっている宛先数(*)を表示します。 
不達数  配送NG となっている宛先数(*)を表示します。 
手動再送信実施

状況 
実施済 リクエスト単位の手動再送信および新規配送を実施した場合に表示し

ます。 
未実施 リクエスト単位の手動再送信を実施していない場合に表示します。 

再送信可否 ○ リクエスト単位の再送信が可能な場合に表示します。 
－ リクエスト単位の再送信が不可の場合に表示します。 

配送中止可否 ○ リクエスト単位の配送中止が可能な場合に表示します。 
－ リクエスト単位の配送中止が不可の場合に表示します。 

配送原稿 
(ボタン名：閲覧) 

 配送する原稿を参照するための閲覧ボタンを表示します。 
配送原稿が無い場合は「－」を表示します。 

受付不可理由  受付処理に失敗した場合にエラーメッセージを表示します。また、配送

中止を行った場合もメッセージを表示します。 
(表示されるエラーメッセージについては「5.2 配送処理におけるエラ

ー要因」参照) 
項目名をクリックすると、別画面でエラー詳細画面(図 3-51参照)を表

示します。 
*：不達時転送として指定された宛先は含みません。 
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3.4.3 宛先検索画面 
 
配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)に表示されている検索結果を、さらに宛先単位に絞り込むことがで

きます。(図 3-11参照) 
 
 

 
図 3-11 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)(宛先検索時) 

 
配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)の出力情報は表 3-4を参照してください。 

宛先検索画面へ遷移します。 全てのチェックボックスを選択します。 
全てのチェックボックスを解除します。 

宛先検索を行うリクエストを選択してください。(複数指定可) 
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配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)にて対象となるリクエストをチェックして「宛先検索」ボタンをク

リックすると、宛先検索画面が表示されます。(図 3-12参照) 
 
 

 
図 3-12 宛先検索画面 

 
 
「一覧画面へ」ボタンをクリックすると、配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)へ遷移します。(図 3-11

参照) 
 

検索条件を初期値に戻します。 

検索を開始します。 
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配送状況・結果検索画面の入力条件を以下に示します。 

表 3-5 入力条件一覧(宛先検索画面) 

項目名 入力 
規定 

入力

桁数 
入力

必須 説明 

出力対象 － － ○ 出力対象を選択してください。 
選択パターンは「画面表示」「CSV ファイル出力」です。 
画面表示直後は「画面表示」が対象となっております。 

送信先FAX 番号 半角 
数字 

1～18  18 桁までの数字で指定してください。 
18 桁未満の場合は前方一致検索(曖昧検索)が行われます。 

配送状況 － － ○ プルダウンメニューより配送状況を選択してください。 
選択メニュー 検索対象 

全宛先 全ての宛先 
不達宛先 不達状態の宛先 
未送信宛先 未送信状態の宛先 

 
画面表示直後は「全宛先」が対象となっております。 

 
 
 
宛先検索画面にて検索条件を入力後、「検索」ボタンをクリックしてください。 
・ 出力単位に「画面表示」を指定した場合は配送状況・結果一覧画面(宛先表示)が表示されます。(図 3-13

参照) 
・ 出力単位に「CSV 出力」を指定した場合はダウンロードダイアログが表示されます。(図 3-15参照) 
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3.4.4 配送状況・結果一覧画面(宛先表示) 
 
配送状況・結果検索画面(図 3-7参照)にて検索単位に「宛先単位」を指定して検索した場合や、宛先検索画面(図 

3-12参照)より検索を行った場合、配送状況・結果一覧画面(宛先表示)に検索結果が表示されます。(図 3-13、図 
3-14参照) 

 
 

 
図 3-13 配送状況・結果一覧画面(宛先表示)(1/2) 

 
 
「検索画面へ」ボタンをクリックすると、配送状況・結果検索画面へ遷移します。(図 3-7参照) 
「再検索」ボタンをクリックすると、配送状況・結果検索画面(図 3-7参照)または宛先検索画面(図 3-12参照)

で指定した条件で再び検索を行い、最新の状態を表示します。 

各表示項目の幅を変更できます。 
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図 3-14 配送状況・結果一覧画面(宛先表示)(2/2) 
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配送状況・結果一覧画面(宛先表示)の出力情報を以下に示します。 

表 3-6 出力情報一覧(配送状況・結果一覧画面(宛先表示)) 

項目名 表示項目名 説明 
配送ステータス 配送待機中 配送時刻指定等により配送待ちとなっている場合に表示します。 

配送処理中 送信先FAX 番号へ配送中の場合に表示します。 
再送信中 自動または手動による再送信中の場合に表示します。 
配送OK 配送先FAX 番号への配送が成功した場合に表示します。 
配送NG 配送先FAX 番号への配送が失敗した場合に表示します。 

詳細情報 1  詳細情報 1 を表示します。 
詳細情報 1 が省略されている場合は「－」を表示します。 

送信先FAX 番号  送信先のFAX 番号を表示します。 
詳細情報 2  詳細情報 2 を表示します。 

詳細情報 2 が省略されている場合は「－」を表示します。 
受付日時  例)2006/02/06 21:45 

要求の受付日時を表示します。 
詳細情報 3  詳細情報 3 を表示します。 

詳細情報 3 が省略されている場合は「－」を表示します。 
配送開始日時  例)2006/02/07 09:00 

配送開始日時を表示します。 
配送完了日時  例)2006/02/07 09:30 

配送完了日時を表示します。 
手動再送信を行う度に更新されます。 

データ識別番号  データ識別番号を表示します。 
データ識別番号が省略されている場合は「－」を表示します。 

帳票識別番号  ※現在は使用しません 
受付頁数  配送予定の頁数を表示します。 
配送頁数  配送が完了した頁数を表示します。 
手動再送信実施

状況 
実施済 宛先単位の手動再送信を実施した場合に表示します。 
未実施 宛先単位の手動再送信を実施していない場合に表示します。 

再送信可否 ○ 不達時転送宛先への再送信が可能な場合に表示します。 
(元宛先への手動再送信はリクエスト表示画面より実施) 

－ 不達時転送宛先への再送信が不可の場合、または元宛先の場合に表示し

ます。 
不達時転送対象

宛先 
※ 不達時転送として指定された宛先の場合に表示します。 
－ 不達時転送として指定された宛先ではない場合に表示します。 

不達理由  配送NG となった場合にエラーメッセージを表示します。 
(表示されるエラーメッセージについては「5.2 配送処理におけるエラ

ー要因」参照) 
項目名をクリックすると、別画面でエラー詳細画面(図 3-51参照)を表

示します。 
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3.4.5 検索結果ダウンロード 
 
配送状況・結果検索画面(図 3-7参照)または宛先検索画面(図 3-12参照)にて出力対象に「CSV 出力」を指定し

て検索を行うと、ダウンロードダイアログが表示されます。(図 3-15参照) 
 
 

 
図 3-15 ダウンロードダイアログ(配送状況出力ファイル) 

 

保存ボタン横の▼から、名前を付けて保存をクリックしてください。 
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ダウンロードダイアログにて「保存」ボタンをクリックすると、保存ダイアログが表示されます。(図 3-16参

照) 
 
 

 
図 3-16 保存ダイアログ(配送状況出力ファイル) 

 
保存ダイアログにてディレクトリおよびファイル名を確認し、「保存」ボタンをクリックします。 
 
配送状況出力ファイルのフォーマットについては「4.1 配送状況出力ファイル」を参照してください。 

必要に応じて、保存するファイル名を変更してください。 

必要に応じて、保存する

ディレクトリを変更し

てください。 

保存ボタンをクリックしてください。 
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3.5 配送中止 

 
配送開始時刻に至っていない配送を中止することができます。配送中止はリクエスト単位に実施します。 
 
 
配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)に表示されている検索結果から配送中止可能なリクエストを選択し、

配送中止を行います。(図 3-19参照) 
 
 

 
図 3-17 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)(配送中止時)(1/2) 

 
 

配送中止可能なリクエストには「配送中止可否」欄に「○」を表示します。 
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図 3-18 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)(配送中止時)(2/2) 

 
 
 
配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)の出力情報は表 3-4を参照してください。 
 
 
「配送中止可否」欄に「○」が表示されているリクエストに対して配送中止を行うことができます。 
 

配送中止確認画面へ遷移します。 

配送中止を行うリクエストを選択してください。(複数選択可) 
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配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)にて対象となるリクエストをチェックして「配送中止」ボタンをク

リックすると、配送中止確認画面が表示されます。(図 3-19参照) 
 
 

 
図 3-19 配送中止確認画面(リクエスト指定) 

配送中止確認画面の出力情報を以下に示します。 

表 3-7 出力情報一覧(配送中止確認画面:リクエスト指定) 

項目名 表示項目名 説明 
詳細情報 1  リクエストの詳細情報 1 を表示します。 

詳細情報 1 が省略されている場合は「－」を表示します。 
詳細情報 2  リクエストの詳細情報 2 を表示します。 

詳細情報 2 が省略されている場合は「－」を表示します。 
受付日時  例)2006/02/06 21:45 

リクエストの受付日時を表示します。 
配送開始日時  例)2006/02/07 09:00 

リクエストの配送開始日時を表示します。 
データ識別番号  リクエストのデータ識別番号を表示します。 

データ識別番号が省略されている場合は「－」を表示します。 
詳細情報 3  リクエストの詳細情報 3 を表示します。 

詳細情報 3 が省略されている場合は「－」を表示します。 
宛先数  リクエスト内の宛先数を表示します。 

 
 
配送中止確認画面にて「OK」ボタンをクリックすると配送中止処理を行います。 
 

内容を確認してください。 

配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示) 
へ戻ります。 

配送中止を開始します。 
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配送中止処理が終了すると、配送中止完了画面が表示されます。(図 3-20参照) 
 
 

 
図 3-20 配送中止完了画面 

 
 
「OK」ボタンをクリックすると、配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)へ遷移します。(図 3-9参照) 
 

 

配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)
へ遷移します。 
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3.6 再送信 

 
不達となった配送に対して再送信することができます。再送信はリクエスト単位または宛先単位に実施しま

す。 
 
 

3.6.1 再送信(リクエスト指定) 
 
配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)に表示されている検索結果から再送信可能なリクエストを選択し、

再送信を行います。(図 3-21参照) 
 
リクエスト単位での再送信は、送信先 FAX 番号または宛先情報ファイルに指定された宛先で、不達となって

いるものが対象となります。(不達時の転送先として指定された宛先への再送信については「3.6.2 再送信(宛先指

定)」を参照してください) 
 
 

 
図 3-21 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)(再送信時)(1/2) 

 

再送信可能なリクエストには「再送信可否」欄に「○」を表示します。 
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図 3-22 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)(再送信時)(2/2) 

 
 
配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)の出力情報は表 3-4を参照してください。 
 
 
「再送信可否」欄に「○」が表示されているリクエストに対して再送信を行うことができます。 
 
 

再送信を行うリクエストを選択してください。(複数選択可) 

再送信確認画面へ遷移します。 
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配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)にて対象となるリクエストをチェックして「再送信」ボタンをクリ

ックすると、再送信確認画面が表示されます。(図 3-23参照) 
 
 

 
図 3-23 再送信確認画面(リクエスト指定) 

再送信確認画面の出力情報を以下に示します。 

表 3-8 出力情報一覧(再送信確認画面:リクエスト指定) 

項目名 表示項目名 説明 
詳細情報 1  リクエストの詳細情報 1 を表示します。 

詳細情報 1 が省略されている場合は「－」を表示します。 
詳細情報 2  リクエストの詳細情報 2 を表示します。 

詳細情報 2 が省略されている場合は「－」を表示します。 
受付日時  例)2006/02/06 21:45 

リクエストの受付日時を表示します。 
詳細情報 3  リクエストの詳細情報 3 を表示します。 

詳細情報 3 が省略されている場合は「－」を表示します。 
配送開始日時  例)2006/02/07 09:00 

リクエストの配送開始日時を表示します。 
配送完了日時  例)2006/02/07 09:30 

リクエストの配送完了日時を表示します。 
データ識別番号  リクエストのデータ識別番号を表示します。 

データ識別番号が省略されている場合は「－」を表示します。 
宛先数  リクエスト内の宛先数(*)を表示します。 
不達数  リクエスト内の配送NG となっている宛先数(*)を表示します。 

*：不達時転送として指定された宛先は含みません。 

内容を確認してください。 

再送信を開始します。 

配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示) 
へ戻ります。 
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再送信確認画面にて「OK」ボタンをクリックすると再送信処理を行います。 
 
再送信処理が正常終了すると、再送信完了画面が表示されます。(図 3-24参照) 
 
 

 
図 3-24 再送信完了画面 

 
「OK」ボタンをクリックすると、配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)へ遷移します。(図 3-21参照) 
 

配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)
へ遷移します。 
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3.6.2 再送信(宛先指定) 
 
配送状況・結果一覧画面(宛先表示)に表示されている検索結果から再送信可能な宛先を選択し、再送信を行い

ます。(図 3-25参照) 
 
宛先単位での再送信は、不達時の転送先として指定された宛先で、不達となっているものが対象となります。

(送信先 FAX 番号または宛先情報ファイルに指定された宛先への再送信については「3.6.1 再送信(リクエスト指

定)」を参照してください) 
 
 

 
図 3-25 配送状況・結果一覧画面(宛先表示)(再送信時)(1/2) 

 
 

再送信可能な宛先には「再送信可否」欄に

「○」が表示されます。 
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図 3-26 配送状況・結果一覧画面(宛先表示)(再送信時)(2/2) 

 
 
配送状況・結果一覧画面(宛先表示)の出力情報は表 3-6を参照してください。 
 
 
「再送信可否」欄に「○」が表示されている宛先に対して再送信を行うことができます。 
 
 
 
 
 

再送信を行う宛先を選択してください。(複数指定可) 

再送信確認画面へ遷移します。 
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配送状況・結果一覧画面(宛先表示)にて対象となる宛先をチェックして「再送信」ボタンをクリックすると、

再送信確認画面が表示されます。(図 3-27参照) 
 
 

 
図 3-27 再送信確認画面(宛先指定) 

内容を確認してください。 

再送信を開始します。 

配送状況・結果一覧画面(宛先表示) 
へ戻ります。 
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再送信確認画面の出力情報を以下に示します。 

表 3-9 出力情報一覧(再送信確認画面:宛先指定) 

項目名 表示項目名 説明 
詳細情報 1  詳細情報 1 を表示します。 

詳細情報 1 が省略されている場合は「－」を表示します。 
送信先FAX 番号  送信先FAX 番号を表示します。 
詳細情報 2  詳細情報 2 を表示します。 

詳細情報 2 が省略されている場合は「－」を表示します。 
受付日時  例)2006/02/06 21:45 

受付日時を表示します。 
詳細情報 3  詳細情報 3 を表示します。 

詳細情報 3 が省略されている場合は「－」を表示します。 
配送開始日時  例)2006/02/07 09:00 

配送開始時刻を表示します。 
配送完了日時  例)2006/02/07 09:30 

配送完了日時を表示します。 
データ識別番号  データ識別番号を表示します。 

データ識別番号が省略されている場合は「－」を表示します。 
受付頁数  配送予定の頁数を表示します。 
配送頁数  配送が完了した頁数を表示します。 
不達時転送対象

宛先 
※ 不達時転送宛先であることを示します。 

 
 
再送信確認画面にて「OK」ボタンをクリックすると再送信処理を行い、再送信処理終了後に表示される再送

信完了画面(図 3-24参照)にて「OK」ボタンをクリックすると、配送状況・結果一覧(宛先表示)が表示されます。

(図 3-25参照) 
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3.7 新規配送 

 
配送結果が確定したリクエストに対して新規配送をWeb 画面から行うことができます。 

 
3.7.1 新規配送(リクエスト指定) 
 
配送状況・結果検索画面(図 3-7参照)にて検索単位に「受付リクエスト単位」を指定して検索した場合、配送

状況・結果一覧画面(リクエスト表示)が表示されます。(図 3-28参照) 
 

 
 

図 3-28 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)(新規配送時) 
 
配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)の出力情報は表 3-4を参照してください。 

 
新規配送を行う条件を以下に示します。条件を全て満たす必要があります。 

表 3-10 新規配送条件一覧(新規配送確認画面)(リクエスト指定) 

表示項目名 説明(条件) 
配送ステータス 「全送達」または「配送処理済」であること。 
受付日時 受付日時が現在日時より遡って 30 日を越えていないこと。 

 
 
配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)にて対象となるリクエストをチェックして「新規配送」ボタンをク

リックすると、新規配送確認画面が表示されます。(図 3-29参照) 
 

新規配送を行うリクエストを選択してください。(複数指定可) 

新規配送確認画面へ遷移します。 
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図 3-29 新規配送確認画面(リクエスト指定) 
 
新規配送確認画面の出力情報を以下に示します。 

 

表 3-11 出力情報一覧(新規配送確認画面)(リクエスト指定) 

項目名 表示項目名 説明 
詳細情報 1  リクエストの詳細情報 1 を表示します。 

詳細情報 1 が省略されている場合は「－」を表示します。 
詳細情報 2  リクエストの詳細情報 2 を表示します。 

詳細情報 2 が省略されている場合は「－」を表示します。 
受付日時  例)2006/02/06 21:45 

リクエストの受付日時を表示します。 
詳細情報 3  リクエストの詳細情報 3 を表示します。 

詳細情報 3 が省略されている場合は「－」を表示します。 
配送完了日時  例)2006/02/07 09:30 

リクエストの配送完了日時を表示します。 
データ識別番号  リクエストのデータ識別番号を表示します。 

データ識別番号が省略されている場合は「－」を表示します。 
宛先数  リクエスト内の宛先数(*)を表示します。 
不達数  リクエスト内の配送NG となっている宛先数(*)を表示します。 

*：不達時転送として指定された宛先は含みません。 
 
 
 
 

内容を確認してください。 

配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示) 
へ戻ります。 

新規配送を開始します。 
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新規配送確認画面にて「OK」ボタンをクリックすると即時に新規呼として配送処理を行います。 
 
新規配送処理が正常終了すると、新規配送完了画面が表示されます。(図 3-30参照) 
 
 

 
 

図 3-30 新規配送完了画面(リクエスト指定) 
 

 
「OK」ボタンをクリックすると、配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)へ遷移します。(図 3-28参照) 

配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)
へ遷移します。 
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3.7.2 新規配送(宛先指定) 

 
配送結果が確定した宛先に対して新規配送を Web 画面から行うことができます。また、宛先単位の新規配送

では送信先FAX 番号の変更を行う事が出来ます。 
 
配送状況・結果一覧画面(宛先表示)に表示されている検索結果から新規配送可能な宛先を選択し、新規配送を

行います。(図 3-31参照) 
 

 
図 3-31 配送状況・結果一覧画面(宛先表示)(新規配送時) 

 
配送状況・結果一覧画面(宛先表示)の出力情報は表 3-6を参照してください。 
 
新規配送を行う条件を以下に示します。条件を全て満たす必要があります。 
 

表 3-12 新規配送条件(新規配送確認画面) (宛先指定) 

表示項目名 説明(条件) 
配送ステータス 「配送OK」または「配送NG」であること。 
受付日時 宛先及び関連するリクエストの受付日時が現在日時より遡って 30 日を越えていないこと。 

 
配送状況・結果一覧画面(宛先表示)にて対象となる宛先をチェックして「新規配送」ボタンをクリックすると、

新規配送確認画面が表示されます。(図 3-32参照) 
 

新規配送を行う宛先を選択してください。(複数指定可) 

新規配送確認画面へ遷移します。 
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図 3-32 新規配送確認画面(宛先指定) 

 
新規配送確認画面の出力情報を以下に示します。 
 

表 3-13 出力情報一覧(新規配送確認画面) (宛先指定) 

項目名 表示項目名 説明 
詳細情報 1  詳細情報 1 を表示します。 

詳細情報 1 が省略されている場合は「－」を表示します。 
送信先FAX 番号  送信先FAX 番号を表示します。 
詳細情報 2  詳細情報 2 を表示します。 

詳細情報 2 が省略されている場合は「－」を表示します。 
受付日時  例)2006/02/06 21:45 

受付日時を表示します。 
詳細情報 3  詳細情報 3 を表示します。 

詳細情報 3 が省略されている場合は「－」を表示します。 
配送完了日時  例)2006/02/07 09:30 

配送が完了した日時を表示します。 
不達宛先に対する手動再送信を行う度に更新します。 

データ識別番号  データ識別番号を表示します。 
データ識別番号が省略されている場合は「－」を表示します。 

受付頁数  配送予定の頁数を表示します。 
配送頁数  配送が完了した頁数を表示します。 
不達時転送対象

宛先 
※ 不達時転送宛先であることを示します。 

 

新規配送を開始します。 
 

内容を確認してください。 

配送状況・結果一覧画面(宛先表示) 
へ戻ります。 

FAX 番号変更確認画面へ 
遷移します。 
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新規配送確認画面にて「OK」ボタンをクリックすると即時に新規呼として配送処理を行います。 
 
新規配送処理が正常終了すると、新規配送完了画面が表示されます。(図 3-33参照) 
 
「FAX 番号変更」ボタンをクリックすると、FAX 番号変更確認画面が表示されます。 (図 3-34参照) 
 
※ FAX 番号変更確認画面では、宛先ファイルにて指定した漢字宛名の変更は出来ません。 
 

 
図 3-33 新規配送完了画面(宛先指定) 

 
 
「OK」ボタンをクリックすると、配送状況・結果一覧画面(宛先表示)へ遷移します。(図 3-31参照) 

 
 

 

配送状況・結果一覧画面(宛先表示)へ 
遷移します。 
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図 3-34 FAX 番号変更確認画面 

 
FAX 番号変更確認画面の出力情報を以下に示します。 
 

表 3-14 出力情報一覧(FAX 番号変更確認画面) 

項目名 表示項目名 説明 
詳細情報 1  詳細情報 1 を表示します。 

詳細情報 1 が省略されている場合は「－」を表示します。 
送信先FAX 番号  送信先FAX 番号を表示します。 

チェックを入れる事でFAX 番号の変更が可能になります。 
チェックを外す事で自動的に変更前のFAX 番号に変更されます。 

詳細情報 2  詳細情報 2 を表示します。 
詳細情報 2 が省略されている場合は「－」を表示します。 

受付日時  例)2006/02/06 21:45 
受付日時を表示します。 

詳細情報 3  詳細情報 3 を表示します。 
詳細情報 3 が省略されている場合は「－」を表示します。 

配送完了日時  例)2006/02/07 09:30 
配送が完了した日時を表示します。 
不達宛先に対する手動再送信を行う度に更新します。 

データ識別番号  データ識別番号を表示します。 
データ識別番号が省略されている場合は「－」を表示します。 

受付頁数  配送予定の頁数を表示します。 
配送頁数  配送が完了した頁数を表示します。 
不達時転送対象

宛先 
※ 不達時転送宛先であることを示します。 

 
FAX 番号変更確認画面にて「OK」ボタンをクリックすると、新規配送確認画面(FAX 番号変更有り)が表示さ

れます。(図 3-35参照) 

新規配送確認画面(FAX 番号変更有り)へ 
遷移します。 

新規配送確認画面へ戻ります。 

FAX 番号を変更し、内容を確認してください。 
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図 3-35 新規配送確認画面(FAX 番号変更有り) 

 
新規配送確認画面(FAX 番号変更有り)の出力情報を以下に示します。 

 

表 3-15 出力情報一覧(新規配送確認画面) (FAX 番号変更有り) 

項目名 表示項目名 説明 
詳細情報 1  詳細情報 1 を表示します。 

詳細情報 1 が省略されている場合は「－」を表示します。 
送信先FAX 番号  送信先FAX 番号を表示します。 

FAX 番号変更画面で変更した送信先FAX 番号には末尾に赤字で「＊」

が付与されます。 
詳細情報 2  詳細情報 2 を表示します。 

詳細情報 2 が省略されている場合は「－」を表示します。 
受付日時  例)2006/02/06 21:45 

受付日時を表示します。 
詳細情報 3  詳細情報 3 を表示します。 

詳細情報 3 が省略されている場合は「－」を表示します。 
配送完了日時  例)2006/02/07 09:30 

配送が完了した日時を表示します。 
不達宛先に対する手動再送信を行う度に更新します。 

データ識別番号  データ識別番号を表示します。 
データ識別番号が省略されている場合は「－」を表示します。 

受付頁数  配送予定の頁数を表示します。 
配送頁数  配送が完了した頁数を表示します。 
不達時転送対象

宛先 
※ 不達時転送宛先であることを示します。 

 
新規配送確認画面(FAX 番号変更有り)にて「OK」ボタンをクリックすると新規配送処理を行います。 

 

内容を確認してください。 

新規配送を開始します。 
 

FAX 番号変更確認画面へ戻ります。 
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新規配送処理が正常終了すると、新規配送完了画面が表示されます。(図 3-33参照) 
 
 

 
 

3.8 配送原稿閲覧 
 
 
配送原稿の閲覧を行うことができます。 
 
配送状況・結果検索画面(図 3-7参照)にて検索単位に「受付リクエスト単位」を指定して検索した場合、配送

状況・結果一覧画面(リクエスト表示)が表示されます。(図 3-36参照) 
 
 

 
図 3-36 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)(配送原稿閲覧時) 

 
配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)の出力情報は表 3-4を参照してください。 
 
 

ファイル閲覧画面へ遷移します。 
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配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)にて「閲覧」ボタンをクリックすると、ファイル閲覧画面が表示さ

れます。(図 3-37参照) 
 
 

 
図 3-37 ファイル閲覧画面(配送原稿) 

 
 
「一覧画面へ」をクリックすると、配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)へ遷移します。(図 3-36参照) 
 

ファイル名をクリックしてください。 
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ファイル閲覧画面にてファイル名をクリックすると、ダウンロードダイアログが表示されます。(図 3-38参

照) 
 
 

 
図 3-38 ダウンロードダイアログ(配送原稿) 

 
 
ファイルを閲覧する場合は「ファイルを開く」ボタンを、ファイルを保存する場合は「保存」ボタンをクリッ

クしてください。 
 
 
 

ファイルを閲覧する場合に

「ファイルを開く」ボタン

をクリックしてください。 

保存ボタン横の▼から、

名前を付けて保存を 
クリックしてください。 
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ダウンロードダイアログにて「保存」ボタンをクリックすると、保存ダイアログが表示されます。(図 3-39参

照) 
 
 

 
図 3-39 保存ダイアログ(配送原稿) 

 
 
保存ダイアログのディレクトリ、ファイル名を確認し、保存ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 

 

必要に応じて、保存する

ディレクトリを変更し

てください。 

保存ボタンをクリックしてください。 

必要に応じて、保存するファイル名を変更してください。 
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3.9 ユーザ情報変更 

 
メニュー画面(参照)から「ユーザ情報変更」をクリックすると、ユーザ情報変更画面が表示されます。(図 3-40

参照) 
この画面ではパスワード変更、第二認証パスワード送信用メールアドレス変更、配送状況・結果一覧画面の表

示項目設定(リクエスト表示・宛先表示)を行うことができます。 
なお、多要素認証を利用していない場合には、第二認証パスワード送信用メールアドレス変更画面は表示され

ません。 
 

3.9.1 パスワード変更 
お客様のアクセスパスワードの変更をWeb 画面より行うことができます。 
 

 

 
図 3-40 ユーザ情報変更画面 

ユーザ情報変更画面の入力条件を以下に示します。 

表 3-16 入力条件一覧(ユーザ情報変更画面) 

項目名 入力 
規定 

入力

桁数 
入力

必須 説明 

旧アクセスパスワ

ード 
半角 
英数字 

6～11 ○ 現在のアクセスパスワードを入力してください。 
画面上では「●」で表示されます。 

新アクセスパスワ

ード 
半角 
英数字 

6～11 ○ 新しいアクセスパスワードを入力してください。 
画面上では「●」で表示されます。 

新アクセスパスワ

ード(再入力) 
半角 
英数字 

6～11 ○ 新しいパスワードを再入力してください。 
画面上では「●」で表示されます。 

 

入力情報をクリアします。 
パスワード変更を開始します。 
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ユーザ情報変更画面にて「OK」ボタンをクリックすると、パスワード変更処理を行います。 
 
変更処理が終了すると、ユーザ情報変更完了画面が表示されます。(図 3-41参照) 
 
 

 
図 3-41 ユーザ情報変更完了画面 

 
 
「OK」ボタンをクリックすると、メニュー画面へ遷移します。(参照) 
 

メニュー画面へ遷移します。 
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3.9.2 第二認証パスワード送信用メールアドレス変更 
多要素認証を利用している場合、お客様の第二認証パスワード送信用メールアドレスの変更を Web 画面より

行うことができます。 
 

 

 
図 3-42 ユーザ情報変更画面(1/2) 
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図 3-43 ユーザ情報変更画面(2/2) 

 
ユーザ情報変更画面の入力条件を以下に示します。 

表 3-17 入力条件一覧(ユーザ情報変更画面) 

項目名 入力 
規定 

入力

桁数 
入力

必須 説明 

旧第二認証パスワ

ード送信用メール

アドレス 

半角 
文字 
(制御

文字除

く) 

64 ○ 現在の第二認証パスワード送信用メールアドレスを入力し

てください。 

新第二認証パスワ

ード送信用メール

アドレス 

半角 
文字 
(制御

文字除

く) 

64 ○ 新しい第二認証パスワード送信用メールアドレスを入力し

てください。 

新第二認証パスワ

ード送信用メール

アドレス(再入力) 

半角 
文字 
(制御

文字除

く) 

64 ○ 新しい第二認証パスワード送信用メールアドレスを再入力

してください。 
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ユーザ情報変更画面にて「OK」ボタンをクリックすると、第二認証パスワード認証画面へ遷移します。(図 3-44

参照) 
 

 
図 3-44 第二認証パスワード認証画面(ユーザ情報変更画面遷移) 

 
第二認証パスワード認証画面にて第二認証パスワードを入力後、「OK」ボタンをクリックすると認証チェック

を行います。 
 
複数回連続して誤った第二認証パスワードを入力した場合、認証NG 画面が表示されます。(図 3-45参照) 
 
また、第二認証パスワードには有効期限が存在します。有効期限を過ぎた第二認証パスワードを入力した場合

には認証失敗となります。 
 



 
 

システム連携サービス 技術資料【WEB クライアント編】 3. Web 画面操作方法 
 

 

54 

 
図 3-45 認証NG 画面(ユーザ情報変更画面遷移) 

 
 
「確認」ボタンをクリックすると、ユーザ情報変更画面へ遷移します。(図 3-41参照) 
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図 3-46 ユーザ情報変更完了画面 

 
 
「OK」ボタンをクリックすると、メニュー画面へ遷移します。(図 3-3 参照) 

 

メニュー画面へ遷移します。 
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3.9.3 配送状況・結果一覧画面表示項目設定 

 
配送状況・結果一覧画面に表示される項目を設定することができます。(図 3-3-47参照) 
 

 
図 3-3-47 配送状況・結果一覧画面表示項目設定画面 

 
リクエスト表示、宛先表示で個別に設定可能で、表示しない項目のチェックボックスを外した状態で、「設定」 

ボタンをクリックすると以降の検索ではチェックボックスが付いている項目のみ表示されるようになります。 
全選択、全解除のリンクをクリックすることで、一括でチェックボックスの変更ができます。 
「*」印の付いている項目については必須項目のため、変更できません。 
 
「設定」ボタンをクリックすると設定完了画面が表示されます。(図 3-3-48参照) 

変更内容を設定します。 

表示したい項目にチェックを入れ

てください 
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図 3-3-48 配送状況・結果一覧画面表示項目設定完了画面 

 
「OK」ボタンをクリックすると、メニュー画面へ遷移します。(図 3-3参照) 

メニュー画面へ遷移します。 
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3.10 ヘルプ 

 
ヘルプが表示されます。 
 
3.10.1 エラー詳細画面 
 
配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示) (図 3-49参照)から「受付不可理由」をクリックすると、別画面でエ

ラー詳細画面(図 3-51参照)が表示されます。 
 

 

 
 

 

図 3-49 配送状況・結果一覧画面(リクエスト表示)(受付不可理由クリック時) 
 

配送状況・結果一覧画面(宛先表示) (図 3-50参照)から「不達理由」をクリックすると、別画面でエラー詳細画面

図 3-51参照)が表示されます。 
 

 

エラー詳細画面が別画面で表示されます。 
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図 3-50 配送状況・結果一覧画面(宛先表示)(不達理由クリック時) 
 

 
 
 

エラー詳細画面が別画面で表示されます。 
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図 3-51 エラー詳細画面 
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3.11 ログアウト 

 
本サービスからのログアウトを行います。 
 
全ての画面にあるメニューより「ログアウト」をクリックすると、ログアウト処理を行います。(図 3-52参照) 
 

 

 
図 3-52 メニュー画面(ログアウト) 

 
 
ログアウト処理が終了すると、ログイン画面が表示されます。(図 3-1参照) 
 
 
 

ログアウトし、ログイン画面へ遷移します。 
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3.12 セッションタイムアウト発生 

 
本システムでは、なりすましを防止するため、一定時間のアクセスが無い場合は操作不要と判断して自動的に

ログアウトを行います。その場合、セッションタイムアウト画面が表示されます。(図 3-53参照) 
 
 

 
図 3-53 セッションタイムアウト画面 

 
セッションタイムアウト画面にて「確認」ボタンをクリックすると、自動的にブラウザを閉じます。 
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3.13 サーバエラー発生 

 
クライアントからの要求に応じた処理をサーバにて行っている際、予期せぬエラーが発生する場合があります。

その場合、システムエラー画面が表示されます。(図 3-54参照) 
 
 

 
図 3-54 システムエラー画面 

 
システムエラーが発生した場合は、保守者へ連絡を行ってください。 
システムエラー画面にて「確認」ボタンをクリックすると、メニュー画面へ遷移します。(図 3-3参照) 
 
 
 
 
 

 

メニュー画面へ遷移します。 
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4. ファイル入出力インタフェース 
 
 
本システムにおけるファイル入出力について以下に示します。 

表 4-1 ファイル入出力一覧 

No. ファイル名 説明 
1 配送状況出力ファイル 配送状況の検索(CSV 出力指定)時に使用するファイル 
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4.1 配送状況出力ファイル 

 
本ファイルは配送状況・結果確認画面において CSV 出力指定による検索実行時に生成するファイルです。お客様が配送状況および結果を確認するために必要な情報を出

力いたします。出力する項目は受付リクエスト毎、宛先毎で異なります。 
 

表 4-2 ファイル条件(配送状況出力ファイル) 

No. 項目 条件 
1 ファイル形式 CSV ファイル(カンマ区切り) 
2 拡張子 .csv 
3 文字コード S-JIS 
4 改行コード CRLF 
5 最大行数 60000 行(タイトル行を除く) 
6 ファイル名 配送状況出力ファイルのファイル名は以下の命名規則で付与します。 

アクセス ID_YYYYMMDDhhmmss.csv 
例)  
a4001200_20051215093000.csv 

7 その他 特になし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 ファイルサンプル(配送状況出力ファイル:受付リクエスト単位) 

1 行目: “配送ステータス”, ”詳細情報 1”,”詳細情報 2”,”受付日時”, ”詳細情報 3”,”配送開始日時”,”配送完了日時”,”データ識別番号”,”宛先数”,”送達数”,”不
達数”,”手動再送信実施状況”,”受付不可理由” [CR][LF] 

2 行目: “配送処理済”, “件名”, “宛先”, “2005/12/05 10:00”, “その他”, “2005/12/05 10:30”, “2005/12/05 12:15”, “abc0012345”, 100000, 95000, 5000, 
“済”, [CR][LF] 

3 行目: “配送処理中”, “件名”, “宛先”, “2005/12/07 10:00”, ,“2005/12/12 10:30”, , “0123”, 1000, 50, 20, “未”, [CR][LF] 
4 行目: “配送待機中”, “件名”, , “2005/12/08 10:00”, , “2005/12/15 12:00”, , “456789”, 50000, 0, 0, “未”, [CR][LF] 
5 行目: “受付 NG”, , ,  “2005/12/09 09:00”, , “2005/12/09 09:00”, “2005/12/09 09:00”, , 2000, 0, 0, “未”,”*301 サービス要求内容が不正です。” 

[CR][LF] 
6 行目: [EOF] 
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表 4-3 ファイル構成(配送状況出力ファイル) 

No. 行数 内容 備考 
1 1 行目 ヘッダ部 ヘッダ部 
2 2 行目 データ部[0] データ分繰り返し 
3 3 行目 データ部[1] 
4 ・・・ ・・・ 
5 n 行目 データ部[m]  

 

表 4-4 ファイルフォーマット(配送状況出力ファイル:受付リクエスト単位)(1/2) 

フォーマ

ット 
No. 出力内容 種別 出力形式 出力サンプル 内容 備考 

ヘッダ部 1 タイトル 1 必須 14 バイト固定 “配送ステータス” データ部の各項目のタイトル データを「”」(ダブ

ルクォーテーショ

ン)で括ります。 
2 タイトル 2 必須 9 バイト固定 “詳細情報 1” 
3 タイトル 3 必須 9 バイト固定 “詳細情報 2” 
4 タイトル 4 必須 8 バイト固定 “受付日時” 
5 タイトル 5 必須 9 バイト固定 “詳細情報 3” 
6 タイトル 6 必須 12 バイト固定 “配送開始日時” 
7 タイトル 7 必須 12 バイト固定 “配送完了日時” 
8 タイトル 8 必須 14 バイト固定 “データ識別番号” 
9 タイトル 9 必須 6 バイト固定 “宛先数” 
10 タイトル 10 必須 6 バイト固定 “送達数” 
11 タイトル 11 必須 6 バイト固定 “不達数” 
12 タイトル 12 必須 18 バイト固定 “手動再送信実施状

況” 
13 タイトル 13 必須 12 バイト固定 “受付不可理由” 
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表 4-5 ファイルフォーマット(配送状況出力ファイル:受付リクエスト単位)(2/2) 

フォーマ

ット 
No. 出力内容 種別 出力形式 出力サンプル 内容 備考 

データ部

[m] 
1 配送ステータス 必須 最大 10 バイト “配送処理済” リクエストの配送ステータス (「受

付処理中」「受付NG」「配送待機中」

「配送処理中」「配送処理済」「全送

達」のいずれかを出力) 

データを「”」(ダブ

ルクォーテーショ

ン)で括ります。 
 

詳細情報 1,2,3 に

ついてデータ内の

「,」(カンマ)は文

字として扱い、「”」
(ダブルクォーテー

ション)は二重化し

ます。 

2 詳細情報 1 省略あり 最大 127 バイト 注 1 “件名” リクエストの詳細情報 1 
3 詳細情報 2 省略あり 最大 127 バイト 注 1 “宛先” リクエストの詳細情報 2 
4 受付日時 必須 YYYY/MM/DD hh:mm “2005/12/05 10:00” リクエストの受付日時 
5 詳細情報 3 省略あり 最大 127 バイト 注 1 “その他” リクエストの詳細情報 3 
6 配送開始日時 必須 YYYY/MM/DD hh:mm “2005/12/05 10:30” リクエストの配送開始日時 
7 配送完了日時 省略あり YYYY/MM/DD hh:mm “2005/12/05 12:15” リクエストの配送完了日時 (配送

が確定した場合に出力) 
8 データ識別番号 省略あり 半角英数字 最大 10 桁 “abc0012345” リクエストのデータ識別番号(デー

タ識別番号指定ありの場合に出力) 
9 宛先数 必須 半角数字 最大 6 桁 100000 リクエストの宛先数  
10 送達数 必須 半角数字 最大 6 桁 95000 リクエストの送達宛先数 
11 不達数 必須 半角数字 最大 6 桁 5000 リクエストの不達宛先数 
12 手動再送信実施状況 必須 2 バイト固定 “済” リクエストの手動再送信および新

規配送実施状況 (「未」「済」のい

ずれかを出力) 

データを「”」(ダブ

ルクォーテーショ

ン)で括ります。 
13 受付不可理由 省略あり 最大 69 バイト “*124 エラー文言” リクエストの受付不可理由 

(受付不可の場合に出力)  
注 1) 制御文字は表示できません。
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表 4-6 ファイルフォーマット(配送状況出力ファイル:宛先単位)(1/3) 

フォーマ

ット 
No. 出力内容 種別 出力形式 出力サンプル 内容 備考 

ヘッダ部 1 タイトル 1 必須 14 バイト固定 “配送ステータス” データ部の各項目のタイトル データを「”」(ダブ

ルクォーテーショ

ン)で括ります。 
2 タイトル 2 必須 9 バイト固定 “詳細情報 1” 
3 タイトル 3 必須 13 バイト固定 “送信先FAX 番号” 
4 タイトル 4 必須 9 バイト固定 “詳細情報 2” 
5 タイトル 5 必須 8 バイト固定 “受付日時” 
6 タイトル 6 必須 9 バイト固定 “詳細情報 3” 
7 タイトル 7 必須 12 バイト固定 “配送開始日時” 
8 タイトル 8 必須 12 バイト固定 “配送完了日時” 
9 タイトル 9 必須 14 バイト固定 “データ識別番号” 
10 タイトル 10 必須 12 バイト固定 “帳票識別番号” 
11 タイトル 11 必須 8 バイト固定 “受付頁数” 
12 タイトル 12 必須 8 バイト固定 “配送頁数” 
13 タイトル 13 必須 18 バイト固定 “手動再送信実施状

況” 
14 タイトル 14 必須 18 バイト固定 “不達時転送対象宛

先” 
15 タイトル 15 必須 11 バイト固定 “オプション 1” 
16 タイトル 16 必須 11 バイト固定 “オプション 2” 
17 タイトル 17 必須 8 バイト固定 “不達理由” 
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表 4-7 ファイルフォーマット(配送状況出力ファイル:宛先単位)(2/3) 

フォー

マット 
No. 出力内容 種別 出力形式 出力サンプル 内容 備考 

デ ー タ

部[m] 
1 配送ステータス 必須 最大 10 バイト “配送NG” 配送ステータス (「配送待機中」「配

送処理中」「再送信中」「配送 OK」

「配送NG」のいずれかを出力) 

データを「”」(ダブ

ルクォーテーショ

ン)で括ります。 
詳細情報 1,2,3 に

ついてデータ内の

「,」(カンマ)は文

字として扱い、「”」
(ダブルクォーテ

ーション)は二重

化します。 
 

2 詳細情報 1 省略あり 最大 127 バイト 注 1 “件名” 詳細情報 1 
3 送信先FAX 番号 必須 半角数字 最大 18 桁 “0432198765” 送信先FAX 番号 
4 詳細情報 2 省略あり 最大 127 バイト 注 1 “宛先” 詳細情報 2 
5 受付日時 必須 ‘YYYY/MM/DD hh:mm “2005/12/05 10:00” 配送受付日時 
6 詳細情報 3 省略あり 最大 127 バイト 注 1 “その他” 詳細情報 3 
7 配送開始日時 必須 ‘YYYY/MM/DD hh:mm “2005/12/05 10:30” 配送開始日時 
8 配送完了日時 省略あり ‘YYYY/MM/DD hh:mm “2005/12/05 12:15” 配送完了日時(配送が確定した場合

に出力) 
9 データ識別番号 省略あり 半角英数字 最大 10 桁 “abc0012345” データ識別番号(データ識別番号指

定ありの場合に出力) 
10 帳票識別番号 必須 半角数字 最大 7 桁 - ※現在は使用しません 
11 受付頁数 必須 半角数字 最大 3 桁 100 配送予定頁数  
12 配送頁数 必須 半角数字 最大 3 桁 100 配送完了頁数 
13 手動再送信実施状況 必須 2 バイト固定 “未” 手動再送信(宛先単位)の実施状況 

(「未」「済」のいずれかを出力) 
データを「”」(ダブ

ルクォーテーショ

ン)で括ります。 
 
注 1) 制御文字は表示できません。 
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表 4-8 ファイルフォーマット(配送状況出力ファイル:宛先単位)(3/3) 

フォー

マット 
No. 出力内容 種別 出力形式 出力サンプル 内容 備考 

デ ー タ

部[m] 
14 不達時転送対象宛先 必須 半角数字 1 桁固定 1 不達時転送宛先であるこ

とを示すフラグ 
(「0:OFF」「1:ON」の

いずれかを出力) 

 

15 オプション 1 必須 半角数字 7 桁固定 “0010011” 配送オプション 1 
※以下を左から 1 桁ずつ示す。 
①「0」固定 
②「0」固定 
③着信課金指定:「0:指定なし」 

「1:指定あり」 
④「0」固定 
⑤「0」固定 
⑥自動再送信指定:「0:指定なし」「1:
指定あり」 
⑦通知指定: 
「0:指定なし」 
「1:不達メール通知」 
「2:配送結果メール通知」 

データを「”」(ダブ

ルクォーテーショ

ン)で括ります。 

16 オプション 2 省略あり 半角数字 最大 18 桁 “0456789123” 配送オプション 2 
※転送先FAX 番号を示す。 
(転送先 FAX 番号指定ありの場合

に出力) 
17 不達理由 省略あり 最大 69 バイト “*124 エラー文言” 不達理由 

(不達の場合に出力) 
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5. 付録 
 
5.1 Web 画面操作におけるエラー要因 

 
Web 画面操作におけるエラー要因を以下に示します。 

表 5-1 エラー要因(Web 画面操作)(1/3) 

機能 エラーメッセージ エラー要因 対処方法 
ログイン・ 
パスワード変更 

アクセス ID が入力されておりませ

ん。 
「アクセス ID」が入力され

ていない 
「アクセス ID」を入

力してください 
アクセス ID が正しく入力されてお

りません。半角英数字で入力してく

ださい。 

「アクセス ID」が入力規定

外(使用文字または桁数)で
ある 

「アクセス ID」を正

しく入力してくださ

い 

アクセスパスワードが入力されて

おりません。 
「アクセスパスワード」が入

力されていない 
「パスワード」を入

力してください 
旧アクセスパスワードが入力され

ておりません。 
新アクセスパスワードが入力され

ておりません。 
新アクセスパスワード(再入力)が入

力されておりません。 
アクセスパスワードが正しく入力

されておりません。半角英数字で入

力してください。 

「アクセスパスワード」が入

力規定外(使用文字または桁

数)である 

「パスワード」を正

しく入力してくださ

い 
旧アクセスパスワードが正しく入

力されておりません。半角英数字で

入力してください。 
新アクセスパスワードが正しく入

力されておりません。半角英数字で

入力してください。 
新アクセスパスワード(再入力)が正

しく入力されておりません。半角英

数字で入力してください。 
旧アクセスパスワードが誤ってい

ます。再入力してください。 
現在登録されている「アクセ

スパスワード」と一致しない 

新アクセスパスワードと再入力し

た新アクセスパスワードが一致し

ません。 

「新パスワード」と「新パス

ワード(再入力)」が一致しな

い 

「新パスワード」と

「新パスワード(再入

力)」に同じものを入

力してください 
不正なアクセスです。 送信元 IP アドレスが当該

「アクセス ID」の許容ネッ

トワークアドレスに一致し

ない 

「アクセス ID」また

は送信元IPアドレス

を確認してください 

アクセス ID またはアクセスパスワ

ードが誤っています。再入力してく

ださい。 

現在登録されている「アクセ

ス ID」または「アクセスパ

スワード」と一致しない 

「アクセス ID」また

は「パスワード」を

正しく入力してくだ

さい 
新第二認証パスワード送信用メー

ルアドレス(再入力)が入力されてお

りません。 

「新第二認証パスワード送

信用メールアドレス(再入

力)」が入力されていない 

「新第二認証パスワ

ード送信用メールア

ドレス(再入力)」を入

力してください 
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旧アクセスパスワードまたは新第

二認証パスワード送信用メールア

ドレスが入力されておりません。 

「旧アクセスパスワード」ま

たは「新第二認証パスワード

送信用メールアドレス」のど

ちらも入力されていない 

「旧アクセスパスワ

ード」または「新第

二認証パスワード送

信用メールアドレ

ス」を入力してくだ

さい 
新第二認証パスワード送信用メー

ルアドレスが正しく入力されてお

りません。64 桁までの半角文字で

入力してください。 

「新第二認証パスワード送

信用メールアドレス」が入力

規定外(使用文字または桁

数)である 

「新第二認証パスワ

ード送信用メールア

ドレス」を正しく入

力してください 
新第二認証パスワード送信用メー

ルアドレス(再入力)が正しく入力さ

れておりません。64 桁までの半角

文字で入力してください。 

「新第二認証パスワード送

信用メールアドレス(再入

力)」が入力規定外(使用文字

または桁数)である 

「新第二認証パスワ

ード送信用メールア

ドレス(再入力)」を正

しく入力してくださ

い 
新第二認証パスワード送信用メー

ルアドレスと再入力第二認証パス

ワード送信用メールアドレスが一

致しません。 

「新第二認証パスワード送

信用メールアドレス」と「新

第二認証パスワード送信用

メールアドレス(再入力)」が

一致しない 

「新第二認証パスワ

ード送信用メールア

ドレス」または「新

第二認証パスワード

送信用メールアドレ

ス(再入力)」を正しく

入力してください 
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表 5-2 エラー要因(Web 画面操作)(2/3) 

機能 エラーメッセージ エラー要因 対処方法 
配送状況検索 データ識別番号が正しく入力され

ておりません。10 桁までの半角英

数字で入力してください。 

「データ識別番号」が入力規

定外(使用文字または桁数)で
ある 

「データ識別番号」を

正しく入力してくださ

い 
詳細情報 1 が正しく入力されてお

りません。制御文字を含まず、127
バイトを超えない範囲で入力して

ください。 

「詳細情報 1」が入力規定外

(使用文字またはバイト数)で
ある 

「詳細情報 3」を正し

く入力してください 

詳細情報 2 が正しく入力されてお

りません。制御文字を含まず、127
バイトを超えない範囲で入力して

ください。 

「詳細情報 2」が入力規定外

(使用文字またはバイト数)で
ある 

「詳細情報 2」を正し

く入力してください 

詳細情報 3 が正しく入力されてお

りません。制御文字を含まず、127
バイトを超えない範囲で入力して

ください。 

「詳細情報 3」が入力規定外

(使用文字またはバイト数)で
ある 

「詳細情報 3」を正し

く入力してください 

送信先 FAX 番号が正しく入力さ

れておりません。18 桁までの半角

数字で入力してください。 

「送信先FAX 番号」が入力規

定外(使用文字または桁数)で
ある 

「送信先FAX 番号」を

正しく入力してくださ

い 
検索期間が正しく入力されており

ません。暦上に存在する日付を指

定してください。 

指定された日付が暦上に存在

しない 
暦上に存在する日付を

入力してください 

検索期間が正しく入力されており

ません。検索期間は現在日を基準

に60日前～4日後の範囲で指定し

てください。 

検索期間が不正である 開始・終了日時を検索

有効期間内で指定して

ください 

表示件数が多すぎます。検索条件

を絞ってください。 
検索件数が表示件数の上限を

超えている 
検索条件を絞り込んで

ください 
出力件数が多すぎます。検索条件

を絞ってください。 
検索件数が出力件数の上限を

超えている 
配送中止・再送

信・宛先検索・

新規配送 

操作対象のリクエストを選択して

ください。 
再送信または配送中止、新規

配送、宛先検索対象となるリ

クエストが選択されていない 

操作対象のリクエスト

を指定してください 

操作対象の宛先を選択してくださ

い。 
再送信または配送中止、新規

配送対象となる宛先が選択さ

れていない 

操作対象の宛先を指定

してください 

再送信不可のリクエストが選択さ

れています。再送信可能なリクエ

ストを選択してください。 

再送信不可のリクエストが選

択されている 
配送状況・結果一覧画

面の「再送信可否」の

欄が「○」となってい

るものを選択してくだ

さい 
再送信不可の宛先が選択されてい

ます。再送信可能な宛先を選択し

てください。 

再送信不可の宛先が選択され

ている 

選択されたリクエストに再送信可

能時間を超過したものがあるた

め、再送信できません。 

再送信可能時間を超過したリ

クエストがある 

選択されたリクエストに配送処理

中のものがあるため、再送信でき

ません。 

配送処理中のリクエストがあ

る 

選択された宛先に再送信可能時間

を超過したものがあるため、再送

信できません。 

再送信可能時間を超過した宛

先がある 
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選択された宛先に配送処理中のも

のがあるため、再送信できません。 
配送処理中の宛先がある 
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表 5-3 エラー要因(Web 画面操作)(3/3) 

機能 エラーメッセージ エラー要因 対処方法 
配送中止・再送

信・宛先検索・

新規配送 

配送中止不可のリクエストが選

択されています。中止可能なリ

クエストを選択してください。 

配送中止不可のリクエスト

が選択されている 
配送状況・結果一覧画面

(リクエスト表示)の「配

送中止可否」の欄が「○」

となっているものを選

択してください 
選択されたリクエストに配送を

開始したものがあるため、配送

中止できません。 

配送を開始したリクエスト

がある 

新規配送できないリクエストが

選択されました。 
配送ステータスが「全送達」、「配

送処理済」以外のものが選択さ

れています。 

新規配送不可の配送ステー

タスを持つリクエストが選

択されている 

配送状況・結果一覧画面

(リクエスト表示)の「配

送ステータス」の欄が

「全送達」または「配送

処理済」のものを選択し

てください 
新規配送できないリクエストが

選択されました。 
受付日時から 31 日以上のリクエ

ストが選択されています。 

新規配送不可の受付日時を

持つリクエストが選択され

ている 

配送状況・結果一覧画面

(リクエスト表示)の「受

付日時」が過去 30 日以

内のものを選択してく

ださい 
新規配送できないリクエストが

選択されました。 
配送ステータスが「全送達」、「配

送処理済」以外のものが選択さ

れています。 
受付日時から 31 日以上のリクエ

ストが選択されています。 

新規配送不可の配送ステー

タスを持つリクエストと新

規配送不可の受付日時を持

つリクエストが選択されて

いる 

配送状況・結果一覧画面

(リクエスト表示)の「配

送ステータス」の欄が

「全送達」または「配送

処理済」のものかつ配送

状況・結果一覧画面の

「受付日時」が過去 30
日以内のものを選択し

てください 
選択されたリクエストに受付日

時から31日以上経過したリクエ

ストが発生したため新規配送で

きません。 

新規配送可能時間を超過し

たリクエストがある 
配送状況・結果一覧画面

(リクエスト表示)の「受

付日時」から 30 日以内

に操作を行ってくださ

い 
選択されたリクエストに配送処

理中の状態に遷移したリクエス

トが含まれるため新規配送でき

ません。 

配送処理中のリクエストが

ある 
他画面で「配送ステータ

ス」が遷移する操作を行

わないでください 

選択されたリクエストに配送処

理中の状態に遷移したリクエス

トが含まれるため新規配送でき

ません。 
選択されたリクエストに受付日

時から31日以上経過したリクエ

ストが発生したため新規配送で

きません。 

新規配送可能時間を超過し

たリクエストと配送処理中

のリクエストがある 

配送状況・結果一覧画面

(リクエスト表示)の「受

付日時」から 30 日以内

に操作を行ってくださ

い 
他画面で「配送ステータ

ス」が遷移する操作を行

わないでください 
新規配送できない宛先が選択さ

れました。配送ステータスが「配

送 OK」「配送 NG」以外のもの

が選択されています。 

新規配送不可の配送ステー

タスをもつ宛先が選択され

ている 

配送状況・結果一覧画面

(宛先表示)の「配送ステ

ータス」の欄が「配送

OK」または｢配送 NG｣

のものを選択してくだ

さい 
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新規配送できない宛先が選択さ

れました。受付日時から 31 日以

上のリクエストの宛先が選択さ

れています。 

新規配送不可の受付日時を

もつリクエストの宛先が選

択されている 

配送状況・結果画面一覧

(宛先表示)の「受付日時」

が過去 30 日以内のもの

を選択してください 
新規配送できない宛先が選択さ

れました。配送原稿が作成され

ていない宛先が選択されていま

す。 

配送原稿が作成されていな

い宛先が選択されている 
配送状況・結果一覧画面

(宛先表示)の「配送原稿」

に閲覧ボタンが表示さ

れているものを選択し

てください 
共通 権限のないアドレス(URL)への

アクセスです。アドレスをご確

認の上、再度ログインしてくだ

さい。 

指定されたアドレス(URL)
にアクセス権限がない 

アドレス(URL)を確認し

てください 
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5.2 配送処理におけるエラー要因 

 
配送処理におけるエラー要因を以下の表に示します。 
 
本エラー要因は以下によりお客様へ通知されます。 
・ 配送状況・結果一覧画面 ：Web 画面の配送状況・結果検索(画面表示) 
・ 配送状況出力ファイル ：Web 画面の配送状況・結果検索(CSV 出力) 
・ 不達通知メール  ：不達メール通知指定がある場合で不達発生時にメール送付 
・ 異常通知メール ：異常発生時にメール送付 
 

表 5-4 エラー要因(配送処理)(1/1) 

エラー 
コード エラーメッセージ 手動再送信

可否 
*001 通信中にエラーが発生しました。 × 
*002 大変混み合っています。もう暫くお待ち下さい。 × 
*003 ネットワークが故障中です。もう暫くお待ち下さい。 × 
*011 暗証番号が違います。 × 
*014 漢字宛名に誤りがあります。 × 
*017 配送可能なページ数を超えています。 × 
*019 設定または契約内容が誤っています。 × 
*024 使用できない文字が含まれています。 × 
*037 受付できない用紙サイズです。 × 
*038 ファイルサイズが大きいため、数回に分けて送信下さい。 × 
*041 指定された受付番号は登録されていません。 × 
*045 指定された受付番号の通信文は現在配送中です。 × 
*102 通信中にエラーが発生しました。 ○ 
*104 この宛先への通信は混み合っています。暫くお待ち下さい。 ○ 
*110 相手方の端末は使用中でした。 ○ 
*111 通信が混み合っています。 ○ 
*120 相手先が応答しませんでした。 ○ 
*121 相手方の端末から切断されました。（電話の可能性） × 
*122 ご指定の電話番号は現在使われておりません。 × 
*131 相手方の端末にエラーが発生しました。 ○ 
*132 相手方の端末の記録用紙がなくなりました。 ○ 
*150 この電話番号は指定できません。（再送信できません） × 
*151 宛先にメールが指定されています。 × 
*152 宛先指定に誤りがあります。（再送信できません） × 
*155 国際サービスはご利用になれません。（再送信できません） × 
*161 指定された番号は、着信課金サービス非契約です。 × 
*162 指定された番号の着信課金サービスは利用できません。 × 
*301 サービス要求内容が不正です。 × 
*330 ユーザ操作により配送中止が行われました。 × 
*401 システム異常が発生しました。 × 
*402 処理タイムアウトが発生しました。 × 
*403 処理タイムアウトが発生しました。FAX を送信した可能性があります。 × 
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6. おわりに 
 

BizFAX スマートキャストを利用したシステム連携サービス(旧称 Web 連携サービス)の WEB クライアント

操作方法について示しました。 
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