申請電子データシステム 機能追加／改修の概要

平成 30 年 3 月 24 日 改修内容
１．【機能追加】試験データ提出画面の入力内容検証結果ダウンロード機能追加
試験データ提出画面で入力エラーがある場合に、検証結果をテキスト形式でダウン
ロードする機能を追加しました。
２．【変更】試験データ提出画面の Terminology 表示変更
試験データ提出画面で Terminology を選択する際の表示順を、新しいバージョンが
上位になるよう変更しました。また、受付終了時期を過ぎているバージョンを選ん
でいる場合には、検証時にメッセージを表示するように変更しました。
３．【機能追加】ファイル送信エラー発生時のログファイル出力機能追加
ファイル送信時にエラーが発生した場合、ヘルプデスクへ原因調査のためのログフ
ァイルをご提供いただくことができるように、端末上に送信エラーログファイルを
出力できる機能を追加しました。なお、エラーログファイルを自動でヘルプデスク
へ送信する機能はありません。
４．【変更】ユーザー管理機能関連ダウンロードファイルの文字コード変更
「ユーザー一覧」、
「ログイン履歴」
、
「操作履歴」について、ダウンロードしたファ
イルを Excel 等の表計算ソフトで開く際の文字化けを回避するため、ファイルの文
字コードを変更しました。

平成 30 年 2 月 17 日 改修内容
１．【変更】回答ファイルサイズの上限拡張
回答登録画面で、関連ファイルとして添付できる１個のファイルサイズの上限を、
10MB から 100MB に拡張しました。

平成 29 年 12 月 9 日 改修内容
１．【変更】操作履歴の内容追加
操作履歴の内容に、GW 受付番号、申請名称、操作した画面名を表示する列を追加し
ました。また、実行した操作内容を詳細に表示するように変更しました。
２．【変更】提出履歴タブ内の表示変更
品目詳細画面の提出履歴タブにおいて、提出履歴一覧の行のうち、下部の提出履歴
詳細欄に詳細が表示されている行の背景をオレンジ色で表示するように変更しまし
た。
３．【変更】バリデーションレポートのファイル名変更
バリデーションレポートのファイル名に含まれていたピリオド「.」を、アンダー
スコア「_」に変更しました。

平成 29 年 10 月 26 日 改修内容
１．【変更】エラーメッセージ表示内容の変更
エラーメッセージエリアで 4 件以上のエラーが発生した場合に、冒頭にエラーの総
数を表示する機能を追加しました。また、10 件以上のエラーが発生し全てのメッセ
ージが表示できない場合にはその旨を表示する機能を追加しました。
２．【変更】申請予告受付票の変更
「申請予告受付票」のレイアウトを変更し、承認申請時に受付で確認する項目につ
いて表示を改善しました。
３．【変更】管理機能タブ内の表示変更
ログイン履歴および操作履歴を表示する画面への導線を見直し、変更しました。管
理機能タブ内に表示される各ボタンについて、それぞれの機能を明記しカテゴリ毎
にまとめて表示するよう変更しました。
４．【変更】提出履歴画面への遷移ボタン廃止
回答詳細画面内から[提出履歴画面へ]ボタンを押下することで提出履歴画面を複数
開くことができていましたが、1 ユーザーが複数画面で同時にアクセスすることに
よる不具合を防止するために、このボタンを廃止しました。
５．【修正】試験データ提出予告作成画面の改修
一部品目において試験データの提出時に、添付先識別情報が正しく表示されない不
具合を認めたため、当該箇所を修正しました。

平成 29 年 7 月 28 日 改修内容
１．【修正】FD 送信処理の改修
一定条件下で、承認申請書（FD）の差換えファイルを送信できない不具合を認めた
ため、当該箇所を修正しました。

平成 29 年 3 月 17 日 改修内容
１．【機能追加】メールによる申請企業への通知種類の追加
ファイル送信の署名検証完了やバリデーション・受領可否判断の完了を、申請電子
データシステム内の通知だけで無くメールでも通知するよう改修を行いました。
２．【機能追加】確認ダイアログの追加
申請予告の取消や、ユーザー管理機能における本登録申請の却下などの利用者にと
って重要な処理実施時には、確認ダイアログを表示するようにしました。
３．【機能追加】試験データ提出（改訂提出）画面のプレビュー機能の追加
試験データ提出（改訂提出）画面において、提出前に、試験データの最新状況が確認
できるプレビュー機能を追加しました。

Application electronic data system

Overview of the function add / renovation

2018. March 24, repair contents
1. [Addition of function]
Input contents of the test data submission screen Add verification result download function
We added the function to download the verification result in text form when there is an input error on
the test data submission screen.
2. [Change] Change of Terminology display of test
data submission screen
We changed the display order when selecting Terminology on the test data submission screen so that the new
version is higher. Also, if you have chosen a version that is past the end time of acceptance, we have changed
the message to display at the time of verification.
3. [Function added] Log file output
function added when file transmission error occurred added
Added a function to output a transmission error log file on the terminal so that log file for cause
investigation can be provided to help desk when an error occurs during file transmission. There is no
function to automatically send the error log file to the help desk.
4. [Change] Changing the
character code of the user management function related download file
For "User List", "Login History", "operation history", in order to avoid a garbled when you open the downloaded file with
spreadsheet software such as Excel, has changed the character code of the file.

2018. February 17, repair contents
1. [Change] Maximum extension of answer file size
On the response registration screen, set the upper limit of one file size that can be attached as a related
file,
It has been extended from 10 MB to 100 MB.

2017 December 9, repair contents
1. [Change] Add content of operation history
A column for displaying the GW reception number, the application name, and the name of the operation screen
was added to the contents of the operation history . In addition, we changed to show details of the executed
operation.
2. [Change] Display change in the submission history tab
On the Submission History tab of the item details screen, we changed the background of the line
showing details in the submission history details column at the bottom of the submission history list so
that it is displayed in orange.
3. [Change] File name change of validation report
The period "." Contained in the file name of the validation report has been changed to an underscore
"_".

2017 October 26, repair contents

1. 【Change】 Change of error message display contents
If the 4 stars or more errors occurred in the error message area, it added the ability to display the total number of
errors
at
the beginning. In
addition, if an
error
of 10 or
more
can not
be
displayed all the messages generated has added the ability to display to that effect.
2. 【Change】 Change of application notice reception form
We changed the layout of "Application notice reception form" and improved the display of items to be
confirmed at the reception desk upon application for approval.
3. [Change] Display change in the management function tab
We revised and changed the lead to the screen displaying login history and operation history. For each
button displayed in the management function tab, we changed the function so that each function is clearly
described and displayed for each category at once.
4. [Change] Transition to Submission History Screen Buttons
obsolete
But it had been able to open multiple submission history screen by pressing the button to submit history
screen] from the answer details screen, in order to prevent a problem that due to the fact that 1 users to
simultaneously access multiple screens, I abolished this button.
5. [Correction] Refurbished test data submission preparation
screen
We corrected the relevant part because we accepted a problem that attached destination identification
information is not displayed correctly when submitting the test data in some items.

2017 July 28 repair content
1. [Correction] Refurbishment of FD transmission processing
We fixed the concerned part because we acknowledged the problem that you can not send the
replacement file of approval application (FD) under certain conditions.

2017 March 17, repair contents
1. [Addition of function] Addition of notification
type to application company by e-mail
We revised the completion of signature verification of file transmission and completion of validation /
acceptability judgment so as to notify by e-mail, not only within the application electronic data system.
2. [Addition of function] Addition of confirmation dialog
We will display a confirmation dialog when canceling application notice and processing important for
the user such as rejection of application for registration in user management function.
3. [Addition of function]
Addition of preview function of submitting test data (revision submission) screen
On the submit test data ( revision submission ) screen, we added a preview function that allows you to check
the latest status of test data before submitting .

4. [Change] Column name change of test data submission screen
The column name in the "Test data ID " column of the test data submission screen has been changed
to "file ID ".
5. [Change]
Refurbishment to exclude misc folders under validation of test data

