
1 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2012 

新税理士用電子証明書について 

新電子証明書に関する概要と 
よくあるお問い合わせについて説明します。 

電子申告に関するよくあるお問い合わせ 

今後、画面や内容が変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
資料の20ページまでは、新電子証明書に関する概要になります。 
詳細につきましては、日本税理士会連合会などにお問合せください。 

＜参考＞ 
日税連HP ：  
 

新電子証明書（第三世代税理士用電子証明書）の認証局の運営は、 
「セコムトラストシステムズ㈱」に変更となり、従前の取り扱いとは 
大幅に変わります。概要などをまとめましたので、参考にしてください。 

Ver.3 ： 2012年11月2日 ～ 

http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth.html 

http://www.youtube.com/watch?v=_rN-s0GVF_o
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth.html
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   確認したい項目の場所でクリックしてください。 
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サクサ（旧田村電機製作所）製のＩＣカードリーダライタ(型番HR330C）は、 
新税理士用電子証明書（オレンジ色のカード）を利用することができません！ 
HR330Cをご使用の場合は、リーダライタの購入をお勧めします。 
利用可能なＩＣカードリーダライタは、7頁参照 

  スケジュール 

新電子証明書の発行スケジュール（予定）は？ 

8月上旬 東京会に所属する税理士会員 

8月下旬 東京地方会、千葉県会、関東信越会に所属する税理士会員 

9月下旬 近畿会に所属する税理士会員 

10月中旬 北海道会、東北会、名古屋会、東海会に所属する税理士会員 

11月中旬 北陸会、中国会、四国会、九州北部会、南九州会、沖縄会に 
所属する税理士会員 

Ａ 以下のスケジュールで発行にかかる書類を税理士会員の事務所宛に 
順次発送されると連絡をいただいています。 

※7月以降の新人税理士会員については、随時発送される 
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・宛先紙 
・ICカードの送付に関するご案内 
・ICカード台紙、ICカード 
・PINコードのお知らせ 
・CDーR（Webサイトへの接続） 

  概要 

申込～受領書送信までの流れとポイント 

①日税連が 

申込書郵送 

③新電子証明書等 

発送（本人限定郵便） 
②利用申込書 

記入後返送 

約１週間後 

⑤受領書
送信 

電子証明書２枚発行を 
希望することが可能です。 
1枚のみ・・・0円 
２枚同時申請・・・2,200円 

利用申込書に、住民票や印鑑 

証明書の添付が必要です。 

（発行日から３ヶ月以内のもの） 

電子証明書が１枚の場合のデメリット！ 
1枚のみの場合、破損して再発行した場合は、5,000円 
かかり、カードが届くまで署名等ができません。(従来どおり） 

本人確認書類(写真付き公的
証明書1点又は写真なしの公
的証明書の場合は２点）、税
理士証票、印鑑を持参して郵
便局へ 

本人限定郵便 

利用申込書 

④電子証明書
の動作確認 

新ICカードド
ライバ等を
インストー
ルして、証
明書の内
容や署名
確認が必
要 
10頁～参照 

14日以内 

電子証明書に
問題なし→ 

「受領書.ｐdf」

に電子署名を
してインターネ
ットで返送可 
15頁～参照 

署名して送信 

流れ 

予備用 
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  有効期限 

Ａ 現在の電子証明書（ピンク）の有効期限は、2013年3月31日で、4月以降は使用 
できなくなります。新電子証明書(オレンジ）の有効期限は、2017年7月31日です。 

新旧の電子証明書の有効期限は？ 

2012/08 2013/03/31 

現在の電子証明書：有効期限：2013年3月31日  4月以降は使用できない 

この間は、新旧どちらの電子証明書も 
使用可能です。 
（利用できるのは１枚です。22頁～参照） 

新電子証明書：有効期限：2017年7月31日 

（注)新電子証明書で署名する場合、新カードドライバ等のインストールが
必要です。また、電子申告を行う際には、利用する電子証明書を事前に
e-TaxやeLTAXに登録しますので、電子証明書を２枚取得した場合でも
一時に利用できる税理士用電子証明書は1枚のみになります。 

現在の電子証明書は、有効期限が 
経過したら（2013年4月以降に）、 
ハサミを入れて廃棄してください。 
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Ａ 新電子証明書と一緒に、ＰＩＮコード(パスワード）のお知らせ届きます。 
ＩＣカードを2枚申込された方は、2枚それぞれの初期ＰＩＮコードが案内 
されます。 

  PIN（パスワード） 

新電子証明書のＰＩＮ（パスワード）について 

PINコードのお知らせ 

２枚の場合 

ＩＣカードの番号と、ＰＩＮコードのお知らせのカード番号が一致しているかを確認します。 

初期ＰＩＮコード（パスワード）は、数字６ケタです。変更することができます。 
ＩＣカードＰＩＮは、現在と同様、入力を連続して15回間違えるとＩＣカードがロックし、 
使用できなくなります。新電子証明書では、ロック解除ができません。ご注意ください！ 
正しいユーザーPINを入力すると、累積回数はクリアされます。 
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新電子証明書は、
上に乗せて署名 
はできない 

  ICカードリーダライタ 

新電子証明書で利用可能なＩＣカードリーダライタは？ 

Ａ サクサ（旧田村電機製作所）製のＩＣカードリーダライタ(型番HR330C）は、 
新税理士用電子証明書（オレンジ色のカード）を利用することができません。 
HR330Cをご使用の場合は、リーダライタの購入をお勧めします。（ご使用のＰＣのＯＳ参照） 

○：サポート対象 
-：サポート対象外 

標準の通信規格（PC/SC）に準拠したもののみ 
署名可能で、サクサ社製ICカードリーダライタは、
通信規格（NMDA）のため対象外になります。 HR330C 

今後は挿入して署名 

対応OS 
備考 

メーカー 機種名 
32bit 64bit 

XP Vista 7 XP Vista 7 

NTT コミュニ 
ケーションズ 

 SCR331CL-NTTCom ○ ○ ○ - - ○ 

 SCR331DI-NTTCom ○ ○ ○ - - ○ 
挿入時のみ 
利用可 

 SCR3310- NTTCom ○ ○ ○ - - ○ 
 PD2102P ○ - - - - - 販売停止 

Sony 
 RC-S330 ○ ○ ○ - - ○ 販売停止 

 RC-S370 ○ ○ ○ - - ○ 

SHARP  RW-4040  ○ ○ ○ - - ○ 販売停止 

日立 
 HX-520UJ.J ○ ○ ○ - - ○ 販売停止 

 HX-520UJ.K ○ ○ ○ - - ○ 

動作確認済ＩＣカードリーダライタ 

今後は挿入して署名 
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Ａ 新電子証明書は、新電子証明書用のICカードドライバが必要です。 
現在の日税連のICカードドライバでは署名ができません。20頁参照 

「ICカードマネージャ Ver.5.0.1.6」をアンインストールすることなく、「DNP PKI ドライバパック」 
のインストールを行っていただくことができます。 

  ICカードドライバ 

新電子証明書は、ＩＣカードドライバも変わるの？ 

ＣＤをパソコンに入れると、自動で日税連の会員専用サイトへアクセスするための 
情報が画面に表示されます。ログイン後、必要なソフトをインストールします。 
①「Adobe Reader」のインストール （インストール済みの場合は丌要） 
②「ＩＣカードドライバ」や「ＰＤＦ署名ツール」「受領書フォーマット」が同時に 
 インストールされます。 
インストール手順等は、次頁以降を参照   

新電子証明書と一緒に、ＣＤ－Ｒも同梱されていますが、 
ＣＤ内には、ドライバ類は入っていません。Web（専用サイト）に接続し、 
ドライバ等のダウンロードが必要です。（インターネット接続が必要！） 

「ICカードマネージャ」と共存する場合、 最新版Ver.5.0.1.6へバージョンアップをしてください。 

会員専用ポータルサイト 
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CD-R挿入 

  受領後の流れ 

新電子証明書受領～受領書送信までの流れは？ 

新電子証明書 以前電子証明書 

ＩＣカード受領 
（本人限定受取） 

ＩＣカード受領 
（本人限定受取） 

CD-R挿入 

(CD-R）ドライバ 
インストール 

(web）ドライバ 
等インストール 

証明書確認 証明書確認 

ICカード動作確認 ICカード動作確認 

受領書（紙） 
作成 

受領書(電子) 
作成 

受領書郵送 
(返信用封筒） 

受領書(電子) 
送信 

ＩＣカードリーダライタの 
使用確認 

現在のＩＣカードリーダライタが使用できるか？ ７頁参照 
ＮＯ→ＩＣカードリーダライタ購入、ＩＣカードリーダライタのドライバのインストール 
YES→ＩＣカードリーダライタのドライバがインストール済で使用可能状態なら次へ 

PDF署名ツールを用いて、ICカードの動作確認を行います。 

はじめにICカードマニュアルのダウンロード/印刷を行います。 
ICカードドライバのインストールにて、ICカードドライバ、PDF署名 
ツールと受領書フォーマットが同時にインストールされます。 
（パソコン環境に応じて、PDF署名ツールインストールの前に.NET 
Framework のインストールが必要になります）」 

Adobe Reader 
のインストール 

Adobe Reader9以上がインストールされているか？ 
ＮＯ→ドライバのインストール時にインストール（バージョンが古い場合も同様） 
YES→ドライバ等のインストールへ 

新電子証明書と一緒に、ＣＤ－Ｒも同梱されていますが、 
ＣＤ内には、ドライバ類は入っていません。Web（専用サイト）に 
接続し、ドライバ等のダウンロードが必要です。（インターネット 
接続が必要！） 

PDF署名ツールを用いて、電子的な受領書を作成し、PDF署名 
ツールにて、電子署名を行います。 

Webサイトへ接続し、受領書（電子）ファイルを日税連へ送信しま
す。 
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インストール方法は、マニュアルを 

ご確認ください。 

  インストール 

送られてきたＣＤをセットしたら？  

Ａ インターネット接続を確認し、CDをセットすると専用サイトへの接続がされます。 
はじめに→Step1（Adobe Readerのインストール）→Step2（ICカードの利用準備） 
の順に進めます。 

実際の画面と異なる場合があります 

ログイン 

マニュアル 

Adobe Reader 

自動判断できなかった場合、 

ＯＳの選択画面になります 

Adobe Reader9以上がインストール 
されている場合は、「Step2へ」 

Adobe Reader 
のインストール 

次頁参照 

次頁参照 

画面は一部省略しております。詳細は、
ICカードマニュアルをご覧ください。 

実際の画面や詳細については、 日本税理士会連合会のポータルサイトの
ICカードマニュアルにてご確認ください。 
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  インストール 

ICカードドライバ等のインストールは？  

Ａ Step2（ICカードの利用準備）を選択すると、ICカードリーダライタについての確認、 
「PDF署名ツール、ICカードドライバ」をクリックし、インストールを開始します。 

画面は一部省略しております。詳細は、ICカードマニュアルをご覧ください。 

ICカードリーダライタ
についての質問 

XPの場合 

リーダライタが使用できる状態
であれば、「セットアップは済ん
でいる」を選択します。 

実際の画面や詳細については、 日本税理士会連合会のポータルサイトの
ICカードマニュアルにてご確認ください。 

実際の画面と異なる場合があります 

ICカードリーダ 
ライタの一覧 
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  初期設定 

証明書登録（初期設定）の方法は？ 

Ａ インストールしたICカードドライバをe-Tax、eLTAX等で利用できるように初期
設定を行います。（ICカードR/Wが使用できる状態にし、新電子証明書をセットしてください） 

PINコードを入力します。 
初期PINコードは、数字６ケタです。（６頁参照） 

PINの照合が完了すると、証明書の 
一覧が表示されますので、証明書を 
選択し、「登録」をクリックします。 

XPの場合 

スタート→「プログラム] 
→[証明書管理ユーティリティ] 
→[証明書管理ツール]を起動します。 

実際の画面や詳細については、 日本税理士会連合会のポータルサイトの
ICカードマニュアルにてご確認ください。 

画面は一部省略しております。詳細は、ICカードマニュアルをご覧ください。 

実際の画面と異なる場合があります 

ＩＣカードを2枚申込された場合には、2枚ともこの初期設定作業が必要です。 

2枚取得している場合は、 
差し替えて初期登録します。 
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  内容確認 

ICカード（証明書）の内容確認方法は？ 

Ａ 利用するICカード内の証明書の記載内容に問題がないか、またICカードが 
正常に稼働するかを確認します。２枚申込された方は、両方確認します。 
（ICカードR/Wが使用できる状態にし、新電子証明書をセットしてください） 

実際の画面や詳細については、 日本税理士会連合会のポータルサイトの
ICカードマニュアルにてご確認ください。 

XPの場合 

[プログラム] 
→[PDF署名送信ツール]→[PDF署名ツール]を
起動します。 

[全般]タブ [詳細]タブ 

「この証明書に対応する秘密キーを持って 

います。」の表示があることを確認する 

[詳細]タブに切り替え、 
[サブジェクト]を選択し、 
下の欄に表示されている 
内容について確認します。 

画面は一部省略しております。詳細は、ICカードマニュアルを
ご覧ください。 

XPの場合 

実際の画面と異なる場合があります 
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  動作確認 

ICカード（証明書）の動作確認は？前頁続き 

問題なし→「受領書作成」へ 
問題あり→受領書を紙で印刷し、必要事項記入し、 
       押印（実印）して日税連まで郵送 

＜参考＞署名時のエラー 

ICカードがセットされていないか正しいICカードがセットされていない場合 

XPの場合 

「正常に電子署名ができます」になっている 
ことを確認して「ＯＫ」します。 

実際の画面や詳細については、 日本税理士会連合会のポータルサイトの
ICカードマニュアルにてご確認ください。 

実際の画面と異なる場合があります 
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  受領書 

受領書の返信での注意事項は？ 

Ａ ICカードドライバ等をインストールすると、PDFファイルもインストールされています。 
受領書は、問題有無に関わらずICカード発送後14日以内に日本税理士会連合会 
までお送りください。期日内にお送りいただけない場合、電子証明書は失効となり、 
ICカードは使用できなくなります。 

受領書（書面用） 
→受領書（書面用）を印刷し、必要事項を記入し、押印（実印）して 
 日税連まで郵送します。 
 証明書記載内容に問題があった場合には、書面用での提出になります。 
                                     （16頁参照） 

受領書（電子用） 
→証明書記載内容に問題がない場合で、PDF形式で必要事項を入力して 
 電子署名して日税連に送信する場合に使用します。    （17頁参照） 
 
追加発行申請書 
→電子証明書を追加で発行申請したい場合に、必要事項を入力して、 
  署名、送信ができます。 

XPの場合 

[マイドキュメント]に、[電子署名] 
フォルダが追加されています。 

実際の画面や詳細については、 日本税理士会連合会のポータルサイトの
ICカードマニュアルにてご確認ください。 

実際の画面と異なる場合があります 

署名ツールの
Ver.1.03で受領書
のフォーマットが、 
「書面用」「電子用」
に変更されました。 
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実印 

2枚取得して 
いる方は別々に
記載します。 

受領書（問題あり）を使用する場合は？ 

送付先 

Ａ 受領書に、問題有無と問題ありの場合その内容を記載し、受領日、氏名、カード番号
を記載の上、捺印（実印）し、郵送します。 

7桁＋2桁 

  受領書 実際の画面や詳細については、 日本税理士会連合会のポータルサイトの
ICカードマニュアルにてご確認ください。 

実際の画面と異なる場合があります 

受領書在中  

署名ツールのVer.1.03で受領書の 
フォーマットが変更されました。 
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受領書（問題なし）を入力、保存する方法は？ 

Ａ 電子証明書に問題がなかった場合には、受領書（問題なし）を開き、受領日と氏名、
カード番号を入力し、署名をして送信することができます。 

7桁＋2桁 
2枚取得している 
場合は、2枚目も記入 

入力ができたら、「ファイル」→「名前を付けて
保存」で、ファイル名を「入力済み」フォルダに
保存します。 

赤枠（必頇）を 
入力します。 

  受領書 実際の画面や詳細については、 日本税理士会連合会のポータルサイトの
ICカードマニュアルにてご確認ください。 
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Ａ 入力した受領書に署名をします。 
（ICカードR/Wが使用できる状態にし、新電子証明書をセットしてください） 

受領書に署名するには？ 

署名済みフォルダに自動的に保存されます。 
ファイル名には、署名したファイル名に、自動で
先頭に署名済みと最後に日時が入ります。 

  受領書 

XPの場合 

実際の画面や詳細については、 日本税理士会連合会のポータルサイトの
ICカードマニュアルにてご確認ください。 

[プログラム] 
→[PDF署名送信ツール] 
→[PDF署名ツール]を起動します。 

実際の画面と異なる場合があります 
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受領書を送信するには？ 

Ａ 電子署名したPDFファイルを、専用のWebサイトよりアップロードします。 
（パソコンをインターネットへ接続している必要があります）  

マークと内容確認後、「送信」します 

必ず「印刷」か「保存」してください。 

  受領書 実際の画面や詳細については、 日本税理士会連合会のポータルサイトの
ICカードマニュアルにてご確認ください。 

[プログラム]→[PDF署名送信ツール]  
→[受領書・追加発行申請書送信ツール]の順
にクリックします。 

XPの場合 

会員専用ポータルサイト 

ログイン 

申請内容の選択：「受領書を
送付」を選択し、氏名、 
税理士登録番号入力し、 
[参照]で「署名済フォルダ」
から送信するファイルを選択
します。 

実際の画面と異なる場合があります 

参照で、署名済 
ファイルを選択 
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新電子証明書のICカードドライバでの注意点 

Ａ 従来は、日本税理士会のＩＣカードドライバ（ICカードマネージャ）で、住基カードも署名
できましたが、新電子証明書用のICカードドライバ（DNP PKI ドライバパック）では、
住基カードの署名はできません。 

ＩＣカードドライバ 

署名できる電子証明書 

新税理士電子証明書 現在税理士電子証明書         住基カード 

DNP PKI ドライバパック ○ × × 

ICカードマネージャ × ○ ○ 

公的個人認証サービス × × ○ 

ICカードマネージャと公的個人認証サービスは共存丌可です（従来どおり）が、 
新税理士用電子証明書のDNP PKIドライバパックと従来のICカードマネージャVer.5.0.1.6 や 
住基カードの公的個人認証サービスと共存可能です。   

DNP PKI ドライバパック 
ICカードマネージャ 

DNP PKI ドライバパック 
公的個人認証サービス 

ICカードマネージャ 
公的個人認証サービス 

ドライバの 
共存 

  ICカードドライバ 
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電子申告システムの対応したバージョンは？ 

Ａ 第三世代税理士用電子証明書での署名は、8/6公開の以下のバージョンで対応 
しました。 

  対応バージョン 

【最新】 【修正申告用過年度】 

H24年度 H23年度 H22年度 H21年度 H20年度 H19年度 

インターＫＸ 
ネットワーク版 

ｸﾗｲｱﾝﾄ H24.11 H23.26 H22.26 H21.26 H20.26 H19.26 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ H24.10 H23.23 H22.24 H21.25 H20.25 H19.25 

応援スタンドアローン版 H24.11 H23.26 H22.26 H21.26 H20.26 H19.26 

電子申告システムは、マイページで公開されている最新バージョンをご使用ください。 
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新電子証明書で署名する前に何が必要ですか？ 

Ａ 新しい税理士用電子証明書をe-TaxやeLTAXでの申告で使えるようにするためには
電子証明書の変更（更新）処理が必要です。 
ただし、e-Tax（国税）やeLTAX（地方税）に登録できる電子証明書は1つです。 

  電子証明書の登録 

現在使用中のピンクの電子証明書で 
しばらく署名を続ける場合 
※有効期限は、2013年3月31日まで 

既に現在の電子証明書が登録済 
のため、新電子証明書を登録しない 
ようにしてください。 

を使います 

を使います 

新電子証明書が登録（更新）作業が 
必要です。 

を使います 

を使います 新のオレンジの電子証明書を使用 
する場合 

署名する新電子証明書側を登録 
（更新）します。1枚目が破損している 
場合には、2枚目の登録が必要です。 

新のオレンジの電子証明書を2枚 
所持している場合 

2枚目 
を使います 

2枚目 
を使います 
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新電子証明書の登録（更新）のポイントは？＜国税＞ 

Ａ 「税理士登録・変更」で、国税用「電子証明書の登録・変更」を選択し、 
新電子証明書の登録（更新）を行います。 （新の電子証明書のみで登録できます） 

  電子証明書の登録 

①新旧のICカードドライバがインストール済で、ICカードリーダライタが接続されており、署名できる状態であること。 
②e-Ｔax受付システムに更新しますので、インターネットに接続されていることを確認ください。 

＜準備＞ 

を使います 電子証明書情報が表示された後に 
PIN入力の画面が表示されます。 

電子申告システムVer.H24.12 （9/18公開）から、 
新電子証明書のみの登録で更新ができるようになりました。 

新（オレンジ）の電子証明書を 
ICカードR/RW にセットします。 

日税連 税理士用電子証明書（セコム）を選
択します。 
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新電子証明書の登録（更新）のポイントは？＜地方税＞ 

Ａ 「税理士登録・変更」で、地方税用「電子証明書の登録・変更」を選択し、 
新電子証明書の登録（更新）を行います。 （新の電子証明書のみで登録できます） 

  電子証明書の登録 

①新のICカードドライバがインストール済で、ICカードリーダライタが接続されており、署名できる状態であること。 
②eLTAX受付システムに更新しますので、インターネットに接続されていることを確認ください。 

＜準備＞ 

電子証明書情報が表示された後に 
PIN入力の画面が表示されます。 

新（オレンジ）の電子証明書を 
ICカードR/RW にセットします。 

を使います 

複数の提出先が届出 
されている場合も、いず
れかの提出先を選択す
れば、他の提出先にも
通知されます。  

日税連 税理士用電子証明書 
（セコム）を選択します。 
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新電子証明書で署名する場合のポイントは？ 

Ａ 画面の遷移が変わります。 

  電子署名 

Ａ 国税では、2回目以降PIN（パスワード）の入力が省略できるようになります。 

現在の電子証明書 

新電子証明書 

電子証明書情報が表示された後に 
PIN入力の画面が表示されます。 

PIN入力した後に、電子証明書情
報が表示がされます。 

新税理士電子証明書は、一度電子署名処理を行うと、以下のいずれかを行うまで、
PIN（パスワード）入力丌要で電子署名が行えるようになります。 
  
①ICカードR/RWからICカード(新税理士用電子証明書)を外す 
②電子申告システムを終了する 

Ａ 新税理士用電子証明書（オレンジ）で署名する場合は、 
「日税連 税理士用電子証明書（セコム）」を選択します。 
（新しいドライバをインストール済であること） 

国税電子署名、地方税電子署名は別制御となるため、国税の後地方税の署名をする場合、 
必ずPIN（パスワード）入力が必要です。地方税は、署名の都度PIN入力が必要です。(eLTAXの仕様です） 

省略中は、この画面
が表示されません。 
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【地方税】電子署名時での注意点は？ 

  電子署名 

Ａ 新税理士用電子証明書（オレンジ）で、地方税の署名する場合、PIN入力画面が 
アクティブ（キー入力受付状態）になりません。 
PIN入力画面をクリックしてから、PIN（パスワード）入力を行ってください。 

      （PIN入力画面をクリックすることにより、PIN入力が可能となります。）  
→この動作は、ｅLTAXの署名モジュールによるもので、PCｄeskでも同様の操作に 
  なります。 


