
初初期設定および電子証明書に関する FAQ      

お客さまよりいただいた初期設定および電子証明書に関するご質問・お問合せをまとめました。 

電子証明書に関する各種手続・作業内容について不明な事項があれば弊社までお問い合わせください。 

Ⅰ 初期設定に関するＦＡＱ 

Ｑ１ e 年金を初めて利用する場合に必要となる作業を教えてください。 

Ｑ２ 初期設定に関する作業手順等はどこで確認できますか。 

Ｑ３ ＰＣを入替えた（買替えた）場合に必要となる作業を教えてください。 

Ｑ４ インターネットエクスプローラ（IE）のバージョンをアップした時に必要な作業を

教えてください。 

Ｑ５ Windows のバージョンをアップした時に必要な作業を教えてください。 

Ｑ６ ＰＣを廃棄・譲渡する場合に必要となる作業を教えてください。 

 

 

Ⅱ 電子証明書に関するＦＡＱ 

Ｑ１ 電子証明書を追加で申し込んだのですが、何日ぐらいでセコムトラストシステムズ

（電子証明書発行会社）から電子メールが送信されますか？ 

Ｑ２ 電子証明書インストールの際、証明書発行サイトに切り替わりません。なぜでしょ

うか？ 

Ｑ３ 電子証明書インストール作業の【STEP２】で「CSP」と「Key 長」に選択できる

項目が表示されませんが、何が原因でしょうか？ 

Ｑ４ 一台の共有ＰＣで複数の方が e 年金を利用する場合、複数の電子証明書が必要にな

りますか？ 

 

 



Ⅲ エラー等メッセージに関するＦＡＱ 

Ｑ１ 「ご利用のブラウザのバージョンをご確認ください。」と表示され、e 年金にアク

セスできません。どうすればよいでしょうか？ 

Ｑ２ 「電子証明書が不整合です」というエラーが出ます。どうすればよいでしょうか？ 

Ｑ３ 「Rejected due to revoked～」というメッセージが出てログオンできません。どう

すればよいでしょうか？ 

Ｑ４ ログオンしようとしたら「プロキシサーバーが応答していない」というエラーが出

ます。どうすればよいでしょうか？ 

Ｑ５ 電子証明書インストール作業の【STEP１】で「認証に失敗したか申請が承認されて

いません」というメッセージが出ます。どうすればよいでしょうか？ 

Ｑ６ 電子証明書インストール作業の【STEP２】で「CSR の生成に失敗しました」とい

うメッセージが出ます。どうすればよいでしょうか？ 

Ｑ７ e 年金を起動すると「ウインドウは、表示中の Web ページにより閉じられようとし

ております。このウインドウを閉じますか？」というメッセージが出ます。どうすれ

ばよいでしょうか？ 

Ｑ８ e 年金ログオン後、画面が遷移するたびに「画面を閉じますか」のメッセージが出

ます。どうすればよいでしょうか？ 

 

Ⅳ こんなときは 

Ｑ１ インターネットの文字サイズを「中」にしたのですが、e 年金の文字サイズが

「大」や「小」になっている。e 年金の文字サイズを「中」にしたい。 

Ｑ２ e 年金ログオン画面にある「初期設定について」等メニューが選択できない。 

Ｑ３ ブラウザの設定を変更しようとしたら、インターネットオプションがない。 

Ｑ４ e 年金で設定したパスワードがわからなくなった。 

Ｑ５ e 年金ログオン後、画面がずれて表示される。 

Ｑ６ e 年金ログオン後、メッセージエリア(画面下部の黄色部分)がほとんど表示されな

い。 

Ｑ７ e 年金ログオン後、画面が文字化けする。 

  



Ⅰ 初期設定に関するＦＡＱ 

 

Ｑ  e年金を初めて利用する場合に必要となる作業を教えてください。 

Ａ  お申込み後、e 年金初期設定等のご案内がお手許に届きましたら、ご利用の PC につ

いて、以下の手順にて初期設定などの作業が必要です。 

  

 

目次に戻る 

  

ご利用開始

初期設定等のご案内受領

利用するPCのバージョン確認

Internet Explorerに関する設定

Windowsに関する設定

電子証明書に関するメール受信

電子証明書インストール



 

Ｑ  初期設定に関する作業手順等はどこで確認できますか。 

Ａ  e年金システムのログオン画面、またはりそな銀行の企業年金のお客さまのホームペ

ージ内のリンク集に「初期設定に関するご案内」を掲示しておりますのでご確認くだ

さい。 

目次に戻る 

  



 

Ｑ  ＰＣを入替えた（買替えた）場合に必要となる作業を教えてください。 

Ａ  電子証明書をご利用の場合は、まず、新しい PC にインストールする電子証明書のお

申込みが必要です。（申込書書式は『e 年金ユーザーID 追加申込書（兼電子証明書追

加申込書）』です。またこの場合、追加申込書の「（２）電子証明書取消依頼」欄に、

入替え前のＰＣにインストールされている電子証明書番号をご記入ください。）その

後、以下の作業が必要です。 

  

電子証明書をご利用でない場合は、新たに利用する PCの初期設定が必要です。 

作業手順等は「Ⅰ初期設定に関するＦＡＱ」のＱ２をご参照ください。 

 

目次に戻る 

 

  

これまで利用していたPCで行う作業 新たに利用するPCで行う作業
①電子証明書の削除 ①e年金利用のための初期設定

②電子証明書のインストール



 

Ｑ  インターネットエクスプローラ（IE）のバージョンをアップした時に必要な作業を教

えてください。 

Ａ  IE の再設定が必要となりますので初期設定時と同作業をお願いします。なお、電子

証明書は新しい IEでも引続き有効です。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  Windowsのバージョンをアップした時に必要な作業を教えてください。 

Ａ  電子証明書は削除されてしまいますので、再度お申込みが必要です。（申込書書式は

『e 年金ユーザーID 追加申込書（兼電子証明書追加申込書）』です。）また、Windows

や IEの初期設定が再度必要となります。 

目次に戻る 

 

  



Ｑ  ＰＣを廃棄・譲渡する場合に必要となる作業を教えてください。 

Ａ  電子証明書をご利用の場合は、まず、廃棄・譲渡する PC にインストールされている

電子証明書の利用解除依頼が必要です。（依頼書書式は『e年金利用解除依頼（兼電子

証明書取消依頼）』です。この場合、上記依頼書式の「（２）電子証明書取消依頼」欄

に、廃棄・譲渡するＰＣにインストールされている電子証明書番号など必要事項をご

記入ください。）その後、以下の作業が必要です。 

  

 

 

目次に戻る 

 

 

  

これまで利用していたPCで行う作業 新たに利用するPCで行う作業
①電子証明書の削除 ①e年金利用のための初期設定

②電子証明書のインストール



 

Ⅱ 電子証明書に関するＦＡＱ 

 

Ｑ  電子証明書を追加で申し込んだのですが、何日ぐらいでセコムトラストシステムズ

（電子証明書発行会社）から電子メールが送信されますか？ 

Ａ  弊社に申込書が到着後、４～５営業日程度で送信されます。弊社から認証情報パスワ

ードを郵送させていただきますので、到着しましたらインストール作業を行ってくだ

さい。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  電子証明書インストールの際、証明書発行サイトに切り替わりません。なぜでしょう

か？ 

Ａ  ブラウザは Internet Explorerのみに対応しています。Edge、Firefox、Google Chrome

等他のブラウザでは電子証明書のインストールはできませんので、ご利用のブラウザ

が Internet Explorerであることを確認してください。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  電子証明書インストール作業の【STEP２】で「CSP」と「Key長」に選択できる項

目が表示されませんが、何が原因でしょうか？ 

Ａ  ＩＥの初期設定が正しく行われていない可能性がありますので、再設定をお願いしま

す。 

作業手順等は「Ⅰ初期設定に関するＦＡＱ」のＱ２をご参照ください。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  一台の共有ＰＣで複数の方が e 年金を利用する場合、複数の電子証明書が必要にな

りますか？ 

Ａ  Windowsのログオンユーザー名を切り替えて使用している場合、電子証明書はインス

トール作業を行ったユーザー名の場合しか認識されません。 

（電子証明書が認識される）Windows のユーザー名＝電子証明書インストール時のユ

ーザー名 

（電子証明書が認識されない）Windows のユーザー名≠電子証明書インストール時の

ユーザー名 

このため、e年金をご利用される人数分の電子証明書を申込みの上、Windowsユーザー

名を切り替えてのインストール作業が必要です。 

目次に戻る 

 

  



 

Ⅲ エラー等メッセージに関するＦＡＱ 

 

Ｑ  「ご利用のブラウザのバージョンをご確認ください。」と表示され、e 年金にアクセ

スできません。どうすればよいでしょうか？ 

Ａ  互換表示設定（ＩＥ１１設定マニュアル１－５）が正しく実施されているか確認して

ください。「resona-tb.co.jp」の綴りが誤って「risona」や「resonabank」になって

いるとアクセスできませんので正しく入力してください。また「追加する Webサイト」

では「追加ボタン」の押下を忘れずに行ってください。 

目次に戻る 

  



 

Ｑ  「電子証明書が不整合です」というエラーが出ます。どうすればよいでしょうか？ 

Ａ  ログオンしようとしている e 年金のサイトの入口が誤っている可能性があります。e

年金をご利用いただく際、入口には厚生年金基金・確定給付企業年金の違い、電子

証明書ご利用の有無があります。また、共同委託等で複数の委託者番号を同じＰＣ

でご利用いただく場合にはご利用になる委託者と委託者番号、電子証明書の番号の

整合性等を確認してください。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  「Rejected due to revoked～」というメッセージが出てログオンできません。どうす

ればよいでしょうか？ 

Ａ  電子証明書の有効期限超過でないか確認してください。電子証明書の有効期限超過の

際は、「e年金ユーザーＩＤ追加申込書（兼電子証明書追加申込）」でお申込みくださ

い。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  ログオンしようとしたら「プロキシサーバーが応答していない」というエラーが出ま

す。どうすればよいでしょうか？ 

Ａ  Internet Explorerの設定画面（ツール→インターネットオプション→接続）で「LAN

にプロキシサーバーを使用する。」チェックボックスをオフにしてください。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  電子証明書インストール作業の【STEP１】で「認証に失敗したか申請が承認されて

いません」というメッセージが出ます。どうすればよいでしょうか？ 

Ａ  弊社から郵送の『電子証明書情報連絡書』に記載の認証情報パスワードをご確認の上、

再度ご入力してください。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  電子証明書インストール作業の【STEP２】で「CSRの生成に失敗しました」という

メッセージが出ます。どうすればよいでしょうか？ 

Ａ  IE の初期設定が正しく行われていない可能性がありますので、再設定をお願いしま

す。 

作業手順等は「Ⅰ初期設定に関するＦＡＱ」を参照ください。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  e年金を起動すると「ウインドウは、表示中のWebページにより閉じられようとし

ております。このウインドウを閉じますか？」というメッセージが出ます。どうす

ればよいでしょうか？ 

Ａ  「いいえ」をクリックしてください。 

目次に戻る 

  



 

Ｑ  e年金ログオン後、画面が遷移するたびに「画面を閉じますか」のメッセージが出ま

す。どうすればよいでしょうか？ 

Ａ  IEの初期設定が正しく行われていない可能性があります。再設定してください。 

なお、IE のインターネットオプションから信頼済みサイトのセキュリティレベルを

「低」に設定することで表示されなくなる場合がありますが、システム担当者とご相  

談のうえご対応ください。 

目次に戻る 

 

  



 

Ⅳ こんなときは 

 

Ｑ  インターネットの文字サイズを「中」にしたのですが、e 年金の文字サイズが「大」

や「小」になっている。e年金の文字サイズを「中」にしたい。 

Ａ  マウスに「ホイールボタン」がある場合、「Ctrlキー」を押しながら「ホイールボタ

ン」を前後に回すことで文字サイズを変更できる場合があります。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  e年金ログオン画面にある「初期設定について」等メニューが選択できない。 

Ａ  互換表示設定（ＩＥ１１設定マニュアル１－５）が正しく行われていない可能性があ

ります。設定をご確認ください。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  ブラウザの設定を変更しようとしたら、インターネットオプションがない。 

Ａ  ブラウザが Internet Explorerであるかをご確認ください。インターネットオプショ

ンがない場合、ブラウザが Edgeである場合が考えられます。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  e年金で設定したパスワードがわからなくなった。 

Ａ  パスワードの初期化をご依頼ください。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  e年金ログオン後、画面がずれて表示される。 

Ａ  IEおよび Windowsの初期設定を再度見直してください。 

目次に戻る 

 

  



 

Ｑ  e年金ログオン後、メッセージエリア(画面下部の黄色部分)がほとんど表示されない。 

Ａ  画面の解像度が原因となっている可能性があります。例えば「縦 768×横 1024」の場

合、メッセージエリアが１行しか表示されないので、縦 800 以上を選択してくださ

い。画面の解像度は、デスクトップ上で右クリックしプロパティの選択から変更可

能です。 

目次に戻る 



Ｑ  e年金ログオン後、画面が文字化けする。 

Ａ  プログラム「MS ゴシック＆明朝 JIS２００４ 対応フォント（KB927489）」のインス

トールが原因と考えられます。コントロールパネルを表示し、「プログラムの追加と

削除」で[ソフトウェア更新の削除ウィザード]に従ってアンインストール後に再起動

することで正常表示されます。 

目次に戻る 
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