
セコムあんしん文書サービスエンドユーザ向け電子契約操作ガイド for IE11

      

ごご利利用用パパソソココンンのの

初初期期設設定定  
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電電子子署署名名用用  

暗暗証証ココーードドのの登登録録  
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１．【ご利用パソコンの初期設定】 
 
サービスｗｅｂサイトへのログイン

に必要なクライアント電子証明書を

パソコンにインストールする作業で

す。 

２．【電子署名用暗証コードの登録】 
 
電子署名（電子契約）操作時に入力

する暗証コードの初期設定作業で

す。 

３.【電子署名（電子契約）の操作】 

 

電子契約文書の電子署名（電子契約）

操作手順です。 

初回ログイン時のみ 
 

初回ログイン時のみ 
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初期設定では、お客さまの「ユーザ情報」を取得し、本サービスをご利用いただくための「電子証明書」のイ

ンストールを行ないます。 

 

まず、お客さまの登録が完了しますと、「ユーザ登録のご連絡」メールがお手元に届きます。 

この「ユーザ登録のご連絡」メールにお客さまの「ユーザ情報」と「ご利用開始手続」の流れが記載されます

ので、必ず内容をご確認いただき、記述にそって、初期設定を行なってください。 

 

 

 

 

電子証明書のインストール方法は２種類あります。 

インストール方法によって、必要な情報が異なります。それらは、ユーザ登録のご連絡メールおよび管理

者からの通知によってお客さまに届きます。もし、下記情報がお手元に届かない場合は管理者までお問合

せください。 

   

   １．証明書発行サイトからダウンロードしてインストールする方法 

 

インストールに必要な情報： 認証情報パスワード 

 

   ２．インポートツールを用いてインストールする方法 

 

インストールに必要な情報： 電子証明書インポート用ユーザ ID 

 電子証明書インポート用パスワード 

 

 

 

    電子証明書のインストールは、必ず、本サービスをご利用になるパソコン上で行なってください。 

ご利用パソコンの初期設定 １

電子証明書のインストール 1-1 

注意事項 
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本サービスにログインするために必要な電子証明書を証明書発行サイトよりダウンロードし、ブラウザにイ

ンストールします。 

＜解 説＞ 

「ユーザ登録のご連絡」メールに通知される「発行サイト」の URL へ接続し、証明書をダウンロードします。 

この作業は、必ず、本サービスをご利用になるパソコンで実施してください。 

電子証明書のダウンロード完了後、ご利用のブラウザへインストールされます。 

 

【作業手順概略】 

① IE11 をご利用の場合、ブラウザのセキュリティ設定を行ないます。(1-2-1 参照) 

② アドオンを設定します。(1-2-2 参照) 

③ 発行サイトより電子証明書をダウンロードしてブラウザにインストールします。(1-2-3 参照) 

④ ブラウザに電子証明書がインストールされたことをブラウザ上で確認します。 

⑤ 本サービスサイトへサインアップします。 

⑥ 本サービスサイトへログインします。 

 

 

＜ユーザ登録のご連絡＞ 

 

 ※ログインサイトの URL をお気に入りに追加し、次回からはお気に入りからログインサイトを立ち上げてください。 

 

 

 

証明書発行サイトからダウンロードしてインストールする 1-2 

 

本メールにてユーザ ID を確認します。 

管理者より、次の情報が通知されます。 

※通知方法は管理者によって異なります。 

■認証情報パスワード(電子証明書用) 

■サインアップ・ログインパスワード 

 

必要な情報が全てお手元に揃いましたら、ご利用開始

手続の作業を開始してください。 

証明書発行サイトにアクセスします。 

サインアップ完了後、ログインできます。 

電子証明書のインストール完了後、 

本サービスへサインアップします。 
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＜概要＞ 

 IE11 をご利用の場合は、証明書の導入の前にブラウザの設定が必要な場合があります。お客様ごとのセキ

ュリティポリシ等により、個別にブラウザのセキュリティ設定を行われていることが考えられますので、証明

書の発行前に、次の設定をご確認下さい。 

＜操作手順＞ 

① Internet Explorer11 を起動してく

ださい。 

 

② Internet Explorer 11 のメニュー

より、「ツール（T）」-「インターネ

ットオプション(O)」を選択します。 

 

 

③ 「セキュリティ」タブを選択し、「信

頼済みのサイト」を選択してくださ

い。その後、サイト（S）ボタンを

クリックし、「信頼済みサイト」画

面を表示します。 

 

 

④ 「この Web サイトをゾーンに追加す

る (D) 」 に

「https://webra2.secomtrust. 

net」 を入力し、追加(A)をクリッ

クしてください。 

 

 

ブラウザの設定 1-2-1 

https://webra2.secomtrust.
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⑤ 「Web サイト(W)に 

「 https://webra2.secomtrust.net

」が表示されることを確認してくだ

さい。確認した後、閉じる(C)をク

リックします。 

 

 

 

⑥ レベルのカスタマイズ(C)ボタンを

クリックしてください。 

 

 
 

⑦ 「セキュリティ設定 – 信頼された

ゾーン」画面をスクロールし、「ス

クリプトを実行しても安全だとマ

ークされていない ActiveX コント

ロールの初期化とスクリプトの実

行」を表示してください 

 

 

https://webra2.secomtrust.net
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⑧ 「スクリプトを実行しても安全だ

とマークされていない ActiveX コン

トロールの初期化とスクリプトの

実行」の「ダイアログを表示する」

を選択してください。その後、OK ボ

タンをクリックします。 

 

※その際、「スクリプトを実行して

も 安全 だと マー クされ てい る

ActiveX コントロールのスクリプト

の実行」という項目も存在するた

め、間違えないように注意してくだ

さい。 

 

 

 

⑨ 次の警告画面が表示されたらはい

(Y)ボタンをクリックします。 

 

 

 

⑩ 「インターネットオプション」画面

の OK ボタンをクリックしてくださ

い。 

※「保護モードを有効にする」にチ

ェックがついている場合は、チェッ

クを外してください。 

 

⑪ Internet Explorer を再起動してく

ださい。 

 

   以上でブラウザの設定は完了となります。 続けて 1-2-2 項 アドオンの設定を行なってください。 

 

 ※ 設定内容は証明書発行に際してのみ行なうものですので、発行作業終了後は元に戻していただいて問題ございません。 
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＜概要＞ 

証明書発行サイトの URL より、発行サイトにアクセスすると、「Certificate Enrollment」に関するアドオン

の警告が表示されます。証明書の発行にはこのアドオンを有効化にする必要があります。 

※ この警告は、初回アクセス時のみに表示され、以降ブラウザ履歴のクリア等を行なわない限り、表示され

ることはありません。 

＜操作手順＞ 

① 発行サイトにアクセスす

ると次の警告が表示され

ます。 

「許可(A)」をクリックし

ます。 

 

 

② ActiveX コントロールの

実行で実行する(R)ボタ

ンをクリックします。 

 

 

③ 情報の再送信で、 

再試行(R)ボタンをクリ

ックします。 

 

 

アドオンの設定 1-2-2 
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④ 証明書発行サイト画面が

表示されます。 

※前項の「再試行(R)」を選択

後、この画面が表示されない

場合は、ブラウザを再起動し、

再度ログインしてください。 

 

 

    以上で証明書の発行に必要なアドオンの設定は完了となります。 

続けて 1-2-3 項 電子証明書のインストールを行なってください。 

 
 
 
 
 
＜概要＞ 
証明書の発行操作について記載します。 

なお、証明書を発行する際には認証情報パスワードが必要になります。 

※認証情報パスワードは、証明書をご利用になるサービスの提供元にご確認ください。 

＜操作手順＞ 

① ブラウザを起動し、通知メールに記載されている証明書発行サイトの URL 

「https://webra2.secomtrust.net/scira/Entrance.jsp?px=x&px=xxxx&px=xxxxxx」に接続します。 

（x の部分は認証局で作成するランダム値が設定されます） 

 

② 証明書発行サイトの URL にアクセ

スすると、次の画面が表示されま

す。証明書発行サイト画面【ステ

ップ 1】より、認証情報パスワー

ドを入力し、 次へ ボタンをク

リックします。 

 

 

電子証明書のインストール 1-2-3 

https://webra2.secomtrust.net/scira/Entrance.jsp?px=x&px=xxxx&px=xxxxxx
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③ 証明書発行サイト画面【ステップ

2】より、CSP 及び鍵長を確認し、 

 発行 ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

④ 次のダイアログが出力されたら、 

 はい(Y) ボタンをクリックし

ます。 

 

 

⑤ 証明書のインストールが完了しま

した。画面中央の手順に従って、

証明書がブラウザへ格納されてい

ることをご確認ください。 
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＜概要＞ 
証明書のインストールの後、エコ文書サービスへのサインアップを行います。 

＜操作手順＞ 

① ブラウザを起動し、通知メールに記載されているサインアップサイトの URL 

「https://ds.e-kakushin.com/ebunsho/SignUp.do?cd=xxxxxxxxx」に接続します。 

 

② サインアップ画面が表示

されます。 

 

③ ユーザ ID/パスワードを

入力し、サインアップボ

タンをクリックします。 

 

サインアップ完了画面の

ログインへのリンクをク

リックし、エコ文書サー

ビスのログイン画面を表

示します。 

 

④ ユーザ ID/パスワードを

入力し、ログインボタン

をクリックします。 

 

 
 

⇒証明書のインストールを完了しログイン後、手順「２．電子署名用暗証コード

の登録」に進んでください。 

電子証明書のサインアップとログイン 1-2-4 

https://ds.e-kakushin.com/ebunsho/SignUp.do?cd=xxxxxxxxx
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インポートツールを利用し、電子証明書をブラウザにインストールします。 

＜解 説＞ 

「インポートツール」は、「ユーザ登録のご連絡」メールに添付されてお客様のお手元に届きます。 

インポートツールを用いて、管理者より通知される「電子証明書インポート用ユーザ ID」と「電子証明書

インポート用パスワード」による認証が通ると、ブラウザにインストールされます。 

 

【作業手順】 

① 「ユーザ登録のご連絡」メールを受領します。 

② メールに添付されたインポートツールを保存、解凍します。(1-3-1 参照） 

（メールの添付ファイルが削除された場合は、ダウンロードサイトから取得します。） 

③ インポートツールを起動し、インポート用ユーザ ID およびパスワードで認証します。（1-3-2 参照） 

④ ブラウザに電子証明書がインストールされたことをブラウザ上で確認します。 

⑤ 本サービスサイトにサインアップします。 

⑥ 本サービスサイトにログインします。 

 

 ＜ユーザ登録のご連絡＞ 

  

 ※ログインサイトの URL をお気に入りに追加し、次回からはお気に入りからログインサイトを立ち上げてください。 

 

 

 

インポートツールを用いた電子証明書のインストール 1-3 

 

 

 

インポートツール(certimport.zip)が削除されて

いた場合は、こちらの URL へ接続し、インポートツ

ールをダウンロードすることができます。 

詳細は P.12 をご覧ください。 

電子証明書のインストール完了後、 

本サービスへサインアップします。 

サインアップ完了後、ログインできます。 

本メールにてユーザ ID を確認します。 

管理者より、次の３つの情報が通知されます。 

※通知方法は管理者によって異なります。 

■電子証明書インポート用ユーザ ID 

■電子証明書インポート用パスワード 

■サインアップ・ログインパスワード 

 

必要な情報が全てお手元に揃いましたら、ご利用開

始手続の作業を開始してください。 
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まず、「ユーザ登録のご連絡」メールに添付されたインポートツールを以下の手順で取得します。 

契約者様の都合により、添付ファイルが削除されている場合は、「ユーザ登録のご連絡メール」に記載の

サイトにアクセスし、電子証明書をダウンロードする必要があります。 

                              

＜インポートツールの準備＞ 

① 「ユーザ登録のご連絡」メールの添付ファ

イルを保存します。 

保存先のフォルダを指定し保存ボタンをク

リックすると指定のフォルダに保存されま

す。 

 

 

 

 

② 上で指定したフォルダに 

「certimport.zip」ファイルが保存されまし

た。ファイルはＺＩＰ圧縮された状態ですの

で、解凍処理が必要です。 

 

 

 

 

③ インポートツールの準備ができました。 

 

 

 

インポートツールの取得 1-3-1 

[ZIP ファイルの解凍] 

「certimport.zip」ファイルをダブルク

リックすると C:\ドライブに 

「certimport」フォルダが作成され、

「certimport.exe」ファイルが解凍され

ます。 
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 ●●●お客様環境の都合により、「ユーザ登録のご連絡」メールに添付されたインポートツールのファイル

が削除される場合がございます。その場合は、以下の手順でダウンロードサイトからダウンロードしてご利用

ください。 

 

＜インポートツールのダウンロード手順＞ 

① 「ユーザ登録のご連絡」メールに記載の URL

を開きます。 

 

② 証明書インポートツール ダウンロードサ

イトが開きますので、「証明書インポートツ

ール」のリンク（右図赤枠内）をクリックし

ます。「名前を付けて保存」画面が開きます

ので、保存先を指定し保存ボタンをクリック

すると、指定フォルダにインポートツールが

ダウンロードされます。 

 

③ ダウンロードされたインポートツールファ

イルは ZIP 圧縮されたされた状態ですので、

解凍処理が必要です。解凍方法は前述(P.11)

の解凍方法と同様です。 

 

 

 

 

 

証明書インポートツール

のリンクをクリックしま

す。 
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①「certimport.exe」アイコンをクリックす

ると、「証明書インポートツール」が開きます。 

 

 

② 管理者より通知されます 

・電子証明書インポート用ユーザ ID 

・電子証明書インポート用パスワード 

 

を入力して OK ボタンをクリックします。

ユーザ ID とパスワードが認証されますと、Web

ブラウザへ電子証明書をインポートします。 

  

以上で、インポートツールを用いた電子証明書の

インストールの処理は完了しました。 

Web ブラウザを起動し、正しくインポートされている

ことをご確認ください。 

 

 

  
 
 
 
＜概要＞ 
証明書のインストールの後、エコ文書サービスへのサインアップを行います。 

＜操作手順＞ 

⑤ ブラウザを起動し、通知メールに記載されているサインアップサイトの URL 

「https://ds.e-kakushin.com/ebunsho/SignUp.do?cd=xxxxxxxxx」に接続します。 

 

インポートツールを用いた電子証明書のインストール 1-3-2

 

電子証明書のサインアップとログイン 1-3-3 

https://ds.e-kakushin.com/ebunsho/SignUp.do?cd=xxxxxxxxx
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⑥ サインアップ画面が表示

されます。 

 

⑦ ユーザ ID/パスワードを

入力し、サインアップボ

タンをクリックします。 

 

サインアップ完了画面の

ログインへをリンクをク

リックし、エコ文書サー

ビスのログイン画面を表

示します。 

 

⑧ ユーザ ID/パスワードを

入力し、ログインボタン

をクリックします。 

 

 

⇒証明書のインストールを完了しログイン後、手順「２．電子署名用暗証コー

ドの登録」に進んでください。 
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初めて署名する方は、まず暗証コード（署名用パスワード）を登録する必要があります。 

             
１．まず、トップメニューから「本人情報」を開きます。 

              

２．「本人情報」画面で「署名用証明書

管理」ボタンをクリックします。 

 

3．暗証コードの登録を行ないますので 

 登録 ボタンを押下してくださ

い。 

＜署名用証明書管理メニュー画面＞ 

 

 

■■■ 以下のような画面が表示された場合、署名用証明書の発行が完了してい

ません。署名用証明書の準備には少し時間がかかります(最大で 1 時間程度)ので、

少し時間を置いてからログインしなおしてください。 

 

      ＜署名用証明書管理メニュー(署名用の証明書準備が完了していません。)＞ 

        

電子署名用暗証コードの登録 ２

 

 

 

ボタンを押すこ

とはできません。 
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■■■ また、以下のような画面が表示された場合、署名用証明書が未発行の状態

となり署名用証明書を発行する必要があります。 再発行 ボタンを押して証

明書の発行手続を行ない、証明書が発行されてから暗証コードを登録してくだ

さい。 

 

＜署名用証明書管理メニュー(署名用の証明書が有効ではありません)＞ 

 

4．署名用暗証コードの初期設定画面が

表示されましたら、PIN コードを入力

欄で「新しい暗証コード」を入力し、

「新しい暗証コードの確認入力」欄

に同じ暗証コードを入力します。確

認入力欄へは、コピー入力できませ

んので、手入力でお願いします。 

 

 

 

登録された暗証コードは、 

電子契約(署名)を実行する際に 

必要となります。 

大切に保管してください。 

＜署名用暗証コードの初期設定画面＞ 

 
 

 

                
 

                              

重 要 

 

 

新しい暗証コードを入力

し、確認のため、もう一度

同じ暗証コードを入力し

てください。 

 

 
暗証コードは 
英数字６文字以上 
で入力して下さい。 
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 電子署名（電子契約）の処理をおこないます。契約者より、「ファイル登録のご連絡」メールが届きます。 

メール文中内に記載されるＵＲＬを開き、本サービスサイトにログインし、電子署名を行ってください。 

1．「ファイル登録のご連絡」メールが届きま

す。 

文中のログインサイトの URL に接続すると、 

本サービスのログイン画面が開きますので、 

ユーザ ID とパスワードを入力し、ログイン 

してください。 

   

 ＜ファイル登録のご連絡メール（イメージ）＞ 

 

 

 

2．ログインすると、署名対象のファイルが

保管されているファイルリストが表示され

ます。 

 「ファイル登録のご連絡」メール文中に記

載されます「登録ファイル」名のファイルを

選択し、 電子署名 ボタンを押下します。 

 

 

3. 「電子署名実行 確認」画面が表示され

ますので、署名対象のファイル名を確認の

上、登録済みの暗証コードを入力し、 

 署名を実行する ボタンを押下します。 

 

 

■■ 暗証コードの登録が完了していない 

場合は、「署名用暗証コードの初期設定画

面」が開きますので、暗証コードを登録し

てからご署名ください。（P.15-4 項参照） 

 

■■ 暗証コードが分からない 

場合は、証明書を再発行してください。 

再発行後に、新しい暗証コードを登録すること

ができます。 
 

以上で、電子契約の操作は完了しました。 

○○○株式会社 

 ○○○株式会社 の ○○○○ 様から 

 ファイルが登録されましたのでご連絡申し上げます。 

 

 登録ファイル：/PDF/create/ＤｅｎｓｈｉＳｈｏｍｅｉ zip 

 

 ログインサイト  

https://ds.e-kakushin.com/ebunsho/UrlExclusive.do?access=dire

ct&area=＜Ｃｏｄｅ＞&folder=＜Ｃｏｄｅ＞&file=＜Ｃｏｄｅ＞ 

電子署名（電子契約）の操作 ３

署名対象の PDF ファ

イルが表示されます。 

ログイン画面 

https://ds.e-kakushin.com/ebunsho/UrlExclusive.do?access=dire

