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IC カードリーダー指示ランプ確認

IC カードリーダーは PC に接続されましたら約 5 秒間赤く点灯してから、消灯になり、待機

状態に入ります。

カードを IC カードリーダーに挿入されましたら、数秒間黄・緑く点灯してから、消灯になり、

待機状態に入ります。

*説明書で緑色点灯と記載されておりますが、実際ランプの色は周囲光によって異なります。

IC カードリーダー よくある質問と対処法
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1.IC カードリーダーはパソコンに認識されない対処法

原因① パソコン設置によってカードリーダーのドライバーは自動的

にインストールされていない。

対処法：

ICカードリーダーをパソコンUSB端子につなげた状態で、一度パソ

コンを再起動してみてください。または IC カードリーダーを何度か

抜差ししてみてください。

上記方法で解決できない場合は原因②をご検討ください。

原因② IC カードリーダドライバが更新されていない。

対処法 1：IC カードリーダドライバを変更します

1.IC カードリーダをパソコンに接続します。

2.スタート(モニタ左下の Windows マーク)を右クリックし、[デバイスマネー

ジャ（M）]をクリックします。

▲ユーザアカウント制御が表示された場合は[はい(Y)]をクリックします。

3. [スマートカード読み取り装置]をダブルクリックします。
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4.対象となる装置名を右クリックし、[ドライバーの更新(P)]をクリックします。

5. 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索（R）」をクリックしま

す。

6.「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します(L)」をクリ

ックします。



4

7.写真のようなデバイス名（WUDF）を選択して、「次へ」をクリックします。
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以上で、IC カードリーダドライバの変更が完了します。

ドライバ変更完了しましたら、カードリーダーは利用可能になれるかどうかをご

確認ください。

利用できない場合、次の対処法2 でお試してください。

対処法2：IC カードリーダドライバの更新します

手順 1～4 は対処法 1 のと同じです。

5.[ドライバーを自動的に検索(S)]をクリックします。
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6.ドライバが自動的に更新されます。

*完了するまで時間がかかる場合があります。

7.[閉じる(C)]をクリックします。

以上で、IC カードリーダドライバの更新手順は終了です。

上記手順を行っても IC カードリーダーは認識されない場合は、

おそらく IC カードリーダーに異常があります。スタッフにご連絡してください。
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2.IC カード機能を Mac に追加する方法

（既知の問題：OS X 10.7 以降は、仕様変更により ICカードを利用するための機能が Apple 社からサ

ポートされなくなりました）

対処法：

1. アップル社の SmartCardServices（スマートカード・サービス）のインストール

Mac OS Forge の Smart Card Services Installers のページ :

http://smartcardservices.macosforge.org/trac/wiki/installers

上の Mac OS Forge というサイトに行きますと、下の画面が表示されます。

ご自分の OS X のバージョンに合わせたものをクリックしてダウンロードします。

ダウンロードフォルダに「SmartCardServices2.0.2-OSX…」と名がつく圧縮ファ

イルが収められますので、それをダブルクリックしてください。

Smart Card Services 2.0.2…と名がつく下のファイルをダブルクリックしてくださ

い。

http://smartcardservices.macosforge.org/trac/wiki/installers
http://smartcardservices.macosforge.org/trac/wiki/installers
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2.Java ソフトの更新

あと、e-Tax の際に住基カードで公的個人認証を行う際には、利用者クライアントソフ

ト(Mac 版)をインストールしなければなりません。これには、オラクル社の JDK とい

うものがインストールされていなければなりませんが、これは、 オラクル社の Java のサ

イト から最新の JDK をダウンロードすれば問題ありません。

Linux、 Mac 、Windows などの OS 別のダウンロード先が表示されますので、

macOSを選択し、「 x64 DMG Installer 」の、拡張子が「dmg」のものをダウンロ

ードします。

オラクル社の Java のサイト：

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

これをダウンロードしてインストールすれば、 Mac版の公的認証サービス・クライアント

ソフトをインストールできるようになります。 これで、基本的には、Mac で e-Tax で

の確定申告をする前準備が整ったことになると思います。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
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3.ＩＣカードリーダー動作・カードとの通信状態確認(JPKI)

【IC カードリーダーライター】マイナンバーカードの読み取りに使用したいのですが、動作し

ているかはどうやって確認しますか？

方法：公的個人認証サービスのソフトウェアで確認する

簡易的な動作確認は公的個人認証サービスのソフトウェアを使用します。本 ICカードリ

ーダーライターをPCに接続し、以下手順をご確認ください。

①公的個人認証サービスサイトにアクセスし、「利用者クライアントソフトのダウンロード」

をクリックします。（https://www.jpki.go.jp）

②ご利用のパソコン環境に合った利用者クライアントソフトをダウンロードします。

③インストールが完了すると以下のようになります。

<Windowsの場合>

スタートメニューにプログラムが登録されます。

https://www.jpki.go.jp/
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<macの場合>

メニューから移動→ユーティリティ→「公的個人認証サービス」に登録されます。

④JPKI利用者ソフトを起動します。

⑤本製品にマイナンバーカードを載せて、「動作確認」→「実行」をクリックします。
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⑥赤枠の部分が同様の表示、または「OK」となっているか確認してください。
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確認手順は以上になります。

上記に近い表示が出ていればカードリーダーとして正常に動作し、マイナンバーカード

との通信が行えている状態になります。

自分の証明書をクリックして、署名用電子証明書または利用者証明電子証明書をクリッ

クし、登録時のパスワードを入力していただければ、カードに記録されている情報が表

示されます。

証明書の情報が表示されれば、正常に動作しておりますのであとは目的のサービスの

導入および作業をしてください。

4.IC カードに接続できません(JPKI)

「JPKI 利用者ソフト」を起動して、「自分の証明書」ボタンをクリックすると、

「IC カードに接続できません。IC カードまたはリーダライタを確認してください」メッセージ

が表示されることがあります。

このエラーメッセージが表示される場合、ICカード、または ICカードリーダーに何らかの問題が

あり、IC カードと IC カードリーダーの通信が正常に行えていないことが原因として考えられま

す。以下の手順を実施し、状況が改善されるかご確認ください。

１．ICカードの挿入状態が前後あるいは上下逆になっていないか正しい向きで挿入して

ください。
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２．IC カードリーダライタとパソコンの接続において、USB ハブを使っている場合は、

ICカードリーダライタをパソコンに直接繋いでください。また、パソコン本体前面の

USBポートを使っている場合は、背面のUSB ポートへ繋いでください。

上記手順で改善できない場合、次の方法もお試してください。

自動検出から変更

IC カードリーダーの検出を自動から変更操作を行います。

1.スタート>公的個人認証サービス>IC カードリーダライタ設定メニューを選択しま

す。

2. 表示された「IC カードリーダライタ設定」画面で「使用する IC カードリーダラ

イタの種類を選択して下さい」にあるオプションから「PC/SC 対応」に変更して、

プルダウンリストに表示される一覧から利用するデバイスを選択します。

一覧にリーダライタが表示されない場合には、デバイスのセットアップに何か問

題が発生しているので、この場合はご連絡してください。
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3. 「設定」ボタンをクリックして「IC カードリーダライタ」画面を閉じます。

4. 再度、「JPKI 利用者ソフト」を起動し「自分の証明書」ボタンをクリックして改

善されているか確認します。
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5.マイナンバーカード認証のエラーを解消する方法(JPKI)

以下のいずれかの原因が考えられます。

・IC カードリーダライタがパソコンに接続されていない

・IC カードリーダライタにマイナンバーカードが正しくセットされていない

・JPKI 利用者ソフトがインストールされていない

・利用者証明用電子証明書が登載されていない

・利用者証明用電子証明書が失効している

以下の手順に沿って操作してください。

手順 1 IC カードリーダーの確認

IC カードリーダーがパソコンに接続されていることをご確認ください。

また、IC カードの挿入の方向やカードの表裏が正しいか、もう一度、ご確認ください。金属

チップが顔写真の裏側についているため、 金属チップ側が上、顔写真側が下になるように

挿入します。

正しく挿入されても認識されない場合は、カードは挿入されたままで、パソコンの画面を全

て閉じ、パソコンの再起動を行ってください。

こちらの方法で解決しない場合、手順 2 にお進みください。

手順 2 電子証明書の確認

JPKI 利用者ソフトを起動し、電子証明書の内容が表示できるか確認してください。

JPKI 利用者ソフトがインストールされていない場合、こちらから設定を行ってください。

1 デスクトップの【スタート】メニューから、【すべてのプログラム】→【公的個人認証サービ

ス】→【JPKI 利用者ソフト】の順にクリックし、JPKI 利用者ソフトを起動します。
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2 【自分の証明書】ボタンをクリックします。

③ 【利用者証明用電子証明書】を選択し、【ＯＫ】ボタンをクリックします。

④【パスワード】を入力し、【ＯＫ】ボタンをクリックします。
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⑤ 【有効性確認】ボタンをクリックします。

⑥ 【パスワード】を入力し、【ＯＫ】ボタンをクリックします。

⑦ 【確認結果】が表示されるので、【有効性確認結果】が「有効」であることを確認します。

（公的個人認証サービス都道府県センターと通信を行うため、時間がかかることがあります。）

*上記手順の中でカードが読み取れない場合

ICカードリーダーの設定を確認する必要がありますので、上記質問3の方法でご参考して、またはスタッフ

へお問い合わせください。

*確認結果が「有効」と表示されない場合

利用者証明用電子証明書が登載されていない、または失効している可能性がありますので、お住まいの市

区町村の窓口へお問い合わせください。
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6.マイナポータル利用について

マイナポータルは、以下の動作環境をご利用ください。

【重要】Microsoft社のサポート終了に伴い、令和4年6月17日以降は

Windows における Internet Explorer11 を動作環境外としました。

※ サポートが終了している OS等を含め、下記以外は動作環境外となりますの

で、使用できないおそれがあります。

※ OS やブラウザで新しいバージョンがリリースされた場合、マイナポータルア

プリが対応するまで一定期間要する場合があります。

●Windows をご利用の方

OS ・Microsoft Windows 11

・Microsoft Windows 10

※Microsoft Edge ご使用の場合は Creators

Updateを適用する必要があります。

・Microsoft Windows 8.1

ブラウザ ・Microsoft Chromium 版 Edge

79.0.309.65以上

※Microsoft Chromium 版 Edge に関しては

こちらをご確認ください。

・Chrome 69 以上

※Chrome に関してはこちらをご確認ください。

・Firefox 68 以上

※Firefox に関してはこちらをご確認ください。

IC カードリーダライタ／

マイナポータルアプリの

準備

ご利用環境にあわせた準備が必要です。「ログインの

手順画面」を確認し、準備を行ってください。

※マイナポータルアプリが利用できるかはこちら（動

作環境の確認）からご確認ください。

●Macintosh をご利用の方

OS ・macOS Monterey(バージョン 12.0 以上)

・macOS Big Sur(バージョン 11.0 以上)

https://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.html
https://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.html
https://www.microsoft.com/ja-jp/edge
https://www.microsoft.com/ja-jp/edge
https://www.google.co.jp/chrome/
https://www.mozilla.org/ja/firefox/new/
https://myna.go.jp/SCK0101_03_001/SCK0101_03_001_Init.form
https://myna.go.jp/SCK0101_03_001/SCK0101_03_001_Init.form
https://app.oss.myna.go.jp/Application/environmentCheck/initStatic
https://app.oss.myna.go.jp/Application/environmentCheck/initStatic
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・macOS Catalina(バージョン 10.15 以上)

ブラウザ ・Safari

※Safari に関してはこちらをご確認ください。

・Chrome 69 以上

※Chrome に関してはこちらをご確認ください。

・Firefox 68 以上

※Firefox に関してはこちらをご確認ください。

IC カードリーダライタ／

マイナポータルアプリの

準備

ご利用環境にあわせた準備が必要です。「ログイン

の手順画面」を確認し、準備を行ってください。

※マイナポータルアプリが利用できるかはこちら（動

作環境の確認）からご確認ください。

Windows における Internet Explorer 11 のサポート終了のお知らせ

Microsoft 社のサポート終了に伴い、令和 4 年6 月 17 日以降はWindows

における Internet Explorer11を動作環境外としました。 動作環境に掲載さ

れているブラウザを利用してください。

利用者登録とログインの流れ

URL：

https://myna.go.jp/SCK0101_03_001/SCK0101_03_001_Init.form

https://www.apple.com/jp/safari/
https://www.google.co.jp/chrome/
https://www.mozilla.org/ja/firefox/new/
https://myna.go.jp/SCK0101_03_001/SCK0101_03_001_Init.form
https://myna.go.jp/SCK0101_03_001/SCK0101_03_001_Init.form
https://app.oss.myna.go.jp/Application/environmentCheck/initStatic
https://app.oss.myna.go.jp/Application/environmentCheck/initStatic
https://myna.go.jp/SCK0101_03_001/SCK0101_03_001_Init.form
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お手元にご用意するもの

マイナンバーカード 数字4 桁の暗証番号

（利用者証明用電子証明書パスワード）

ログイン用アプリのインストール

ログインに必要なマイナポータルアプリを「ダウンロードする」ボタンを押してダウンロ

ードし、ダウンロードしたファイルを起動してインストールしてください。

インストール後、ブラウザ拡張機能／アドオンを有効にしてください。

利用者登録／ログイン 
ICカードリーダライタをパソコンに接続後、マイナンバーカードをセットして利用者登録

／ログインボタンを押してください。
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7. (マイナポータル)エラーコードが表示され読み取りできない

対処法

マイナンバーカードを読み取る際に、「カードとの通信中にエラーが発生しました。 エラーコード：

EW144-1500 エラー詳細：0x8010001d」と表示されました。

※エラーコードは、EW244-1500、EW340-2000、EW640-2000 が表示されることもあ

ります。（Windows）

対処法：

以下を確認のうえ、もう一度操作をお試しください。

1.IC カードの挿入状態が前後あるいは上下逆になっていないか正しい向きで挿入してくだ

さい。

2.IC カードリーダーとパソコンの接続において、USB ハブを使っている場合は、IC カード

リーダライタをパソコンに直接繋いでください。また、パソコン本体前面の USB ポートを使

っている場合は、背面の USB ポートへ繋いでください。

3.Windows の設定で Smart Card サービスが開始されているかをご確認ください。

Smart Card サービスは、Windows の「スタート」ボタン＞「Windows 管理ツール」＞「サ

ービス」＞「Smart Card」からご確認いただけます。

サービスのスタートアップの種類が「自動（トリガー開始）」、サービスの状態が「実行中」とな

っていることを確認してください。

なお、Smart Card サービスを開始する手順は、以下のとおりです。

①「スタート」ボタンを押下し表示されるメニューより「Windows 管理ツール」をクリックす

ると「サービス」が表示されますので、「サービス」をクリックします。

②サービス一覧画面より「Smart Card」をダブルクリックし「Smart Card のプロパティ」

を開き、スタートアップの種類を「自動」に選択し「OK」を押下します。

③サービス一覧画面より「Smart Card」を再度ダブルクリックし「Smart Card のプロパテ

ィ」を開き、サービスの状態の「開始」ボタンを押下し、続いて「OK」を押下します。

④ 「Smart Card」サービスのスタートアップの種類が「自動（トリガー開始）」、サービスの

状態が「実行中」となっていることを確認してください。


	1.ICカードリーダーはパソコンに認識されない対処法
	2.IC カード機能を Mac に追加する方法
	3.ＩＣカードリーダー動作・カードとの通信状態確認(JPKI)
	4.ICカードに接続できません(JPKI)
	5.マイナンバーカード認証のエラーを解消する方法(JPKI)
	6.マイナポータル利用について
	利用者登録とログインの流れ
	お手元にご用意するもの
	ログイン用アプリのインストール
	利用者登録／ログイン


	6.(マイナポータル)エラーコードが表示され読み取りできない対処法

