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クライアント証明書
とは
企業の情報セキュリティのリスク対策に利用されている電子証明書。

その必要性と利用用途を解説。

身元証明で情報漏えいを防ぐ
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インターネットを介した情報システムの利用や電子メールの送受信は、今や企業や組織の運営に欠かせないものです。
しかし、その利便性と引き換えに、セキュリティ上でのリスクは年々増大しています。

このような状況から、近年は企業の対応・取り組みによる情報セキュリティ強化の必要性がより厳格に求められていま
す。一方、「働き方改革」という国全体の課題にもあるとおり、在宅勤務（テレワーク）、さらに自然災害などの非常
時や外出先からも、通常業務と同じように安全に社内システムへアクセスできるようにするなどの柔軟性・利便性も同
時に求められる時代です。

企業の情報セキュリティのリスクと課題

システムへのアクセス元やメールの送信元として認証し、情報セキュリティ強化と利用時の
利便性・柔軟性を同時に実現する仕組みとして、様々な組織で活用されているのが『クライ
アント証明書』です。

社内
主な原因

22%
▶ ▶ ▶

平均約40億
事後処理のコスト

(2015年 米国データ保護研究機関Ponemon)(2014年 IT系調査機関Osterman Research)

個人のデバイスを証明・認証する“身分証明書”と
しての大きな役割を果たしています。

リスク
顧客情報の漏えいによる
ブランドイメージ失墜

システム停止による
業務停止や損失拡大

機密情報の流出に
よる競争力の低下

なりすましや改ざんによる
詐欺被害や信頼度の低下

事件を起こした
組織の割合

© GMO GlobalSign K.K. All rights reserved.

2

クライアント証明書とは身元証明で情報漏えいを防ぐ

クライアント証明書は



クライアント証明書でできること

重要情報が入ったサーバへのアクセス時には、ID・パスワード
でのログインではなく、デバイスにインストールされたクライ
アント証明書を認証してアクセスさせることができます。これ
により、ID・パスワードが不要になり、クライアント証明書がイ
ンストールされたデバイスだけを認証することで、セキュリテ
ィを強化します。ついついメモしたり、ウェブブラウザに保存
して管理がずさんになりがちなID・パスワードによる認証を、
電子証明書で簡便化し、セキュリティも強化します。

外出先からのアクセスやメール送信は、情報漏えいのリスク
があります。クライアント証明書がインストールされたノート
パソコンやスマートフォンを使い、いつでも安全に社内の重
要システムへアクセスできたり、暗号化されたメールを送信
することが可能です。
また、私物デバイスや自宅デバイスにもクライアント証明書
をインストールしておけば、在宅勤務や大規模災害時に自宅
からでも、安全に仕事をすることが可能です。

電子メールの暗号化技術であるS/MIMEは、互いにクライ
アント証明書をインストールしたデバイス同士で暗号化した
電子メールを送受信でき、万が一途中で盗聴されても解読
することができないため、機密事項などの重要な情報の漏え
いを防止できます。
また、送信者は電子署名したメールを送信でき、受信者は送
信者を確実に認証することができるため、なりすました「フィ
ッシングメール」ではないことを判別できます。

ID・パスワードの使い回しやブラウザ保存からの脱却

外出先からのデバイス利用のリスク排除とスマートデバイスの活用

1

2

S/MIMEによるメールの署名・暗号化3

電子証明書といえば、サーバにインストールしてウェブサイトの暗号化や運営組織を認証する「SSLサーバ証明書」
を思い浮かべる方も多いと思いますが、クライアント証明書は、個人や組織を認証し発行され、個人のデバイスにイ
ンストールすることで、暗号化や認証を実現します。

*******
*******

ID
Pass

*******
****

ID
Pass

安心！
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クライアント証明書の役割としては、大きく「アクセスセキュリティ」と「メールセキュリティ」の２つがあります。

クライアント証明書の役割と仕組み

アクセスセキュリティに用いられる電子証明書は、主に
「IEEE802.1X認証」に利用されています。
IEEE802.1X認証は、IEEE（米国電気電子協会）が定めた
規格で、組織内ネットワークで認証されていないクライアン
トからの接続を遮断し、認証されているユーザのみ接続を許
可するといったことが可能です。

VPNには、「IPsec-VPN」と「SSL-VPN」の2種類があります。
SSL-VPNは比較的簡単かつ低コストで導入可能で、「SSL-VPN」の証明書認証としてクライアント証明書と組み合わ
せて利用できます。

そもそも共有ネットワークが他のユーザと共有していると、外出先や出張先から組織内ネットワークにリモートアクセスする

場合、他のユーザも簡単に侵入できる状態であれば、容易に不正アクセスされてしまいます。

これを防ぐために、VPN（Virtual Private Network）と呼ばれるインターネット上に作られた仮想的な専用ネットワーク

を用いて、アクセス元の強固な認証を行い、通信経路を暗号化することで、不正アクセスを防ぎ重要なデータを守ります。

接続OK

接続NG

SSL-VPN

リモート端末 インターネット

SSL通信

SSLトンネリング

ユーザ情報認証サーバ

ファイヤー
ウォール

社内ネットワーク

ユーザ認証

URL変換

アクセスセキュリティ

クライアント証明書がインストールされた＝許可されたデバイスからのみアクセスを許す環境の構築が可能です。
個人所有デバイスからの業務データ持ち出し、ID・パスワードの使い回しなどのポリシー違反を防止すると同時に、複数の
業務システムへのアクセスでもセキュアな社内システム運用が可能です。
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アクセスセキュテリィに用いられる仕組み

VPN接続の認証にクライアント証明書



クライアント証明書の役割と仕組み

「S/MIME」という暗号化方式を用いたクライアント証明書によって、メールの暗号化およびメールへの電子署名に
利用されています。

メールのやり取りは多くのサーバを経由して配信され
るため、中継点で盗み見られる恐れがありますが、暗
号化を行うことで、万が一盗み見られても解読は不可
能で、情報が漏えいすることはありません。

メールの暗号化

証明書情報から送信元を確認することができるので、
送信者をなりすましたフィッシング詐欺メール対策に
利用されています。

メールへの電子署名

メールセキュリティ

解読不能

送信

安心！

標的型攻撃で狙われるのは、主に「個人情報や機密情報などの財
産価値のある情報」を所有している組織です。一例としては、サー
ビスの運営組織になりすました請求のメールを送りつけて開封さ
せ、その際にランサムウェアをインストールさせて遠隔操作でこ
れらの情報を漏えいさせることなどを目的として行われます。

標的型攻撃で使われるウイルスは、特定の人物・組織を対象にしているため、ウイルス対策ソフトでの検出は難しいです。
クライアント証明書での対策としては、ビジネスメールのやりとりについては、S/MIMEによる電子署名を付加したメール
を利用する、または電子署名がされてないメールは開かないことが大切です。 

IPA（情報処理推進機構）は、社会的に大きく影響したと考えられ
る情報セキュリティにかかる事案から、毎年脅威とされる事案を「
情報セキュリティ10大脅威」の組織部門・個人部門として選出し
ています。
2018年組織部門においては、「標的型攻撃」が2016年から3
年連続で1位に選出されました。

標的型攻撃による情報流出が3年連続で1位に

標的型攻撃をクライアント証明書で防ぐ

なぜメールセキュリティにクライアント証明書が便利なの？

IPA「情報セキュリティ10大脅威 2018」

1位  標的型攻撃による情報流出(3年連続)
2位　ランサムウェアによる被害
3位　ビジネスメール詐欺による被害

●●社ですが、今月の請求分がまだ未入金です。
添付の請求書をご確認の上、至急送金してください。
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二要素認証の種類

クライアント証明書の利用用途

二要素認証によるセキュテリィ強化

クライアント証明書は、業種や組織規模を問わず広範囲に利用されています。主に以下の利用シーンがあります。

従来のID・パスワードのみの認証の場合、覚えるパスワードが増えるほど面倒になり、ついメモに残すなどして、情報漏えい
のリスクが高く、ユーザの利便性も損ないます。また、ID・パスワードの使い回しで、私物デバイスからも企業のシステム内
に簡単にアクセスできてしまうなど、さらにリスクが高まります。

ID・パスワードを
知っている

クライアント証明書を
持っている

OK*******
*******

ID
Pass

費用 認証方法 接続デバイス
制限

利用方法 手続き
ハードウェア配布

ワンタイム
パスワード認証

携帯電話認証

マトリクス認証

電子証明書認証
電子証明書の
インストール

オンライン
手続きのみ

電子証明書
導入費

自動認証 可能

使い捨て
パスワード入力 専用トークン配布

専用トークン
導入費

制限時間内に
パスワード入力 不可

アクセス毎の
着信に応答

携帯電話配布
電話回線
導入費

電話応答 不可

乱数表に記載の
パスワード入力 乱数表配布

乱数表
管理費

乱数表から
パスワード入力 不可

二要素認証における従来のID・パスワード認証との組み合わせ例としては、以下が挙げられます。

上記のワンタイムパスワード認証・携帯電話認証・マトリクス認証の場合、クラウド環境にアクセスする毎にパスワードの入
力を別途求められる事になり、専用トークンや乱数表などを常に持ち歩くなど管理が煩雑になりがちになります。

これに対し、電子証明書は端末にインストールするだけ、登録や配布もオンラインで行うことが可能です。
電子証明書による認証は、基本的に自動で行われ、ウェブブラウザでクラウド環境にアクセスした際に、デバイスにインスト
ールされている電子証明書を認識しアクセス可否を判断します。

これらのリスクを防ぐため、重要なサーバやシステムへのア
クセスは、ID・パスワードを『知っている』かつクライアント証
明書を『所有している』を満たしたデバイスのみを許可する
『二要素認証』の導入が進んでいます。
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業務に不要なアプリケーションのダウンロード制限や、
デバイスの不要な機能を無効にすることができます。

従業員が普段使用している私物のスマートフォンなどのデバイスを業務に活用する『BYOD（Bring Your Own Device）』
を導入する組織が増えています。

従業員には使い慣れたデバイスの利用・似たような複数のデバイスを持たずに済む、企業側には貸与するデバイスや通信
費用が抑えられるなど、双方にメリットがありますが、一方でセキュリティ対策が行き届かない場合は、ID・パスワードの使い
回しや業務メールの転送・業務データの保有など、情報漏えいのリスクが高まります。

BYOD活用においても、組織内システムへのアクセスはクライアント証明書が入っているデバイスのみに制限し、外出先や
在宅業務時でも安全にアクセスできることが必要です。

モバイルデバイスの普及とBYODの一般化により、組織で所有しているモバイルデバイスに加え、私物デバイスも組織内
でコントロールする必要性が高まっています。
万が一のデバイス紛失や盗難による情報流出などのリスクに備えるため、MDM（モバイルデバイス管理サービス）を導入
する組織が増えています。BYODを運用する上でのセキュリティリスクを低減し、業務効率の改善を図ることが可能です。

OK NG

制限設定
業務アプリケーションやファイルの配布を遠隔で一元
管理できます。

遠隔管理

内部情報へのアクセス禁止（リモートロック）、デバ
イス内のデータ削除（ワイプ）を遠隔操作で可能で

紛失・盗難時の対策
GPS機能による移動履歴表示、バックアップデータ
復元といった機能もあります。

その他の機能

クライアント証明書の利用用途

モバイルデバイスの業務活用（BYOD）に伴うセキュリティ強化

MDM（モバイルデバイス管理サービス）と電子証明書との併用

MDMでできること
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外出先でも在宅作業でも安全なリモートアクセス

一方リモートアクセスは、ID・パスワードの代わりにデバイスに
クライアント証明書が格納されている場合のみアクセスを許
可するので、格納されていないデバイスからのアクセスを拒
否することができ、セキュリティ管理が格段に楽になります。
リモートアクセスを行う際に、電子証明書を組み合わせる事
は、セキュリティ強化のためには相性の良い組み合わせです。

出張や外出先または自宅作業など、組織のシステムがある建
物から離れた場所から組織内ネットワークへの接続を許可し
ている場合、特定のIDやパスワードを定めて従業員に配布し
ているケースが多くあります。
しかしこの場合、セキュリティの甘い個人所有のデバイスから
も接続できてしまい、情報漏えいのリスクが高まります。

クライアント証明書がインストールされている許可されたデバイスであれば、外出先や出張時に、組織の重要なシステムへ
いつでも安全にアクセスすることが可能です。

ID  : bbb
PW: cccc

クライアント証明書の利用用途

電子証明書発行

リモートデスクトップ

サービス運用サーバ

ファイヤーウォール

Remote Desktop
Protocol

Secure Shell

ルータ

グループウェア
メールサーバ

営業部

マーケティング部

システム部

site to site VPN

IPレンジ

IPレンジ

IPレンジ

マーケティング部

システム部

営業部

© GMO GlobalSign K.K. All rights reserved.

8

クライアント証明書とは身元証明で情報漏えいを防ぐ



事業継続計画書（BCP）とクライアント証明書

クライアント証明書の利用用途

事業継続計画（BCP）とは、自然災害・大火災・テロ攻撃などの緊急事態に遭遇し社員が出勤できない場合、中核となる事業
の継続や早期復旧を可能とするために、緊急時における事業継続のための方法や手段などをあらかじめ決めておくべき計
画のことです。各種災害などに限らず、平時にあっても企業の情報システムにおけるセキュリティインシデントが発生しうる
事を想定し、あらかじめ計画を定めておくことが必要です。

大災害時に出勤できない社員が自宅から社内システムにアクセスして業務を継続できるようにするために、社員の自宅用と
してもう１台貸与するとなると、会社も社員も負担となります。そこで、あらかじめ私物の端末にクライアント証明書をインス
トールしておき、リモートアクセスができるように準備しておくことも１つの方法です。 クライアント証明書による認証であ
れば、非常時でも外部からの社内システムへのアクセスもセキュアに接続可能になります。重要案件だけでなく人員の被害
状況や安否も素早く確認でき、次への意思決定を迅速におこなえます。

複数デバイスに同一の証明書を併用する場合、秘密鍵のコピーやインストールには細心の注意が必要です。ご利用環
境にもよりますが、管理側でクライアント証明書のエクスポートを不可に制限することもできますので、企業に適した使
い方をすることが大事です。

© GMO GlobalSign K.K. All rights reserved.
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ASP/SaaS型（クラウド型）で柔軟性のある運用

多くの既存システムやネットワークに対応

エンドユーザはほとんど手間無し

クライアント証明書のメリット

多くの大企業向けシステムやネットワークに以前から対応しているのが電子証明書であり、公開鍵証明書の標準仕様
X.509です。つまり、ほんの少しのシステム変更で、Windows logon、Google Apps、Salesforce、SharePoint、
SAPといった、多くの一般的な利用用途に証明書認証は活用可能です。また、Citrix、SonicWALLのようなポータル経由
のリモートサーバへのアクセスにも利用できます。

クライアント証明書のベンダーはASP/SaaS型（クラウド型）のクライアント証明書運営サービスを提供しているのが一般
的です。つまり必要な枚数（ライセンス数）を取得すれば、あとは管理者がログインして自由に証明書の発行や利用中の証明
書の更新、退職者の証明書の失効や、従業員へ証明書のメールでの配布が可能で、管理者の負担が軽減されます。

デバイスの紛失・盗難時に素早く証明書を失効し、情報漏えいのリスクを低減

証明書をインターネットで配布可能

事業成長による従業員規模拡大時なども対応が簡単

従業員の入退職時に、証明書の発行・失効が簡単

連携に必要なシステム変更は少ない場合が多い（利用環境によって異なる）

複数のシステムやネットワーク間でも二要素認証が簡単

モバイルデバイスや居場所が離れた従業員もサポート範囲

作業やトレーニングはごくわずかで利用開始できる

アプリケーションやネットワークにログオンまたはアクセスする際、インストール

してある証明書が選択される

証明書をインストールした後、必要な作業はありません。ユーザがアプリケーションやネットワークにログオンまたはアクセ
スする際に、自身の証明書を選択してログオンすることが可能です。
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特別なハードウェアは不要

クライアント証明書のメリット

ワンタイムパスワードや生体認証といった他のソリューションと違い、別途必要なハードウェアはありません。証明書はエン

ドユーザ側コンピュータのローカルに保存され、USBトークンが紛失・盗難するといったリスクもありません。なおかつ証明

書はエクスポート可能なため、複数デバイスを持つエンドユーザにも好都合です。

利用者に物理的なデバイスを配布しなくても利用可能

証明書は再発行可能で、デバイスの紛失や交替の際に容易に対応可能

ユーザはスムーズに複数デバイスをまたいで利用可能

USBトークンやスマートカードに証明書を格納することで、さらに高いセキュリティを実現することが可能です。しかも、
より厳格なデータ保護というメリットもあります。これは暗号技術がデバイスから切り離され、デバイスのOSに対するい
かなる攻撃も受け付けないことになります。

自社でプライベートな証明書を発行することは可能

自社で独自の基準や規程を設けていわゆる「プライベート認証局」を運営し、証明書を発行や失効の運用などは可能ですが、従業員へはク

ライアント証明書の他に、ルート証明書・中間証明書を別途自社で配布する必要があり、さらに証明書発行用サーバを設置したり証明書運

用の専用管理画面の設計などの費用を含めて、すべて自社のリソースで賄う必要があります。

また、プライベートな証明書は、社内ネットワーク限定で利用する場合は確かに便利ですが、そのルート証明書は外部で信用されたものでは

ないため、取引先とやり取りが必要な場合は同じ証明書を別途先方に設定してもらう必要があります。また、万が一情報漏えいなどの事故

が発生した場合、事後処理におけるユーザへの補償や運用基準の見直し・サーバの再構築などの費用やリソースは膨大なものになります。

一方、弊社をはじめとするいわゆる「パブリック認証局」で提供している認証局運営サービスは、はじめから管理者が証明書発行や失効の運

用がしやすいように管理画面も設けられております。またパブリック認証局のルート証明書は、一般的なウェブブラウザやメールソフトに組

み込まれており、基本的に別途従業員へのルート証明書や中間証明書の配布やインストールが不要です。さらに外部とのやり取りでも、煩

雑な設定をする必要がありません。

また、万が一認証局の認証業務上による過失が原因で損害が発生した場合は、認証局による損害賠償制度も用意されております。

プライベートな証明書 パブリックな証明書

煩雑 簡単
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GMOグローバルサイン株式会社  〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス
03-6370-6500 https://jp.globalsign.com/

GSM210401D-200-0000

グローバルサイン

グローバルサインのクライアントセキュリティ

組織に属する個人
組織に属する部門
組織

フィッシングメール対策
盗聴による情報漏えい対策
政府機関への電子申請
1アドレスによる一斉配信

Microsoft Office 365
Microsoft Outlook 2007以降
Mozilla Thunderbird 3以降
iPhone・iPad メールなど

発行対象

対応メール
ソフト

主な用途

無料トライアル
期間

価格 52,000円/年(1枚)

30日間

デバイスのクライアント認証強化、社内外のアクセス認
証やメールの署名・暗号化にご利用いただける、認証局
タイプのクライアント証明書運用サービスです。

1枚(1ライセンス)からご購入いただける、電子メールへ
の署名・暗号化に特化した用途の電子証明書。企業が配
信するメールの身元を証明し、改ざんを検知します。

組織に属する個人
組織に属する部門
組織

アクセス認証強化
メールセキュリティ強化
標的型攻撃対策

Microsoft Office 365
Microsoft Outlook 2007以降
Mozilla Thunderbird 3以降
iPhone・iPad メールなど

発行対象

対応メール
ソフト

主な用途

無料トライアル
期間

価格 100,000円/年
(10ライセンスパック)

90日間

マネージドPKI Lite byGMO S/MIME用証明書

証明書の
信頼性

管理画面の
使いやすさ

発行/失効
運用 補償費用の

メリット
ユーザへの
負担

パブリック認証局の
運営サービスを利用

自社で運営する
プライベート認証局

プライベート認証局とパブリック認証局との違い


