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山岡レポート ： PCI DSS の現場から (2)

クレジットカード加盟店に求められる
セキュリティ対策
NTT データ先端技術株式会社
取締役執行役員 CISO
セキュリティ事業部長 山岡 正輝

博士（工学）

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会にむけて、日本政府はキャッシュレス化の推進を重要な政策課題と位置付けている。
2016 年 12 月には、改正割賦販売法が成立し、クレジットカード会社だけではなく加盟店にもカード情報の保護が義務化された。
国内のクレジットカード業界で、いま、何が起こっているのか、先月号に引き続き、その一端を現場からレポートする。

クレジットカードで守るべき
カード情報
クレジットカードで守るべき
「カード情報」には以下のものがあ
る。クレジットカード番号（PAN:

サービスコードは、カードが国外で
使えるのかなどが規定されている
コードになる。

カード情報を守る実行計画とは

Primary Account Number）、 ク レ

2018 年 6 月 1 日に施行された改

ジット会員名、サービスコード、有

正割賦販売法では、クレジットカー

効期限、セキュリティコード、暗証

ドを取り扱う加盟店に対して、これ

番号 PIN（PIN:Personal Identification

らのカード情報を適切に管理するこ

Number）
、そして、カード情報を

とが義務づけられた。

含む全トラックデータである（図 1

具体的な内容は、
「クレジットカー

参照）
。これらのうち、クレジット

ド取引におけるセキュリティ対策の

カード番号はカード会員を識別する

強化に向けた実行計画（以下、実行

番号で、最も重要な情報となる。最

計画）
」に示されている。クレジッ

大 19 桁までの数字列からなり、チ

ト取引セキュリティ対策協議会が作

ェック・デジットがついている。暗

成し、年度毎で更新されている。

証番号 PIN は、サインの代わりに
本人確認に使用される。セキュリ

実 行 計 画 に は、 大 き く 以 下 の 3
つの対策が記載されている。

・クレジットカード番号
（PAN：Primary Account Number）
・クレジット会員名
・有効期限
・セキュリティコード
（CVV：Card Veriﬁcation Value）
・暗証番号PIN
（PIN：Personal Identiﬁcation
Number）
・サービスコード
・カード情報を含む全トラックデータ
図１

クレジットカードの「カード情報」

応」の実現。
（3）なりすましをさせないように

ティコードは、カード署名欄の右上

（1）カード情報を盗らせないよう

するための「非対面取引」におけ

あるいはカード表面に記録された 3

にするためのカード情報保護対

る不正利用対策。リスクに応じた

桁数字で、CVV（Card Verification

策。加盟店におけるカード情報の

多面的・重層的な不正利用対策の

Value）などと呼ばれている。磁気

「非保持化」の推進と、カード情

ストライプデータには含まれていな

報を保持する事業者の PCI DSS

い。そのため、スキミングなどによ

準拠。

導入。

対面加盟店での
カード情報保護対策

り磁気データを丸ごとコピーされて

（2）偽装カードを使わせないよう

も、オンライン決済でこのセキュリ

にするための不正利用対策。「ク
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ティコードの入力を求めることによ

レジットカードの 100%IC 化」の

ド情報保護対策のうち、店員とカー

り、不正利用を防ぐことができる。

実現と、「決済端末の 100%IC 対

ド保有者が対面して決済が行われる
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決済GW等

決済GW等
加盟店の店舗

加盟店の店舗

POSサーバ

金額
決済結果
POS端末

図２

CCT端末

対面加盟店での「外回り方式」

POS端末

図３

ICカードR/W

対面加盟店での「内回り方式」

( 参考：「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画 -2018-」)

対面加盟店については、「非保持化」

ばれる、暗号化することでカード情

または PCI DSS 準拠が求められて

報を保護する技術を備えたソリュー

いる。

ションを導入することで、
「非保持

2020 年に向けた
キャッシュレス化の推進

実行計画では、対面加盟店での

具体的な方式には、「外回り方式」

化と同等 / 相当のセキュリティ措置」

カード情報の非保持化、または PCI

と「内回り方式」が想定されている。

を実行したものとみなされる。また、

DSS 準拠をオリンピック・パラリ

「外回り方式」は、POS システム

クレジット取引セキュリティ対策協

ンピック東京大会が開催される前の

を介さないで決済を行っている加盟

議 会 の 定 め た 11 項 目 の セ キ ュ リ

2020 年 3 月末までに完了すること

店に求められる方式である。図 2

ティ要件を満たせば、同じく「非保

が求められている。また、（2）偽

に示すように、カード会社から貸与

持化と同等 / 相当の措置」を実行し

装カードを使わせないようにするた

されている、カードを差し込んで暗

たものとみなされる。

めの不正利用対策である「クレジッ

証番号の入力を求める IC カード対

なお、「非保持化」とは、自社で

応の CCT 端末を設置し、CCT 端末

保有する機器・ネットワークにおい

端末の 100%IC 対応」についても、

上で決済することで、自社の POS

てカード情報を電磁的情報として保

2020 年 3 月末までに完了すること

システムを介さずカード情報を外部

存しない、処理しない、通過させな

が求められている。

の決済 GW 等に伝送することがで

いことをいう。そのため、意外かも

政府が「日本再興戦略 2016」に

きるため、
「非保持化」を実現して

しれないが、クレジット取引伝票や

おいて重要な政策課題と位置付けて

いるとみなされる。

カード番号を記した FAX、申込書、

いる「キャッシュレス化の推進」が、

「内回り方式」は、図 3 に示すよ

メモ等の紙媒体、それら紙媒体をス

2020 年のオリンピック・パラリン

うに、POS システムを介してカード

キャンした画像データ、電話での通

ピック東京大会に向けて進んでいく

情報を送付している場合に求められ

話データにカード情報が含まれてい

こととなる。

る方式である。前号でも述べた PCI

ても、それらがあるだけでは「保持」

＜ PCI DSS のことなら下記へ＞

P2PE(Point-to-Point Encryption）と呼

しているという解釈にはならない。
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トカードの 100%IC 化」と、「決済
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