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＊１ ウ
 ェブ版「国民生活」2017 年 10 月号「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策」第 5 回「IC カードのセキュリティ対策（2）」
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201710_11.pdf
＊２ Payment Card Industry Data Security Standard の略。
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今後はこれが主流になっていくものと考えられ
ます。決済代行業者が重要な役割を担う一例で
す。

などには準拠していないところが残ります。
PCI DSS に準拠していない事業者が新たに
準拠する際、多くの場合システム改修を伴い、

さらに今後は決済代行業者ばかりでなく、ア

さらにカード情報取扱いに関する運用ルール
（業

クワイアラー（主にクレジットカード会社）や

務）
も変更しなければなりません。その後、PCI
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国際協議会によって認定された審査機関による
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（オンサイトレビュー）
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行
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の対応期限は 2020 年３月末です。対面販売の

ます。
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PCI DSSはクレジットカードを含む国際カー
ドを取り扱う事業者のセキュリティ対策基準を

えて IC 化対応も行う必要があり、その対応が
より困難である点などを考慮した結果です。

定めた国際的な標準規格で、
ビザ、
マスターカー

不正使用対策の現状

ドなどの国際決済ブランドが共同で策定しまし
た。表に示す６つの目標を掲げ、そのすべてを

不当に入手したカード情報を悪用する
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既に PCI DSS に準拠ずみですが、中小事業者

インターネット決済を行う場合、カード番号
に加え有効期限、利用者名、セキュリティコー

表 PCI DSSの目標
◦安全なネットワークの構築と維持
◦カード会員データの保護
◦脆弱性を管理するプログラムの整備
◦強固なアクセス制御手法の導入
◦定期的なネットワークの監視およびテスト
◦情報セキュリティポリシーの整備
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ドなどを入力して認証を行うことが一般的です。
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による3D
セキュア方式に対応する事業者も増えています。
3D セキュアは、インターネット決済の際に、事
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前にイシュアーに登録した ID、パスワードなど

大手 EC 事業者などにはクレジットカード決済

で追加の本人確認を行う認証方式です。3D セ

の認証とは別に、取引を常時監視し、利用者の

キュアに対応したEC サイトなどでインターネッ
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ト決済を行うと、決済時にウェブサイトのドメ

れる取引を保留にする、などの不正検知システ

インが EC サイトからイシュアーに一時的に切

ムを運用するところがあります。今後はこうし

り替わります。そこでイシュアーのウェブサイ

たEC 事業者による不正検知も含め、さまざま

トにログインするための ID、パスワードなどを
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（図２）
。しかし、特定の方式を義務づけ

してクレジットカードを悪用する被害を食い止

てはおらず、方式の選択は事業者の任意となっ
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ています。そのため、事業者にとって具体的な

こうして多くのEC 事業者やイシュアーが、さ

対策方法が分かりにくい点も否めません。

まざまな方法で取引を認証し、不正取引を排除

消費者が注意すべきこと

しようと心がけています。しかし、
今でも
「カー
ド番号＋有効期限」のみなど十分とはいえない

消費者には事業者が対策を施したかどうかが

認証方式のままクレジットカード決済を行う事

分かりにくいという問題があります。特にカー

業者が存在し、危険な状態が残ります。対応の

ド情報の非保持あるいは PCI DSS に準拠して

足並みがそろわない点も問題であり、対応が遅

いるかどうかの判別は、消費者には困難です。

れる事業者には早急な対応が求められます。事

最近は
「PCI DSS 準拠」などの表記を行うウェ

業者によって認証方式が異なり一貫性がない点

ブサイトも増えていますので、注意してみるこ

も課題です。

とも大切です。不正使用対策に関しては、これ

さらに最近は不正使用の手口が巧妙になり、

まで 3D セキュアに対応していなかったEC サイ

セキュリティコードや3D セキュアなどのイシュ

トで対応が進む可能性もあります。そのような

アーによる対策だけでは十分とはいえない状況

場合は、インターネット決済の際にイシュアー

が指摘されます。EC 事業者などによる協力も

のウェブサイトに ID、パスワードの入力が必要

不可欠になってきています。

となりますので、自分の ID、パスワードを登
録していない人はこの機会に登録しましょう。

新たに義務づけられた
不正使用対策
カード会社、決済代行業者に加え EC 事業者
などインターネット決済を行う事業者には、カー
ド情報の漏えい対策と同じ 2018 年３月を期限
に「多面的・重層的な不正使用対策の導入」
が義
務づけられました。少し分かりにくい表現です
が、これはセキュリティコードや 3D セキュア
などのイシュアーによる従来の認証方式に加え、
＊３、
EC 事業者が行う利用者の
「属性・行動分析」

それに商品送付先情報なども加味して、より高
度な認証に対応せよ、
という意味です。例えば、
＊３

図２ インターネット決済における多面的・重層的な
不正使用対策
インターネット決済時の認証方法
従

来

◦カード番号＋有効期限
◦カード番号＋有効期限＋
セキュリティコード、
生年月日など
◦ 3D セキュア

2018 年 4 月以降
セ キ ュ リ テ ィ コ ー ド、3D
セキュアなどに、属性・行
動分析、商品送付先情報等
を加え、有効性のある方策
を多面的、重層的に併用

カード会社、決済代行業者、EC 事業者の対応例

…多面的、重層的に

◦カード番号＋有効期限のみなどの単純な認証方式を廃止
◦セキュリティコード、3D セキュア等、より確実かつ有効な認証
方式を採用
◦属性・行動分析、商品送付先情報等の情報も取引承認の判定に
組み込む、など

通信時の IP アドレス等のデバイス情報や、過去の取引情報、取引頻度等に基づいたリスク評価を行い、不正な取引であるか判定する手法。
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