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バージョン 1.2.1 から 2.0 への変更点のまとめ」を参照してください。
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PA-DSS v2 からアップデート。詳細については、「PA-DSS - PA-DSS バージョン 2.0 から 3.0
への変更点のまとめ」を参照してください。
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概要
この文書の目的
PCI ペイメントアプリケーションデータセキュリティ基準（PADSS）の要件およびセキュリティ監査手続きは、ペイメントアプリケーションを提供するソフトウェアベンダのセキュリティ要件と監査手続きを定義するものです。この文書は、
ペイメントアプリケーションが PA-DSS
に準拠することを検証するため、ペイメントアプリケーションのレビューを実施するペイメントアプリケーション認定セキュリティ評価機関（PAQSA）によって使用されます。PA-DSS 監査の文書化および検証報告書（ROV）の作成方法については、PA-QSA は、 PCI セキュリティスタンダードカウンシル（PCI
SSC）のウェブサイト、 www.pcisecuritystandards.org から利用できる PA-DSS ROV 報告書テンプレートを参照してください。
検証証明書、よくある質問（FAQ）、および『PCI DSS と PA-DSS の用語集（用語、略語、および頭字語）』などのその他のリソースは、PCI Security Standards
Council（PCI SSC）の Web サイト（www.pcisecuritystandards.org）に掲載されています。

PCI DSS と PA-DSS との関係
PA-DSS 準拠アプリケーションを単独で使用しても、事業体の PCI DSS 準拠は確立されません。これは、そのアプリケーションが PCI DSS
準拠環境で実装され、ペイメントアプリケーションベンダが提供する『PA-DSS 実装ガイド』に従っている必要があるためです（PA-DSS 要件 13 に従う）。PA-DSS
の要件は、Payment Card Industryデータセキュリティ基準（PCI DSS）の要件およびセキュリティ監査手続きから派生しており、PCI DSS
に準拠するために何が必要かを詳細に記しています（つまり、ペイメントアプリケーションが顧客の PCI DSS に準拠するには、何をサポートする必要があるか）。PCI SSC
については、www.pcisecuritystandards.org を参照してください。
カード会員データを保存、処理、または送信するすべてのアプリケーションは、PA-DSS に対して検証されたアプリケーションを含み、事業体の PCI DSS
評価の範囲に入ります。PCI DSS 評価では、PA-DSS ペイメントアプリケーションが PCI DSS
要件に従って正しく設定されており、セキュアに実装されていることを確認する必要があります。ペイメントアプリケーションのカスタマイズが行われている場合には、そのアプリ
ケーションは PA-DSS で検証済みのバージョンとは異なっている可能性があるため、PCI DSS 評価中により詳細なレビューが必要になります。
ペイメントアプリケーションベンダが顧客のカード会員データを保存、処理、または送信しない限り、PCI DSS
は、ペイメントアプリケーションベンダに直接適用されない場合があります。ただし、これらのペイメントアプリケーションは顧客によってデータの保存、処理、送信に使用され、
顧客は PCI DSS に準拠することが要求されるため、ペイメントアプリケーションは顧客の PCI DSS
準拠を促進すべきで、妨げてはいけません。次のようないくつかの場合に、安全でないペイメントアプリケーションは準拠を妨げる可能性があります。
1. 承認後の顧客のネットワークへの磁気ストライプデータやチップ内の相当するデータの保存
2. ペイメントアプリケーションが適切に動作するために、ウィルス対策ソフトウェアやファイアウォールなど、PCI DSS
が必要とする他の機能を無効にすることを顧客に要求するアプリケーション
3. アプリケーションに接続して顧客へのサポートを提供するための、ベンダによる安全でない方法の使用
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安全なペイメントアプリケーションは、PCI DSS
準拠の環境にインストールされることで、プライマリアカウント番号（PAN）、完全な追跡データ、カード検証コードと値（CAV2、CID、CVC2、CVV2）、PIN と PIN
ブロックの侵害につながるセキュリティ違反、およびこれらの違反から生じる有害な不正行為の可能性を最小限に抑えます。

インテグレータとリセラー
アプリケーションベンダは、ベンダに代わってペイメントアプリケーションの販売、インストール、メンテナンスを行うインテグレータとリセラーと契約する場合があります。インテグレ
ータ/リセラーは、ベンダの顧客に対するオンサイトサービスを提供し、検証済みの PA-DSS
ペイメントアプリケーションのインストールを支援するため、ペイメントアプリケーションの安全なインストールと操作性を確保する役割を担います。アプリケーションの構成、メン
テナンス、サポートが正しくないと、攻撃者によって悪用される可能性があり、顧客のカード会員データ環境でセキュリティの脆弱性発生につながる可能性があります。アプ
リケーションベンダは、PCI DSS に準拠する形でペイメントアプリケーションをインストールして構成する方法を顧客、リセラー、インテグレータに教育する必要があります。
PCI 公認のインテグレータおよびリセラー（QIR）は、ペイメントアプリケーションを安全に実装するために、PCI DSS と PA-DSS
のカウンシルによるトレーニングを受けています。PCI QIR プログラムの詳細については、www.pcisecuritystandards.org を参照してください。

PCI DSS 適用性情報

PCI DSS
は加盟店、プロセサー、金融機関、サービスプロバイダのほか、カード会員データや機密認証データを保存、処理、または送信するその他の事業体などの、ペイメントカー
ドの処理を行うすべての事業体に適用されます。
カード会員データと機密認証データの定義は次の通りです。

アカウントデータ
カード会員データには、以下の情報が含まれます。


プライマリアカウント番号（PAN）



カード会員名



有効期限



サービスコード
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機密認証データには、以下の情報が含まれます。


全トラックデータ（磁気ストライプデータまたはチップ上の同等のデータ）



CAV2/CVC2/CVV2/CID



PIN または PIN ブロック
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プライマリアカウント番号（PAN）はカード会員データを定義する要素です。 カード会員名、サービスコード、および有効期限が PAN
と共に保存、処理、または送信される場合、またはカード会員データ環境に存在する場合、それらは適用される PCI DSS 要件に従って保護される必要があります。

次のページにある表は、カード会員データと機密認証データの一般的に使用される要素について、そのデータの保存が許可されるか禁止されるか、このデータを保護する
必要があるかを示したものです。この表は完全なものではありません。目的は、各データ要素に適用されるさまざまな種類の要件を示すことだけです。

保存の許可

PA-DSS 要件 2.3
に従って、保存されたデータを読み取り不能にする

プライマリアカウント番号（PAN）

はい

はい

カード会員名

はい

いいえ

サービスコード

はい

いいえ

有効期限

はい

いいえ

いいえ

PA-DSS 要件 1.1 に従って保存できない

いいえ

PA-DSS 要件 1.1 に従って保存できない

いいえ

PA-DSS 要件 1.1 に従って保存できない

アカウントデータ

データ要素

カード会員データ

全トラックデータ
機密認証データ

1

CAV2/CVC2/CVV2/CID
PIN/PIN ブロック

3

2

PCI DSS 要件 2.2 と 2.3 は PAN にのみ適用されます。PAN がカード会員データの他の要素と共に保存された場合、PCI DSS 要件 3.4 に従って PAN
のみを読み取り不能にする必要があります。
機密認証データは承認後、たとえ暗号化していても保存してはなりません。これは環境内に PAN がない場合にも当てはまります。

1
2
3

磁気ストライプのすべてのトラックのデータ、チップ上の同等のデータなど
ペイメントカードの前面または裏面に印字された 3 桁または 4 桁の数字
カードを提示する取引中に、カード会員によって入力される個人識別番号、または取引メッセージ内に存在する暗号化された PIN ブロック、あるいはその両方。
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PA-DSS の範囲
PA-DSS
は、カード会員データおよび/または重要な認証データを保存、処理、または送信する、ペイメントアプリケーションを開発するソフトウェアベンダなどに適用されます。異なるアプリケーションのタ
イプの適用性に関する詳細については、『PA-DSS プログラムガイド』を参照してください。
PA-DSS 評価の範囲には以下を含めてください。



すべてのペイメントアプリケーションの機能として以下が挙げられますが、これらに限定されません。
1) エンドツーエンドのペイメント機能（承認と決済）、
2) 入力と出力、
3) エラー状況、
4）他のファイル、システム、またはペイメントアプリケーションやアプリケーションコンポーネント（あるいはこれらすべて）へのインターフェイスと接続、
5）すべてのカード会員データフロー、
6）暗号化メカニズム、
7）認証メカニズム。



ペイメントアプリケーションベンダが顧客とリセラー/インテグレータに提供することが期待されるガイダンス（この文書の「アプリケーションPA-DSS
実装ガイド」を参照してください）は、以下のことを保証します。
1）顧客に PCI DSS に準拠する方法でペイメントアプリケーションを実装する方法を認識させ、
2）特定のペイメントアプリケーションと環境の設定が PCI DSS 準拠を妨げる可能性があることを顧客に明確に伝える。
ペイメントアプリケーションベンダは、特定の設定が以下の場合でもこのようなガイダンスを提供することを期待される可能性があります。
1）アプリケーションを顧客がインストールした後はペイメントアプリケーションベンダが制御できない場合、または
2）ペイメントアプリケーションベンダではなく顧客の責任である場合。



レビューされるペイメントアプリケーションバージョンに対して選択されたすべてのプラットフォーム（関係するプラットフォームを指定してください）。



カード会員データへのアクセスや表示のためにペイメントアプリケーションによって、またはペイメントアプリケーション内で使用されるツール（レポートツール、ログツールなど）。



サードパーティソフトウェアの要件と依存関係を含め、すべてのペイメントアプリケーション関連のソフトウェアコンポーネントの範囲



完全な実装に必要なその他のペイメントアプリケーションのタイプの範囲。



ベンダーのバージョン管理方法の範囲。
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ハードウェア端末のペイメントアプリケーションに対する PA-DSS 適用性
このセクションではハードウェア端末（スタンドアロンまたは専用ペイメント端末とも呼ばれる）に常駐するペイメントアプリケーションの PA-DSS
検証を実行するベンダ向けのガイダンスを提供します。
ハードウェア端末に常駐するペイメントアプリケーションの PA-DSS 検証を実現するには次の 2 つの方法があります。
1.

常駐ペイメントアプリケーションがすべての PA-DSS 要件を直接満たしていて、標準の PA-DSS 手続きに従って検証される。

2.

常駐ペイメントアプリケーションは PA-DSS 要件のすべてを満たしているわけではないが、アプリケーションが常駐するハードウェアが PCI SSC の認定された PIN
トランザクションセキュリティ（PTS）装置のリストに現在の PCI PTS 承認済み加盟店端末装置（POI）として一覧表示される。このシナリオでは、アプリケーションは PA-DSS と
PTS の検証済みコントロールを組み合わせて、PA-DSS 要件を満たすことができる場合があります。

このセクションの残りは、検証済み PCI PTS の承認済み POI に常駐するペイメントアプリケーションにのみ適用されます。
ペイメントアプリケーションが 1 つ以上の PA-DSS 要件を直接満たすことができない場合は、PCI PTS
検証の一部としてテストされたコントロールによって間接的に満たすことができます。ハードウェアデバイスが PA-DSS レビューの対象となるようにするには、ハードウェアデバイスが PCI PTS
認定された POI として検証され、PCI SSC の承認済み PTS 装置のリストに含まれている必要があります。信頼できるコンピューティング環境を提供する PTS の検証済み POI
はペイメントアプリケーションに "必要な依存" となり、アプリケーションとハードウェアの組み合わせが検証ペイメントアプリケーションの PA-DSS リストに一緒に表示されます。
PA-DSS 評価を実行するときに、PA-QSA はすべての PA-DSS 要件について、その依存するハードウェアと共にペイメントアプリケーションを完全にテストする必要があります。PA-QSA
は、1 つ以上の PA-DSS 要件を常駐するペイメントアプリケーションでは満たすことができなくても、PCI PTS で検証されたコントロールで満たすことができると判断した場合、PA-QSA
は以下を実行する必要があります。
1.

どの要件が PA-DSS で規定されているように（通常どおり）満たされているかを明確に文書化する

2.

どの要件が PCI PTS により満たされたかを"対応" ボックスに明確に文書化する

3.

ペイメントアプリケーションが PA-DSS 要件を満たすことができなかった理由について詳細な説明を記載する

4.

その要件が PCI PTS 検証済みコントロールによってどのように完全に満たされたかを判断するために実行された手続きを文書化する

5.

検証に関する報告書の概要で必要な依存として PCI PTS で検証されたハードウェア端末をリストに含める。

ペイメントアプリケーションの PA-QSA の検証が完了し、その後 PCI SSC によって承認されると、PTS 検証済みハードウェアデバイスは検証されたアプリケーションの PA-DSS
リストにペイメントアプリケーションの依存として一覧表示されます。
PA-DSS と PCI PTS のコントロールの組み合わせによって検証されるハードウェア端末に常駐するペイメントアプリケーションは次の基準を満たす必要があります。
1.

ハードウェア端末とアプリケーションの両方がまとめて顧客に提供される。または、個別に提供される場合、アプリケーションベンダまたはインテグレータ/リセラーは、検証済みのハード
ウェア端末でのみアプリケーションが稼働するように配布用のアプリケーションをパッケージ化する。

2.

デフォルトで顧客の PCI DSS 準拠のサポートが有効化されている。

3.

PCI DSS 準拠を維持するために、継続したサポートおよび更新が提供される。

4.

アプリケーションが顧客に個別に販売、配布、またはライセンス供与される場合、ベンダは PA-DSS
検証の一覧に従って、アプリケーションと共に使用する必要のある依存ハードウェアの詳細を記述する。
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PA-DSS 実装ガイド
検証されるペイメントアプリケーションは、PCI DSS に準拠する方法で実装できる必要があります。ソフトウェアベンダは、顧客とインテグレータ/リセラーに『PA-DSS
実装ガイド』を提供して、安全な製品実装を指示し、この文書で言及されている安全な構成の詳細を文書化し、PCI DSS
要件への対応に対するベンダ、インテグレータ/リセラー、顧客の責任を明確化する必要があります。顧客やインテグレータ/リセラーが顧客のネットワーク内でセキュリティ設定を有効にする方
法を詳述します。たとえば、『PA-DSS 実装ガイド』では、ペイメントアプリケーションによって制御されない場合であっても PCI DSS
パスワードセキュリティの責任および基本機能について説明してください。顧客またはインテグレータ/リセラーが PCI DSS
準拠のための安全なパスワードを実装する方法を理解できるようにするためです。
『PA-DSS 実装ガイド』は、PCI DSS または PA-DSS
から要件を再度説明するだけでなく、要件を満たすペイメントアプリケーションを構成する方法について、詳細を提供する必要があります。評価中に、PA-QSA
は、指示が正確かつ有効であることを確認する必要があります。PA-QSA は、『PA-DSS 実装ガイド』が顧客とインテグレータ/リセラーに配布されたことを確認する必要もあります。
ペイメントアプリケーションは、『PA-DSS 実装ガイド』に従って実装され、PCI DSS 準拠の環境に実装されるときに、顧客の PCI DSS 準拠を促進し、サポートします。
『PA-DSS 実装ガイド』に指定されている コントロールの実装に関する責任の比較については、「付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約」を参照してください。

ペイメントアプリケーション認定セキュリティ評価機関（PA-QSA）要件
ペイメントアプリケーション認定セキュリティ評価機関（PA-QSA）の会社に雇用されているペイメントアプリケーション認定セキュリティ評価機関（PA-QSA）のみが PA-DSS
評価を実施することができます。PA-DSS 評価の実施を認定されている会社の一覧については、www.pcisecuritystandards.org
にあるペイメントアプリケーションQSAの一覧を参照してください。



PA-QSA は、このペイメントアプリケーションデータセキュリティ基準文書に記述されているテスト手続きを利用する必要があります。



PA-QSA は、検証プロセスが実施されるラボラトリに自由に出入りできる必要があります。

テストラボラトリ


テストラボラトリは、PA-QSA ロケーションにオンサイトで、またはソフトウェアベンダロケーションにオンサイトで設置できます。



テストラボラトリは、ペイメントアプリケーションの本番環境をシミュレートできる必要があります。



PA-QSA
はクリーンインストールのラボラトリ環境を検証して、環境が実際に本番の状況をシミュレートしていること、ベンダが環境をいっさい変更または改ざんしていないことを確認する必
要があります。



ラボラトリと関連する ラボラトリプロセスの詳しい要件については、この文書の「付録 B: PA-DSS 評価用テストラボラトリ構成確認書」を参照してください。



PA-QSA は、レビューでペイメントアプリケーションに対して使用された特定のラボラトリに関して付録 B を完成させ、完成した検証報告書（ROV）の PA-DSS
報告書の一部として提出する必要があります。
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検証報告書についての指示と内容
PA-DSS の検証報告書（ROV）の指示と内容は、 PA-DSS ROV 報告書テンプレートにて提供されています。PA-DSS
ROV報告書テンプレートは、準拠に関する報告書を作成するためのテンプレートとして使用する必要があります。準拠したペイメントアプリケーション ROV のみを、PCI SSC
に提出する必要があります。ROV の提出プロセスの詳細については、『PA-DSS プログラムガイド』を参照してください。
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PA-DSS 完了手順
この文書には、要件とセキュリティ評価手順を示す表、「付録 B: PA-DSS 評価用テストラボラトリ構成」が含まれています。要件とセキュリティ評価手順は、PA-QSA
が実施する必要がある手続きを詳しく説明したものです。.
PA-QSA は以下の手順を実行する必要があります。
1.

PA-DSS 評価の対象範囲を確認します。

2.

PA-DSS 評価を実施します。

3.

PA-DSS ROV テンプレートを使用して、PA-DSS 評価で使用されるテストラボラトリ構成を含む、検証報告書（ROV）を完成させます。

4.

検証証明書を完成させて署名する（PA-QSA とソフトウェアベンダの両方）。検証証明書は PCI SSC Web サイト（www.pcisecuritystandards.org）から入手できます。

5.

完了後、上記の文書すべてと PA-DSS 実装ガイドを『PA-DSS プログラムガイド』に従って PCI SSC に提出します。

注: すべての PA-DSS 要件が所定の位置にあると検証されない限り、PA-DSS の提出は実施されるべきではありません。

PA-DSS プログラムガイド
次のトピックを含め、PA-DSS プログラムの管理に関する情報については、『PA-DSS プログラムガイド』を参照してください。



異なるタイプのアプリケーションに対する PA-DSS 適用性



PA-DSS 報告書の提出と承認プロセス



検証済みアプリケーションのリストに含まれるペイメントアプリケーションの年 1 回の更新プロセス



掲載されたペイメントアプリケーションが情報漏洩において問題があると判断された場合の通知責任
PCI SSC
には、ペイメントアプリケーションデータセキュリティ基準への大幅な変更、または掲載されたペイメントアプリケーションで具体的に特定された脆弱性（あるいはその両方）
を理由として再検証を要求する権利があります。

PA-DSS 要件およびセキュリティ評価手順の詳細
以下に、PA-DSS 要件およびセキュリティ評価手順に関する表の列ヘッダーを定義します。


PA-DSS 要件 - この列は、検証されるペイメントアプリケーションのセキュリティ要件を定義します。



テスト手順 - この列は、PA-DSS 要件を満たしていることを検証するために、PA-QSA が行うテストプロセスを定義します。



ガイダンス – この列は、各 PA-DSS 要件の意図とセキュリティ目標を定義し、要件の理解に役立つことを意図しています。この列のガイダンスは、PA-DSS
要件およびテスト手順を置き換えたり拡張するものではありません。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC

ページ 13
2013 年 11 月

注: コントロールがまだ導入されていないか、将来の日付に完了する予定の場合には、PA-DSS 要件に未対応と見なされます。
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要件1:

完全なトラックデータ、カード検証コードまたは値（CAV2 、CID 、CVC2 、CVV2 ）、または PIN
ブロックデータを保存しない
PA-DSS 要件

1.1
承認後に機密認証データを保存しない（暗号化されて
いる場合でも）:
機密認証データを受け取った場合、認証プロセスが完了し次
第すべてのデータを復元不可能にする。
機密認証データには、以降の要件 1.1.1 ～ 1.1.3
で言及されているデータを含む。
PCI DSS 要件 3.2 に対応

テスト手順

ガイダンス

1.1.a
このペイメントアプリケーションで、機密認証データが保存される場
合は、アプリケーションがサービスの発行をサポートする発行者また
は会社のためだけに意図されたものであることをを確認します。

機密認証データは、フルトラックデータ、カード検証コ
ードまたは値、PIN データ
から構成されます。承認後の機密認証データの保存
は禁止されています。このデータからペイメントカードを
偽造し、不正トランザクションを作成することができる
ため、このデータは悪意のある者にとって非常に貴重
です。

1.1.b
その他のすべてのペイメントアプリケーションでは、機密認証データ（
以下の 1.1.1 ～ 1.1.3
を参照）が承認前に保存される場合は、データを安全に削除する
方法を入手してレビューし、データが回復不能であることを確認し
ます。
.

ペイメントカードを発行するか、発行サービスを実施す
るかサポートする事業体は、発行機能の一部として
機密認証データを作成・制御することがよくあります。
業務上の理由があり、データが安全に保存される場
合は、発行者と企業が、機密認証データを保存する
ため、発行サービスをサポートすることが可能である。
発行しない事業体では、認証後機密認証データを
保存することは許可されず、アプリケーションは、デー
タを回復できないように安全に削除するメカニズムを
持つ必要があります。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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PA-DSS 要件
1.1.1
承認後、（カードの裏面やチップ内に含まれる同等の
データにある）磁気ストライプのいかなるトラックのいかなるデー
タも保存しない。このデータは、全トラック、トラック、トラック
1、トラック 2、磁気ストライプデータとも呼ばれます。

注:
通常の取引過程では、磁気ストライプからの以下のデータ要
素を保存する必要が生じる場合があります。
 アカウント会員名
 プライマリアカウント番号（PAN ）
 有効期限
 サービスコード
リスクを最小限に抑えるため、取引に必要なデータ要素のみ
を保存する。
PCI DSS 要件 3.2.1 に対応

4

テスト手順

ガイダンス

1.1.1
ペイメントアプリケーションをインストールし、エラー状況とログエントリ
を生成することを含め、ペイメントアプリケーションの全機能をシミュ
レートする多数のトランザクションテストを実施します。フォレンジック
4
ツールまたはフォレンジック手法（市販ツール、スクリプトなど）
を使用して、ペイメントアプリケーションによって作成されるすべての
出力を調べ、カード裏面またはチップ上の同等のデータにある磁気
ストライプからいかなるトラックのいかなる内容も承認後に保存され
ないことを確認します。少なくとも以下の種類のファイル（およびペイ
メントアプリケーションによって生成されるその他すべての出力）が含
まれます。

全トラックデータが保存されると、そのデータを入手し
た悪意のある者はそのデータを使ってペイメントカード
を複製し、不正なトランザクションを行うことができま
す。









受信トランザクションデータ
すべてのログ（トランザクション、履歴、デバッグ、エラーなど）
履歴ファイル
トレースファイル
不揮発性キャッシュを含む、不揮発性メモリ
データベーススキーム
データベースコンテンツ

フォレンジックツールまたはフォレンジック手法:
フォレンジックデータを発見、分析、提示するためのツールまたは手法で、コンピュータエビデンスを迅速かつ徹底的に認証、検索、回復するための確実な方法を提供します。PA-QSA
が使用するフォレンジックツールまたは手法の場合は、ペイメントアプリケーションが書き込む機密認証データを正確に見つける必要があります。これらのツールは、市販、オープンソース、P
A-QSA による社内開発のいずれでもかまいません。
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PA-DSS 要件
1.1.2
承認後、カードを提示しない取引を検証するために使用され
た、カード検証値またはコード（ペイメントカードの前面または
背面に印字されている 3 桁または 4
桁の数字）を保存しない。
PCI DSS 要件 3.2.2 に対応

1.1.3 承認後、個人識別番号（PIN）または暗号化された
PIN ブロックを保存しない。
PCI DSS 要件 3.2.3 に対応

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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テスト手順

ガイダンス

1.1.2
ペイメントアプリケーションをインストールし、エラー状況とログエン
トリを生成することを含め、ペイメントアプリケーションの全機能を
シミュレートする多数のトランザクションテストを実施します。フォ
レンジックツールまたはフォレンジック手法（市販ツール、スクリプト
など）
を使用して、ペイメントアプリケーションによって作成されるすべて
の出力を調べ、カードの前面または署名欄に印字されている 3
桁または 4
桁のカード検証コード（CVV2、CVC2、CID、CAV2
データ）が承認後に保存されないことを確認します。少なくとも
以下の種類のファイル（およびペイメントアプリケーションによって
生成されるその他すべての出力）が含まれます。
 受信トランザクションデータ
 すべてのログ（トランザクション、履歴、デバッグ、エラーなど）
 履歴ファイル
 トレースファイル
 不揮発性キャッシュを含む、不揮発性メモリ
 データベーススキーム
 データベースコンテンツ

カード検証コードの目的は、消費者とカードを対面で
取引しない、「カードを提示しない」取引（インターネッ
トまたは通信販売（MO/TO）取引）を保護することで
す。このデータが盗まれた場合、悪意のある者はイン
ターネットおよび MO/TO 取引を偽造できます。

1.1.3
ペイメントアプリケーションをインストールし、エラー状況とログエン
トリを生成することを含め、ペイメントアプリケーションの全機能を
シミュレートする多数のトランザクションテストを実施します。フォ
レンジックツールまたはフォレンジック手法（市販ツール、スクリプト
など）
を使用して、ペイメントアプリケーションによって作成されるすべて
の出力を調べ、PIN と暗号化された PIN
ブロックが承認後に保存されないことを確認します。少なくとも
以下の種類のファイル（およびペイメントアプリケーションによって
生成されるその他すべての出力）が含まれます。
 受信トランザクションデータ
 すべてのログ（トランザクション、履歴、デバッグ、エラーなど
）
 履歴ファイル
 トレースファイル
 不揮発性キャッシュを含む、不揮発性メモリ
 データベーススキーム
 データベースコンテンツ

これらの値を知っている必要があるのは、カード所有
者またはカードを発行した銀行のみです。このデータが
盗まれた場合、悪意のある者は PIN
ベースの引き落とし取引（ATM
での引き出しなど）を偽造することができます。
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PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

1.1.4
以前のバージョンのペイメントアプリケーションによって保存され
るトラックデータ、カード検証値またはコード、PIN または PIN
ブロックデータを、たとえば国家安全保障局またはその他の州
や国家の標準または規制によって維持管理される承認済み
製品のリストで定義されている、安全な削除に関する業界
承認の標準に従って安全に削除する。

1.1.4.a ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー
向けの以下の指示が含まれていることを確認します。

重要な認証データの全要素は、承認語に保存する
ことを許可されていません。ペイメントアプリケーション
の古いバージョンで、この情報を保存した場合、ペイメ
ントアプリケーションベンダは、『PADSS実装ガイド』に指示を記載するとともに、安全な
ワイプツールまたは手順を提供する必要があります。
このデータが安全に削除されず、加盟店システムで隠
された状態を維持すると、この情報へのアクセスを取
得する悪意のある個人が、偽造支払カードを製造し
たり、不正トランザクションを実行したりするために使
用できます。

注:
この要件は、以前のバージョンのペイメントアプリケーションで
機密認証データを保存していた場合にのみ適用されます。
PCI DSS 要件 3.2 に対応

 履歴データを削除する必要がある（以前のバージョンのペ
イメントアプリケーションによって保存されるトラックデータ、
カード検証コード、PIN、または PIN ブロック）

 履歴データの削除方法
 このような削除が PCI DSS
準拠のために絶対に必要であること
1.1.4.b
ペイメントアプリケーションソフトウェアのファイルと構成文書を検
査し、ベンダがデータを削除するための安全なワイプツールまた
は手続きを提供していることを確認します。
1.1.4.c
フォレンジックツールまたはフォレンジック手法（あるいはその両方
）を使用して、ベンダが提供する安全なワイプツールまたはワイプ
手続きによって、データの安全な削除に関する業界承認標準
に従ってデータが安全に削除されることを確認します。

1.1.5
ベンダのシステムに機密認証データを保存しない。機密認証
データ（承認前のデータ）がデバッグまたはトラブルシューティン
グ目的に使用される場合は、以下のことを確認します。
 機密認証データは、特定の問題を解決するために必
要な場合のみ収集する
 このようなデータは、アクセスが限定された特定の既知
の場所にのみ保存する
 特定の問題を解決するために必要に応じて限られた量
だけ収集する
 機密認証データは保存時に暗号化される
 データは、以下の含める保存先から使用後すぐに安全
に削除する。
•
ログファイル
•
デバッグファイル

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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1.1.5.a
顧客の問題をトラブルシューティングするためのソフトウェアベンダ
の手続きを調べ、手続きに以下が含まれていることを確認しま
す。
 特定の問題を解決するために必要な場合のみ、機密認証
データを収集する
 このようなデータは、アクセスが限定された特定の既知の場
所にのみ保存する
 特定の問題を解決するために必要な限られた量のデータの
みを収集する
 保存の際に機密認証データを暗号化する
 このようなデータは使用後すぐに安全に削除する
1.1.5.b
顧客から得た最近のトラブルシューティング要求のサンプルを選
択し、各イベントが 1.1.5.a
で調べた手続きに従っていることを確認します。

ベンダが（トラブルシューティングやデバッグの目的で）
機密認証データの収集につながる可能性のあるサー
ビスを顧客に提供する場合、ベンダは、データの収集
を最小限に抑え、安全に取扱、不要になった時点で
直ちにかつ安全に削除されたことを確認する必要が
あります。
問題のトラブルシューティングでアプリケーションを一時
的に構成して機密認証データ（SAD）をキャプチャす
る必要がある場合は、アプリケーションは、必要なデー
タ取得が完了した時点で、直ちに通常の安全な構
成（つまり、SAD
の収集を無効にする）に戻される必要があります。
不要になった時点で、SAD
は、業界が承認した標準（データを回復できないよう
にする安全なワイププログラムなど）によって、削除する
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•

顧客から受け取ったその他のデータソース。

.
PCI DSS 要件 3.2 に対応
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テスト手順
1.1.5.c ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー
向けの以下の指示が含まれていることを確認します。
 特定の問題を解決するために必要な場合のみ、機密認
証データを収集する。
 このようなデータは、アクセスが限定された特定の既知の
場所にのみ保存する。
 特定の問題を解決するために必要な限られた量のデー
タのみを収集する。
 保存の際に機密認証データを暗号化する。
 このようなデータは使用後すぐに安全に削除する。

ガイダンス
必要があります。
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保存されるカード会員データを保護する
PA-DSS 要件

2.1
ソフトウェアベンダは、顧客が定義した保存期間が過
ぎた後のカード会員データの安全な削除に関するガイダン
スを顧客に提供する必要がある。

テスト手順

ガイダンス

2.1 ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けの以
下のガイダンスが含まれていることを確認する。

PCI DSS 要件 3.1
をサポートするために、ベンダがペイメントアプリケーション
が基盤ソフトウェアまたはシステム（OSやデータベースな
ど）などに、カード会員データを保存するすべての場所
の詳細を提供しなければならないだけでなく、データが
顧客の定義された保存期間を超えた時点で、データを
安全に削除するための指示の詳細を提供する必要が
あります。

 顧客が定義した保存期間を過ぎたカード会員データは安全に削
除する必要がある

PCI DSS 要件 3.1 に対応

 ペイメントアプリケーションがカード会員データを保存するすべての
場所の一覧（削除する必要があるデータの場所を顧客が認識で
きるようにするため）

 顧客が、法律上、規制上、または業務上の理由で不要になった
カード会員データの安全な削除を行う必要があるという指示

 基盤ソフトウェアまたはシステム（OS
やデータベースなど）でのデータ保存を含め、ペイメントアプリケー
ションで保存されるカード会員データを安全に削除する方法に関
する指示

 基盤ソフトウェアまたはシステム（OS
やデータベースなど）を構成し、システムのバックアップや回復ポイ
ントなど、過失によるカード会員データのキャプチャまたは保存を
防ぐことに関する指示。
2.2 表示時に PAN をマスクして（最初の 6 桁と最後の
4
桁が最大表示桁数）、業務上の正当な必要性がある関
係者だけが PAN 全体を見ることができるようにする。

2.2a ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けの以
下のガイダンスが含まれていることを確認する。



POS
デバイス、画面、ログ、および領収書を含むがこれらに限定されな
い、PAN が表示されるすべてのインスタンスの詳細。



ペイメントアプリケーションがすべてのディスプレイにおいて、デフォル
トで PAN をマスクすることを確認する。



業務上の合法的な必要性により PAN
全体を見る必要がある担当者のみが PAN
全体を表示することができるようにペイメントアプリケーションを構成
する方法に関する指示。

注:


カード会員データの表示（法律上、またはペイメント
カードブランドによる POS
レシート要件など）に関するこれより厳しい要件があ
る場合は、その要件より優先されることはありません
。

PCI DSS 要件 3.3 に対応
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顧客およびインテグレータ/リセラーは、これらの基盤シス
テムが、顧客の知識なしに、カード会員データをキャプチ
ャしないように、アプリケーションが実行される基盤システ
ムおよびソフトウェアの構成詳細を提供される必要があ
ります。顧客は、データがキャプチャされることを防ぎ、正
しく保護されるよう、基盤システムがアプリケーションから
データをキャプチャする方法について知る必要があります
。

コンピュータ画面、ペイメントカードの領収書、FAX、ま
たは紙の計算書などのアイテムに PAN
全体が表示されると、このデータが権限のない人々に
よって取得され、不正に使用される可能性があります
。
この要件は画面や紙の領収書などに表示された PAN
の保護に関連します。ファイルやデータベースなどに保
存された PAN の保護に関する要件 2.3
と混同しないよう注意してください。
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テスト手順

ガイダンス

2.2.b ペイメントアプリケーションをインストールし、POS
デバイス、画面、ログ、および領収書を含むがこれらに限定されない、P
AN のすべての表示を検査する。PAN
が表示されるインスタンスごとに、表示されたときに PAN
がマスクされていることを確認します。
2.2.c 業務上の合法的な必要性を持つ担当者のみに完全な PAN
が表示されるよう、『PADSS実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションを構成する。PAN
が表示される各インスタンスでは、アプリケーションの構成と PAN
の表示を検査し、PAN
が正確で業務上の合法的な必要性を持つ担当者のみに完全な
PAN が表示されるよう、その指示を確認する。
2.3 以下の手法を使用して、すべての保存場所で PAN
を読み取り不能にする（ポータブルデジタルメディア、バック
アップメディア、ログのデータを含む）。






強力な暗号化をベースにしたワンウェイハッシュ（PA
N全体をハッシュする必要がある）
トランケーション（PAN
の切り捨てられたセグメントの置き換えにはハッシュ
を使用できない）
インデックストークンとパッド（パッドは安全に保存す
る必要がある）
関連するキー管理プロセスおよび手順を伴う、強力
な暗号化

2.3a
ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けの以
下のガイダンスが含まれていることを確認する。


カード会員データを読み取り不能にするためにアプリケーションによ
って使用される各方法の設定可能なオプションの詳細、およびカ
ード会員データが、（PA-DSS 要件 2.1
により）ペイメントアプリケーションで保存されるすべての場所で、各
方法を設定する方法に関する指示。



カード会員データが、ペイメントアプリケーション外で保管する加盟
店用に出力されるすべてのインスタンスのリスト、および加盟店が
そのようなインスタンスで PAN
を読み取り不能にする責任があることを説明する指示。

注:
悪意のある個人がトランケーションされた PAN
とハッシュ化された PAN
の両方を取得した場合、元の PAN
を比較的容易に再現することができる。ペイメントア
プリケーションで生成したものと同じ PAN
をハッシュ化したものとトランケーションしたものがある
場合、追加のコントロールを実施し、ハッシュ化した
PAN とトランケーションした PAN
を相関付けて元の PAN
を再現することができないようになっていることを確認
する必要がある。
 ペイメントアプリケーションの外部であろうと、すべての
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2.3.b 暗号化アルゴリズム（該当する場合）など、PAN
の保護に使用されている方法を調査する。次のいずれかの方法により
、PANが読み取り不能になっていることを確認する。


強力な暗号化技術をベースにしたワンウェイハッシュ



トランケーション



インデックストークンとパッド（パッドは安全に保存する必要がある）



関連するキー管理プロセスおよび手順を伴う、強力な暗号化

2.3.c
アプリケーションで作成または生成されたデータリポジトリからいくつかのテ
ーブルまたはファイルを調査し、PAN
が読み取り不能になっていることを確認する。

PAN
の保護が不十分だと、悪意のある人々がこのデータを
表示またはダウンロードできる可能性があります。
強力な暗号化技術をベースにしたワンウェイハッシュ関
数を使用して、カード会員データを読み取り不能にする
ことができます。ハッシュ関数は元の数値を取得する必
要がない場合に適しています（ワンウェイハッシュは復元
できません）。
トランケーションの目的は、PAN の一部のみ（最初の 6
桁と最後の 4
桁を超えないようにする）を保存することです。
インデックストークンは、指定のインデックスをベースに
PAN
を予測不能な値に置き換える暗号トークンです。ワンタ
イムパッドは、ランダム生成の秘密キーを 1
回だけ使用してメッセージを暗号化するシステムです。
暗号化されたメッセージは、一致するワンタイムパッドと
キーを使用して復号化されます。
強力な暗号化技術（『PCI DSS と PA-DSS
の用語集（用語、略語、および頭字語）』で定義）の目
的は、暗号化のベースを強力な暗号化キーを持つ、（
専用または「自家製」のアルゴリズムではなく）業界がテ
スト済みの認められたアルゴリズムにすることです。
悪意のある個人は、特定の PAN
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保存場所で PAN
を読み取り不能にする必要がある（加盟店環境で
保管するために、アプリケーションによって出力された
ログファイルなど）。
PCI DSS 要件 3.4 に対応

テスト手順

ガイダンス

2.3.d
アプリケーションの外部で使用するファイル（エクスポートまたはバックアッ
プ用のファイルなど）を作成または生成し、リムーバブルメディアに保存す
るなどした場合、リムーバブルメディア（バックアップテープなど）に生成し
たファイルを含めた生成ファイルのサンプルを調査し、PAN
が読み取り不能になっていることを確認する。

をハッシュ化したものとトランケーションしたものを相関付
けて元の PAN
を容易に再現することができます。このデータの相関付
けを防ぐコントロールを実施することで、元の PAN
を読み取り不能の状態に保つことが可能になります。

2.3.e
アプリケーションで作成または生成した監査ログのサンプルを調査し、P
AN
が読み取り不能になっているか、ログから削除されていることを確認する
。
2.3.f
ソフトウェアベンダが何からの理由（ログファイル、デバッグファイル、その他
のデータソースがデバッグまたはトラブルシューティング目的で顧客から受
信されるため、など）で PAN を保存する場合は、PAN が前述の要件
2.3.a ～ 2.3.d に従い、読み取り不能になっていることを確認する。

2.4
ペイメントアプリケーションは、カード会員データのセキュリテ
ィ保護に使用されるキーを開示や誤使用から保護する必
要がある。

注:
この要件は、保存されているカード会員データを暗号化す
るキーに適用され、またデータ暗号化キーの保護に使用す
るキー暗号化キーにも適用されます。つまり、キー暗号化
キーは、少なくともデータ暗号化キーと同じ強度を持つ必
要があります。
PCI DSS 要件 3.5 に対応
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暗号化キーへのアクセスを取得するとデータを複合化
できるため、暗号化キーは厳重に保護する必要があり
ます。
2.4.a
製品のドキュメントに目を通し、責任者にインタビューすることにより、ア
プリケーションによって使用される暗号化キーへのアクセスが制限される
制御が導入されていることを確認する。
2.4.b システム構成ファイルを調べて、以下のことを確認する。





キーを開示と誤使用から保護するためのペイメントアプ
リケーションの要件は、データ暗号化キーとキー暗号化
キーの両方に適用されます。
暗号化キーにアクセスできる人物はごく少数にする必
要があります（通常、キー管理者のみ）。

キーが暗号化された形式で保存されている
キー暗号化キーがデータ暗号化キーとは別に保存されている
キー暗号化キーが少なくとも保護対象データの暗号化キーと同じ
強度を持つ
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テスト手順

ガイダンス

2.4.c ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、顧客とリセラー/インテグレータ向けに以下の指
示が含まれていることを確認する。

2.5
ペイメントアプリケーションは、カード会員データの暗号
化に使用される暗号化キーに対して、少なくとも次の要件
に従ってキー管理プロセスと手続きを実装する必要がある
。
PCI DSS 要件 3.6 に対応



キーへのアクセスを、必要最小限の管理者に制限する。



キーの保存場所と形式を最小限にし、安全に保存する。

2.5.a ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けの以
下の指示が含まれていることを確認する。


顧客またはインテグレータ/リセラーがキー管理作業に関わってい
る場合に暗号化キーの生成、配布、保護、変更、保存、破棄/
取替を安全に行う方法。



キー管理者が自身のキー管理の責務を理解して受諾したことを
確認するためのサンプルのキー管理フォーム。



2.5.1 強力な暗号化キーの生成

2.5.1.a 『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けに、
暗号化キーを安全に生成する方法に関する指示が含まれていること
を確認する。

暗号化キーの管理方法は、ペイメントアプリケーションの
セキュリティを継続させるための重要な要素です。適切
なキー管理プロセスは、手動、または暗号化製品の一
部として自動化されている場合のいずれも、業界標準
に基づき、すべてのキー要素を 2.5.1 ～ 2.5.7
に対応させます。
顧客に暗号化キーを安全に送信、保存、更新するた
めのガイダンスを提供することは、キーの管理上のミスや
無許可の事業体への開示の防止に役立ちます。
この要件は、保存されたカード会員データの暗号化に
使用するキーおよび個々のキー暗号化キーを適用対
象とします。

ペイメントアプリケーションは、『PCI DSS と PA-DSS
の用語集（用語、略語、および頭字語）』の「強力な
暗号化技術」に定義されている強力なキーを生成す
る必要があります。

2.5.1.b
暗号化キーを生成するために使用される方法を含め、アプリケーション
をテストし、『PA-DSS
実装ガイド』の指示が強力な暗号化キーを生成する結果に至ることを
確認する。
2.5.2 安全な暗号化キーの配布

2.5.2.a 『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けに、
暗号化キーを安全に配布する方法に関する指示が含まれていること
を確認する。

ペイメントアプリケーションは、キーを安全に配布する必
要があります。つまり、キーを平文で配布せず、承認さ
れたプロセスによってのみ配布することを意味します。

2.5.2.b
暗号化キーを配布するために使用される方法を含め、アプリケーション
をテストし、『PA-DSS
実装ガイド』の指示が暗号化キーを安全に配布する結果に至ることを
確認する。
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2.5.3 安全な暗号化キーの保存

テスト手順

ガイダンス

2.5.3.a 『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けに、
暗号化キーを安全に保管する方法に関する指示が含まれていること
を確認する。

ペイメントアプリケーションは、キーを安全に保存する必
要があります（キー暗号化キーで暗号化するなど）。

2.5.3.b
暗号化キーを保管するために使用される方法を含め、アプリケーション
をテストし、『PA-DSS
実装ガイド』の指示が暗号化キーを安全に保管する結果に至ることを
確認する。
2.5.4.a 『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けの
以下の指示が含まれていることを確認する。
•
アプリケーションによって使用される各キーの種類に対して定義
される暗号化期間
•
定義された暗号化期間の最後で、キーの変更を強制する手
順

2.5.4
関連アプリケーションベンダまたはキーオーナーが定義し、
業界のベストプラクティスおよびガイドライン（たとえば、NI
ST Special Publication 80057）に基づいた、暗号化期間の終了時点に到達したキ
ーの暗号化キーの変更。暗号化期間の終了時点とは
、たとえば、定義された期間が経過した後、または付与
されたキーで一定量の暗号化テキストを作成した後（ま
たはその両方）である。

2.5.4.b
暗号化キーを変更するための方法を含め、アプリケーションをテストし、
『PA-DSS
実装ガイド』の指示が定義された暗号期間の終わりにキーが変更され
る結果に至ることを確認する。

暗号化期間とは、定義された目的で特定の暗号化キ
ーを使用できる期間のことです。暗号化期間を定義す
る場合には、基盤アルゴリズムの強度、キーのサイズま
たは長さ、キーが危険にさらされるリスク、暗号化するデ
ータの機密性などを考慮する必要があります。
キーの暗号化期間の終わりに暗号化キーの定期的な
変更を行うことは、暗号化キーが取得され、データが復
号化されるリスクを最小限に抑えるために必須です。

.
2.5.5
キーの完全性が弱くなったとき（たとえば、平文のキーの情
報を持つ従業員が業務から離れる場合）またはキーが危
険にさらされている疑いがあるときに必要とみなされる、キ
ーの破棄または取替（アーカイブ、廃棄、廃止など）。

注:
破棄された、または取り替えられた暗号化キーを保持す
る必要がある場合、そのキーを（たとえば、キー暗号化キ
ーを使用することにより）安全にアーカイブする必要がある
。アーカイブされた暗号化キーは、復号化または検証に
のみ使用される。

2.5.5.a 『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けの
以下の内容が含まれていることを確認する。
•
キーの整合性が脆弱になった場合、またはキーの悪用が存在
するまたは疑われる場合に、キーが破棄または取り替えられる
ための指示。
•
キーの破棄や取り替えの手順（アーカイブ、廃棄、廃止など）。
•
破棄または取り替えられた暗号化キーが、暗号化操作に使
用されていないことを確認する手順。

使われなくなった、または不要になったキー、および脆弱
であることがわかっているまたは疑われるキーは、破棄す
るか破壊して使用できないようにする必要があります。（
アーカイブされた暗号化データをサポートするなどのため
に）そのようなキーを保管しておく必要がある場合は、厳
重に保護する必要があります。
ペイメントアプリケーションでは、侵害されたことがわかっ
ている、またはその疑いがあるキーを取り替えるプロセス
を提供し、使いやすくする必要があります。

2.5.5.b
暗号化キーを破棄する、または取り替える方法を含め、アプリケーショ
ンをテストし、『PA-DSS
実装ガイド』の指示が暗号化キーの破棄または取り替えに至る（アー
カイブ、廃棄、廃止など）ことを確認する。
.
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2.5.5.c 破棄された/取り替えられた暗号化キーをテストし、『PADSS
実装ガイド』の指示により、アプリケーションが、暗号化操作に破棄ま
たは取り替えられたキーを使用しないことを確認する。
2.5.6
ペイメントアプリケーションが手動での平文暗号化キー管
理の操作をサポートする場合、キーの知識分割と二重管
理を使用する必要がある。
注:
手動のキー管理操作の例には、キーの生成、伝送、読み
込み、保存、破棄などが含まれますが、これらに限定され
ません。

2.5.7 暗号化キーの不正置換の防止

2.5.6.a 『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けの以
下の内容が含まれていることを確認する。
•
アプリケーションによってサポートされている手動クリアテキスト暗号
化キー管理操作の詳細
•
そのような操作に関する知識分割と二重管理の指示
2.5.6.b
すべての手動の平文暗号化キー管理操作を含め、アプリケーションを
テストし、『PA-DSS
実装ガイド』の指示が、すべての手動の平文暗号化キー管理手順
に必要なキーの知識分割と二重管理に至ることを確認する。

2.5.7.a 『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けに、
暗号化キーの不正な置換を防ぐ方法に関する指示が含まれていること
を確認する。
2.5.7.b
暗号化キーを置換するすべての方法を含め、アプリケーションをテストし
、『PA-DSS
実装ガイド』の指示が暗号化キーの不正な置換を防ぐ結果に至ること
を確認する。.

2.6
ペイメントアプリケーションによって保存された暗号化キー
要素または暗号文を業界が承認した標準に従って取得
不能にするメカニズムを提供する。
これらは、カード会員データを暗号化または確認するため
に使用される暗号化キーである。

注:
この要件は、ペイメントアプリケーションまたは以前のバージ
ョンのペイメントアプリケーションで、カード会員データの暗
号化に暗号化キー要素または暗号文が使用されていた
PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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2.6.a ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、文書に顧客とインテグレータ/リセラー向けの以
下の指示が含まれていることを確認する。


暗号化要素を取得不能にするためにアプリケーションに提供され
ているツールまたは手続きを使用する詳細な手順



キーが使用されなくなった時に、PCI DSS
のキー管理要件に従って、暗号化キーの要素を取得不能にする
こと



復号/再暗号化プロセスの間に、クリアテキストデータのセキュリテ
ィを維持するための手順を含め、新しいキーで履歴データの再暗
号化を行う手順

キー知識の分割と二重管理は、1
人の人物がキー全体にアクセスできる可能性を排除す
るために使用されます。この管理は、手動キー管理

操作に適用されます。
キー知識分割方法では、2
人以上が別々にキーコンポーネントを持っており、個々
の知識では暗号化キーを生成できないようにした状態
を指します。各人は、自分のキーコンポーネントしか知っ
ておらず、各キーコンポーネントは元の暗号化キーの知
識を伝えません。
二重管理では、2 人以上が 1
つの機能を実行し、どの 1
人も他方の認証情報にアクセスも使用もできなくなって
います。
ペイメントアプリケーションは、許可されたキーの置換の
みを行うことができるように、アプリケーションのユーザー
用の方法を定義する必要があります。アプリケーション
構成には、不正なソースまたは予期しないプロセスから
のキーの置換を許可するものを含めてはいけません。

ベンダは、顧客が必要としなくなった場合に、顧客が古
い暗号化要素を削除することができるよう、メカニズムを
提供する必要があります。古い暗号化要素の削除は
、顧客の裁量であることに注意してください。
暗号化キー要素および暗号文、またはそのいずれかを
取得不能にするために使用できるツールまたはプロセス
の例として以下があります。
- 国家安全保障局またはその他の州や国家の標
準または規制によって維持管理される承認済み
製品のリストなどで定義されている安全な削除。
- 残りのデータ暗号化キーがすべて削除した KEK
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の形式で暗号化されている場合のキー暗号化キ
ー（KEK）の削除。

2.6.c
暗号化キーの要素が取得不能になるように提供されている方法を含
め、アプリケーションをテストする。フォレンジックツールまたはフォレンジック
手法（あるいはその両方）を使用して、ベンダによって提供されている安
全なワイプツールまたはワイプ手続きによって、業界承認標準に従って
暗号化要素が取得不能になることを確認します。
2.6.d 新しいキーで履歴データを再暗号化する方法をテストし、『PADSS
実装ガイド』の指示が新しいキーで履歴データが再暗号化される結果
に至ることを確認する。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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3.1
ペイメントアプリケーションでは、すべての管理アクセスおよ
びカード会員データへのアクセスに一意のユーザ ID
と安全な認証の使用をサポートおよび適用する必要があ
る。安全な認証は、アプリケーションのインストール完了お
よびインストール後の変更によって生成または管理される
すべてのアカウントに適用する必要がある。
アプリケーションは、以下の 3.1.1 から 3.1.11
を強制する必要があります。

3.1.a ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、顧客とリセラー/インテグレータが以下に当てはまることを
確認する。

複数の従業員が 1 つの ID
を使用するのではなく、各ユーザが一意に識別
されるようにすることで、アプリケーションは PCI
DSS
の要件をサポートし、アクションに対する個人の
責任と従業員ごとの有効な監査証跡を保持す
ることができます。これは、誤使用や悪意のある
意図が発生した場合に、問題を迅速に解決お
よび抑制するのに役立ちます。

注: 要件 3
全体で使用される「インストール後の変更」とは、ユーザア
カウントをデフォルト設定に戻したことによるアプリケーション
のあらゆる変更、既存のアカウント設定のあらゆる変更、
新規アカウントの生成または既存アカウントの再作成をも
たらす変更などがあります。
注: これらのパスワード管理は、1
つの取引を行うために一度に 1
つのカード番号にしかアクセスできない担当者に適用する
ことを意図したものではありません。これらの管理は、管理
機能を持つ担当者によるアクセス、カード会員データを含
むシステムへのアクセス、ペイメントアプリケーションによって
制御されるアクセスに適用されます。
この要件は、カード会員データを表示またはアクセスするた
めに使用されるペイメントアプリケーションとすべての関連ツ
ールに適用されます。
PCI DSS 要件 8.1 および 8.2 に対応

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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ペイメントアプリケーションが、次の手順によって生成される強力な認証を
すべての認証資格情報に適用する方法について、明確かつ正確な指示
を提供する。
- 要件 3.1.1 ～ 3.1.11
に従って、インストールの完了時に、認証資格情報に安全な変更を
適用する。
- 要件 3.1.1 ～ 3.1.11
に従って、インストール後に変更があるたびに、認証資格情報に安
全な変更を適用する。


PCI DSS の準拠を維持するため、認証設定に加えた変更は、少なくとも
PCI DSS
の要件と同程度に厳格である認証方法を提供するものとして検証する必
要がある。



すべてのデフォルトアカウントに安全な認証を割り当ててから（使用しない
場合でも）、アカウントを無効にするか使用しないことを推奨する。



ペイメントアプリケーションによって使用されるすべての認証資格情報（ただ
し、アプリケーションによる生成や管理は行わない）について、明確かつ正
確な指示を提供する場合、後述の要件 3.1.1 ～ 3.1.11
に従ってインストールの完了時およびインストール後の変更時に管理アク
セス権限を持つすべてのアプリケーションレベルのアカウントとカード会員デ
ータへのすべてのアクセスに関して認証資格情報を変更し、強力な認証
を作成する方法について明確な指針を示している。

安全な認証を一意の ID
に加えて使用すると、侵害を試みようとする人物
は一意の ID
に加えてパスワード（またはその他の認証アイテム
）を知る必要があるため、ユーザの ID
が侵害されるのを防ぐことができます。
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3.1.1
ペイメントアプリケーションは、他の必要なソフトウェアに対
してデフォルトの管理アカウントを使用しない（または使用
を要求しない）ことを確認する（たとえば、ペイメントアプリ
ケーションはデータベースのデフォルト管理アカウントを使
用してはいけません）。

3.1.1 すべての必要なソフトウェアのための管理アカウントを設定を含め、『PADSS
実装ガイド』に従い、ペイメントアプリケーションをインストールおよび構成する。ペ
イメントアプリケーションをテストして、ペイメントアプリケーションが他の必要なソフ
トウェアに対してデフォルトの管理アカウントを使用しない（または使用を要求しな
い）ことを確認します。

デフォルトの管理アカウント（とパスワード）は公共
知識であり、ペイメントアプリケーションまたは基盤
のシステムコンポーネントに精通している全員に
知られています。デフォルトの管理アカウントとパ
スワードを使用すると、許可されていない個人が
、公的に知られている認証情報でログインし、ア
プリケーションとデータへのアクセスを得ることがで
きる場合があります。

3.1.2
アプリケーションで生成または管理されるすべてのアカウントについては、以下のよ
うにアプリケーションをテストする。

アプリケーションがデフォルトパスワードの変更を強
制しない場合は、アプリケーションがデフォルトの
設定に精通する人物により、不正アクセスされる
可能性があります。

PCI DSS 要件 2.1 に対応
3.1.2
アプリケーションは、アプリケーションのインストール完了お
よびインストール後の変更によって生成または管理される
すべてのアカウントで、デフォルトの全アプリケーションパス
ワードの変更を強制する必要がある。
これは、ユーザアカウント、アプリケーション、サービスアカウ
ント、サポート目的のためにベンダによって使用されるアカ
ウントを含むすべてのアカウントに適用されます。

注: この要件は、ユーザプロセスの指定、または『PADSS
実装ガイド』の指示によって満たすことはできません。イン
ストールの完了およびその後の変更時に、アプリケーショ
ンは、デフォルトのパスワードが変更されるまで、デフォルト
または内蔵のアカウントが技術的に使用されてないように
する必要があります。
PCI DSS 要件 2.1 に対応
3.1.3
ペイメントアプリケーションは、ユーザアカウントに一意の
ID を割り当てる。
PCI DSS 要件 8.1.1 に対応

3.1.2.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってアプリケーションをインストールし、アカウントとパスワード設定
を検査する。さらに、すべてのデフォルトパスワードを使用して、インストールプロセ
スの完了時までに、デフォルトのペイメントアプリケーションのパスワードが変更され
ることを確認する。
3.1.2.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるすべてのアプリケーシ
ョン機能をテストする。
実行される、あらゆる種類の変更について、アカウントおよびパスワードの設定を
検査し、すべてのデフォルトのパスワードを使用して、アプリケーションが変更の完
了時に、デフォルトのパスワードをすべて変更するよう強制することを確認する。
3.1.3
アプリケーションで生成または管理されるすべてのアカウントについては、以下のよ
うにアプリケーションをテストする。
3.1.3.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールし、同じユーザ ID
を使用して異なるアプリケーションアカウントの作成を試み、ペイメントアプリケーシ
ョンがインストールプロセスの完了時に、一意のユーザ ID
のみを割り当てることを確認する。
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各ユーザに一意のユーザ ID
が割り当てられている場合、ペイメントアプリケー
ションへのアクセスと活動は、それらを実行する個
人にまで遡ることができる。
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3.1.3.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるすべてのアプリケーシ
ョン機能をテストする。
実行される、あらゆる種類の変更について、アカウントの設定を検査してアプリケ
ーションの機能をテストし、変更の完了時に、すべてのアカウントに一意のユーザ
ID が割り当てられていることを確認します。
3.1.4
ペイメントアプリケーションは、以下の方法の少なくとも 1
つを使用してすべてのユーザを認証する。


ユーザが知っていること（パスワードやパスフレーズ
など）



トークンデバイスやスマートカードなど、ユーザが所
有しているもの



ユーザ自身を示すもの（生体認証など）

PCI DSS 要件 8.2 に対応

3.1.4
アプリケーションで生成または管理されるすべてのアカウントについては、以下のよ
うにアプリケーションをテストする。
3.1.4.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールし、認証方法をテス
トして、アプリケーションが、インストールプロセスの完了時に、すべてのアカウントに
対して、少なくとも 1 つの定義済み認証方法を必要とすることを確認する。

これらの認証方法を一意の ID
に加えて使用すると、侵害を試みようとする人物
は一意の ID
に加えてパスワード（またはその他の認証アイテム
）を知る必要があるため、ユーザの ID
が侵害されるのを防ぐことができます。

3.1.4.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるすべてのアプリケーシ
ョン機能をテストする。
実行される、あらゆる種類の変更について、認証方法をテストして、アプリケーシ
ョンが、変更の完了時に、すべてのアカウントに対して、少なくとも 1
つの定義済み認証方法を必要とすることを確認する。

3.1.5
ペイメントアプリケーションは、グループ、共有、または汎
用のアカウントおよびパスワードを要求または使用しない
。
PCI DSS 要件 8.5 に対応

3.1.5
アプリケーションで生成または管理されるアカウントについては、以下に
従ってアプリケーションをテストする。
3.1.5.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールしてアプリケーション
の機能をテストし、インストールプロセスの完了時に、アプリケーションがグループ、
共有、または汎用のアカウントおよびパスワードを要求または使用しないことを確
認する。

複数のユーザが同じ認証資格情報（アカウントと
パスワードなど）を共有すると、個人のアクションに
責任を割り当てたり、アクションの有効なログを記
録したりすることができなくなります。アクションを
実行したユーザが、認証資格情報を知っている
のが誰であるかを特定できないためです。

3.1.5.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるすべてのアプリケーシ
ョン機能をテストする。
実行される、あらゆる種類の変更について、アカウントの設定を検査してアプリケ
ーションの機能をテストし、変更の完了時に、アプリケーションがグループ、共有、
または汎用のアカウントおよびパスワードに依存または使用しないことを確認しま
す。
PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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3.1.6
ペイメントアプリケーションは、以下を満たすパスワードを要
求する。

3.1.6
アプリケーションで生成または管理されるすべてのアカウントについては、以下の
ようにアプリケーションをテストする。

悪意のある人々は、アプリケーションやシステムに
アクセスするため、最初に弱いパスワードを持つ、
またはパスワードが存在しないアカウントを見つけ
ようとします。パスワードが短くて推測しやすい場
合、悪意のある者がこれらの脆弱なアカウントを
見つけ、有効なユーザ ID
を装ってアプリケーションやシステムを侵害すること
は比較的簡単です。

•

パスワードに 7 文字以上が含まれることが必要

•

数字と英文字の両方を含む

あるいは、上記のパラメータに等しい複雑さと強度を持つ
パスワード/パスフレーズ

3.1.6.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールしてアプリケーション
の機能をテストし、インストールプロセスの完了時に、アプリケーションが以下の
複雑性と強度を最小限要求するパスワードを必要とすることを確認する。
•

パスワードに 7 文字以上が含まれる

•

数字と英文字の両方を含む

3.1.6.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるすべてのアプリケー
ション機能をテストする。
実行される、あらゆる種類の変更について、アカウントの設定を検査してアプリ
ケーションの機能をテストし、変更の完了時に、アプリケーションが以下の複雑
性と強度を最小限要求するパスワードを必要とすることを確認します。
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•

パスワードに 7 文字以上が含まれる

•

数字と英文字の両方を含む

この要件は、パスワードに 7
文字以上の数字と英字を両方含むことを指定
しています。技術的な制限上、この最小限を満
たせない場合、事業体は「等価強度」を使用し
てその代替値を評価します。NIST SP 800-631
では、エントロピーは「パスワードまたはキーを推
定または決定する難易度」として定義されていま
す。パスワードの異なる最小形式について、パス
ワードエントロピーの値や等価強度の詳細情報
は、この文書またはその他の文書で参照できます
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3.1.7 ペイメントアプリケーションは、少なくとも 90
日ごとにユーザパスワードの変更を要求する。
PCI DSS 要件 8.2.4 に対応

テスト手順

ガイダンス

3.1.6.c
アプリケーションがパスワードで異なる最小の文字セットと長さを使用する場合は
、アプリケーションに必要なパスワードのエントロピーを計算し、上記で指定した
パラメータと少なくとも同等であること（つまり、数字およびアルファベット文字の 7
文字と同じ程度に強力である）を確認する。

。

3.1.7
アプリケーションで生成または管理されるすべてのアカウントについては、以下の
ようにアプリケーションをテストする。

長期間変更されずに有効なままになっているパ
スワード/パスフレーズは、悪意のある者がパスワ
ード/パスフレーズを解読する行為により長い時
間を与えることになります。

3.1.7.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールしてアプリケーション
の機能をテストし、インストールプロセスの完了時に、アプリケーションが、少なくと
も 90 日ごとにユーザパスワードの変更を要求することを確認する。
3.1.7.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるすべてのアプリケー
ション機能をテストする。
実行される、あらゆる種類の変更について、アカウントの設定を検査してアプリ
ケーションの機能をテストし、変更の完了時に、アプリケーションが、少なくとも
90 日ごとにユーザパスワードの変更を必要とすることを確認します。
3.1.8
ペイメントアプリケーションは、パスワードの履歴を保持し、
新しいパスワードには最後に使用した 4
つのパスワードと異なるものを使用することを要求する。
PCI DSS 要件 8.2.5 に対応

3.1.8
アプリケーションで生成または管理されるすべてのアカウントについては、以下の
ようにアプリケーションをテストする。
3.1.8.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールしてアカウント設定
を検査し、インストールプロセスの完了時に、アプリケーションがパスワードの履歴
を保持し、新しいパスワードには最後に使用した 4
つのパスワードと異なるものを使用するよう要求することを確認する。

パスワード履歴が保持されていない場合、以前
のパスワードが何度も再使用されることがあるた
め、パスワードを変更することの効果が低減しま
す。一定期間ほどパスワードを再使用できないこ
とを要求することで、推定されたか総当たり攻撃
で見つけられたパスワードが今後使用される可
能性が低減されます。

3.1.8.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるすべてのアプリケー
ション機能をテストする。
実行される、あらゆる種類の変更について、アカウントの設定を検査してアプリ
ケーションの機能をテストし、変更の完了時に、アプリケーションがパスワードの
履歴を保持し、新しいパスワードには最後に使用した 4
つのパスワードと異なるものを使用するよう要求することを確認します。
3.1.9 ペイメントアプリケーションは、最大 6
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3.1.9
アプリケーションで生成または管理されるすべてのアカウントについては、以下の

アカウントロックアウトメカニズムがないと、攻撃者
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回のログインの試行後にユーザアカウントをロックアウトして
、アクセス試行の繰り返しを制限する。
PCI DSS 要件 8.1.6 に対応

テスト手順
ようにアプリケーションをテストする。
3.1.9.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールしてアカウント設定
を検査し、インストールプロセスの完了時に、アプリケーションが、最大 6
回の無効なログオン試行の後でユーザのアカウントがロックアウトされるように設
定されていることを確認する。

ガイダンス
は、手動または自動ツール（パスワード解読ツー
ルなど）を使用し、推測に成功してユーザアカウン
トへのアクセスを得るまで、継続してパスワードの
推測を試みることができます。

3.1.9.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるすべてのアプリケー
ション機能をテストする。
実行される、あらゆる種類の変更について、アカウントの設定を検査してアプリ
ケーションの機能をテストし、変更の完了時に、アプリケーションが、最大 6
回の無効なログオン試行の後でユーザのアカウントがロックアウトされるように設
定されていることを確認します。
3.1.10
ペイメントアプリケーションは、ロックアウトの期間を、最小
30 分または管理者がユーザ ID
を有効にするまで、に設定する。
PCI DSS 要件 8.1.7 に対応

3.1.10
アプリケーションで生成または管理されるすべてのアカウントについては、以下の
ようにアプリケーションをテストする。
3.1.10.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールしてアカウント設定
を検査し、インストールプロセスの完了時に、アプリケーションが、ロックアウトの期
間を、最小 30 分または管理者がユーザ ID
を有効にするまでと設定することを確認する。
3.1.10.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるすべてのアプリケー
ション機能をテストする。

パスワードの推測が絶えず試みられたためにアカ
ウントがロックアウトされる場合、アカウント再有
効化の遅延管理により、悪意のある者がこれら
のロックされたアカウントのパスワードを継続して
推測することを防ぐことができます（アカウントが再
有効化されるまで少なくとも 30
分待つ必要があります）。さらに、再有効化を要
求する必要がある場合、管理者は、実際にアカ
ウント所有者が再有効化をリクエストしていること
を検証できます。

実行される、あらゆる種類の変更について、アカウントの設定を検査してアプリ
ケーションの機能をテストし、変更の完了時に、アプリケーションがロックアウトの
期間を、最小 30 分または管理者がユーザ ID
を有効にするまでと設定することを確認します。
3.1.11 ペイメントアプリケーションは、セッションが 15
分を超えてアイドル状態の場合、セッションを再有効化す
るためにユーザに再認証を要求する。
PCI DSS 要件 8.1.8 に対応
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3.1.11
アプリケーションで生成または管理されるすべてのアカウントについては、以下の
ようにアプリケーションをテストする。
3.1.11.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールしてアカウント設定
を検査し、インストールプロセスの完了時に、アプリケーションが、セッションのアイ

ペイメントアプリケーションへのアクセスでオープン
なセッションからユーザが離れるとき、その接続が
ユーザの不在時にその他の者によって使用され、
権限のないアカウントアクセスやアカウントの誤使
用が発生する可能性があります。
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ガイダンス

ドルタイムアウトを 15 分以下に設定することを確認する。
3.1.11.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるすべてのアプリケー
ション機能をテストする。
実行される、あらゆる種類の変更について、アカウントの設定を検査してアプリ
ケーションの機能をテストし、変更の完了時に、アプリケーションがセッションのア
イドルタイムアウトを 15 分以下に設定することを確認します。
3.2 ベンダが作成する『PA-DSS
実装ガイド』を調べて、顧客とインテグレータ/リセラーに、一意のユーザ ID と
PCI DSS
準拠の安全な認証を使用して、PC、サーバ、データベースへのペイメントアプリ
ケーションアクセスとカード会員データによるアクセスを制御するように指示してい
ることを確認します。

3.2 ソフトウェアベンダは、ペイメントアプリケーションから
PC、サーバ、データベースにアクセスする場合に一意のユ
ーザ ID
と安全な認証を必要とすることに関して、顧客にガイダンス
を提供する必要がある。

アプリケーションがインストールまたは強力な個人
識別と認証コントロールを強制しないシステムに
よってアクセスされる場合、アプリケーションによっ
て提供される強力な認証をが無視され、安全で
ないアクセスを招く場合があります。

PCI DSS 要件 8.1 および 8.2 に対応
3.3
送信および保管中に、すべてのペイメントアプリケーション
のパスワードを安全にする（ユーザとアプリケーションアカウン
トのパスワードを含め）。

3.3 以下の項目を実行する。

PCI DSS 要件 8.2.1 に対応
3.3.1
伝送中に、すべてのペイメントアプリケーションのパスワー
ドを読み取り不能にする強力な暗号化を使用する。

3.3.1.a
ベンダの文書とアプリケーション構成を検査し、伝送中にすべてのパスワードが
読み取り不能となるよう、強力な暗号化が使用されていることを確認する。
3.3.1.b
すべてのタイプのアプリケーションパスワードでは、パスワードの伝送（別のシステ
ムからアプリケーションにログインする、アプリケーションを他のシステムに対して認
証するなど）を検査し、強力な暗号化によりパスワードが常に読み取り不能にさ
れていることを確認する。

3.3.2
保管中にすべてのペイメントアプリケーションのパスワード
が読み取り不能になるよう、承認された標準に基づき、
強力な一方向暗号化アルゴリズムを使用していることを
確認する。
各パスワードは、暗号化アルゴリズムが適用される前に
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ペイメントアプリケーションのパスワードが暗号化
なしでネットワークにわたって保存または伝送され
ると、悪意のある者は、「スニッファー（Sniffer）」を
使用してパスワードを伝送中に容易に傍受した
り、保存されているファイル内の暗号化されてい
ないパスワードに直接アクセスしたりして、この盗
難データを使用して不正にアクセスすることができ
ます。ハッシュアルゴリズムが適用される前に、各
パスワードに一意の入力変数を連結させることで
、ブルートフォース攻撃の効果を減少させることが
できます。パスワードをハッシュ化するのに適した
強力な一方向暗号アルゴリズムの例には、PBK
DF2やbcryptがあります。

3.3.2.a
ベンダの文書とアプリケーション構成を検査し、以下のことを確認する。
•

保存されるパスワードは、承認済みの標準に基づく強力で一方向の暗
号化アルゴリズムを使用して、読み取り不能にする。

•

暗号化アルゴリズムが適用される前に、一意の入力変数が、各パスワー
ドと連結される。
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、パスワードを使用して連結される一意の入力変数を
持つ必要があります。

3.3.2.b
アプリケーションパスワードのすべての種類について、アプリケーション自体、基盤
システム、ログファイル、レジストリ設定などで、アプリケーションがパスワードを保
存できるすべての場所を特定する。すべての場所とパスワードの種類について、
保存されるパスワードファイルを調べ、パスワードが、強力で一方向の暗号化ア
ルゴリズムを使用して、読み取り不能になっていて、保存されるときは常に一意
の入力変数を持っていることを確認する。

注:
入力変数は予測不能や秘密にする必要はありません
。
3.4
ペイメントアプリケーションは、必要な機能/リソースへのアク
セスを制限し、内蔵アカウントで以下のように最低限の権
限を強制する必要がある。
•

•

3.4.a 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールし、インストールプロ
セスの完了時に、以下について内蔵アカウントの設定を調べる。

デフォルトで、すべてのアプリケーション/サービスアカウ
ントは、特にアプリケーション/サービスアカウントの目的
に必要な機能/リソースのみへのアクセスを持つ
デフォルトで、すべてのアプリケーション/サービスアカウ
ントは、アプリケーション/サービスアカウントで必要な
各機能/リソースに割り当てられる最小レベルの権限
を持つ

•

すべてのアプリケーション/サービスアカウントは、特にアプリケーション/サービス
アカウントの目的に必要な機能/リソースのみへのアクセスを持つ

•

すべてのアプリケーション/サービスアカウントは、アプリケーション/サービスアカ
ウントで必要な各機能/リソースに割り当てられる最小レベルの権限を持つ

3.4.b
ユーザアカウントがデフォルト設定に戻る、既存アカウント設定が変更される、新
しいアカウントが生成される、既存アカウントが再作成されるに至るものを含め、
内蔵アカウントへの変更を招くすべてのアプリケーション機能をテストする。
実行される、あらゆる種類の変更について、内蔵アカウントの設定を調べて、アプ
リケーションの機能をテストし、変更の完了時に以下のことを確認します。

PCI DSS 要件 7 に対応
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•

すべてのアプリケーション/サービスアカウントは、特にアプリケーション/サービス
アカウントの目的に必要な機能/リソースのみへのアクセスを持つ

•

すべてのアプリケーション/サービスアカウントは、アプリケーション/サービスアカ
ウントで必要な各機能/リソースに割り当てられる最小レベルの権限を持つ

ガイダンス

このようなアクセスを必要とするアカウントのみに、
カード会員データと機密機能へのアクセスを制限
するため、アクセスの必要性と必要な権限のレベ
ルは、各内蔵アカウントで定義される必要があり
ます。つまり、割り当てられる機能は実行できる
が、不要なその他のアクセスや権限は授与されま
せん。
必要最小限の特権を割り当てることで、アプリケ
ーションについて十分な知識のないユーザが間違
って、または知らないでアプリケーションの構成を
変更したり、セキュリティ設定を変更することを防
止できます。必要最小限の特権を割り当てるこ
とはまた、無許可の人物があるユーザ ID
にアクセスできた場合の損害範囲を最小限にとど
めるためにも役立ちます。
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4.1
インストールプロセスが完了したペイメントアプリケーションの
デフォルトの "アウトオブボックス"
インストールでは、すべてのユーザアクセスのログが記録され
、すべての動作を個々のユーザに関連付けられるようにす
る必要がある。
PCI DSS 要件 10.1 に対応

4.2
ペイメントアプリケーションでは、次のイベントを再構築する
ための自動監査証跡を記録する必要がある。

テスト手順

ガイダンス

4.1.a
ペイメントアプリケーションをインストールする。アプリケーションをテストし、
インストール時に、ペイメントアプリケーションの監査証跡が自動的に有
効になっていることを確認する。

ペイメントアプリケーションは、ユーザをアクセスし
たアプリケーションリソースにリンクし、監査ログを
生成するプロセスまたはメカニズムを持ち、疑わ
しい活動を行ったユーザを特定できる機能を適
用することが重要です。インシデント後のフォレン
ジックチームは、これらのログを頼りに調査を開
始します。

4.1.a ベンダが作成する『PA-DSS
実装ガイド』を調べて、以下の指示が含まれていることを確認する。


インストールプロセスの完了時に、ログが設定され、デフォルトで有
効にされるようにアプリケーションをインストールする方法



インストール後、顧客によって構成可能なログオプションについて、
後述の PA-DSS 要件 4.2、4.3 および 4.4 に従い、PCI DSS
準拠のログ設定を設定する方法。



ログの無効化は PCI DSS
に準拠しなくなるため行うべきではないこと。



インストール後、顧客によって構成可能なログオプションについて、ペ
イメントアプリケーションに付属している、または必要とされるサードパ
ーティのソフトウェアコンポーネントで、PCI DSS
準拠のログ設定を設定する方法。

4.2
ペイメントアプリケーションの監査ログ設定と監査ログ出力を調査してペイ
メントアプリケーションをテストし、次の事項を実行する。

4.2.1 から 4.2.7
のイベントをログに記録することにより、組織は悪
意のある行為の可能性を識別および追跡でき
ます。

4.2.1
ペイメントアプリケーションからのカード会員データへのすべての個人アク
セスがログ記録されることを確認します。

悪意のある個人が、アプリケーションを通してカー
ド会員データにアクセスできるユーザアカウント情
報を取得したり、カード会員データにアクセスす
るために新しい不正なアカウントを作成する可
能性があります。カード会員データへのすべての
個人アクセスの記録から、侵害または誤使用さ
れている可能性があるアカウントを識別できます
。

PCI DSS 要件 10.2 に対応
4.2.1
ペイメントアプリケーションからカード会員データへのすべ
ての個人アクセス
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4.2.2
ペイメントアプリケーションで管理権限が割り当てられた
個人によって行われたすべてのアクション

4.2.2
ペイメントアプリケーションに対する管理権限を持つ個人によって行われ
たアクションがログ記録されることを確認します。

高い権限を持つ「管理者」などのアカウントは、
アプリケーションのセキュリティや本番環境機能に
多大な影響を及ぼす可能性があります。実行さ
れたアクティビティのログがなければ、組織は管
理者権限の誤使用によって生じた問題を追跡
し、原因となる行為や個人を特定することがで
きません。

4.2.3
アプリケーションによって、またはアプリケーション内で管理
される監査証跡へのアクセス

4.2.3
アプリケーションによって、またはアプリケーション内で管理される監査証
跡へのアクセスがログ記録されることを確認します。

悪意のある者は、多くの場合、自身の行為を隠
すために監査ログの変更を試みます。アクセスの
記録があれば、組織はログの矛盾や改ざんの可
能性を追跡して個人のアカウントを特定できま
す。

4.2.4 無効な論理アクセス試行

4.2.4 無効な論理アクセス試行が記録されていることを確認する。

悪意のある者は、多くの場合、ターゲットとなるシ
ステムに対する複数のアクセスを試みます。無効
なログインが何度も試行された場合、不正ユー
ザが「総当たり」によるパスワードの推測を試行し
ている可能性があります。

4.2.5
アプリケーションの識別と認証メカニズムの使用および変
更（新しいアカウントの作成、特権の上昇などを含むが
これらに限定されない）、およびルートまたは管理者権
限を持つアプリケーションアカウントの変更、追加、削除
のすべて

4.2.5
アプリケーションの識別と認証メカニズムの使用（新しいアカウントの作成
、特権の上昇などを含むがこれらに限定されない）、およびルートまたは
管理者権限を持つアプリケーションアカウントの変更、追加、削除のす
べてが記録されることを確認する。

インシデントの発生時点で誰がログオンしていた
かがわからなければ、使用された可能性があるア
カウントを特定できません。また、悪意のある者が
認証をバイパスしたり、有効なアカウントになりす
ましたりする目的で認証管理の操作を試みる可
能性もあります。新規アカウントの作成、権限の
昇格、アクセス権限の変更などのアクティビティは
、システムの認証メカニズムの不正使用を示す
場合があります。

4.2.6
アプリケーション監査ログの初期化、停止、一時停止

4.2.6
アプリケーション監査ログの初期化がログ記録されることを確認する。

不正なアクティビティを実行する前に監査ログを
停止する（または一時停止する）ことは、悪意の
ある者が検出から逃れるための一般的な手法で
す。監査ログの初期化は、ユーザが自身の行為
を隠蔽するためにログ機能を無効にした可能性
を示します。
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4.2.7
アプリケーションによるシステムレベルオブジェクトの作成およ
び削除

4.2.7
アプリケーションによるシステムレベルオブジェクトの作成および削除がログ
記録されることを確認する。

悪意のあるユーザは、多くの場合、システムの特
定の機能や操作を制御するためにターゲットシ
ステム上のシステムレベルオブジェクトを作成また
は置換します。データベーステーブルやストアドプ
ロシージャなど、システムレベルのオブジェクトが
作成または削除されるたびにログに記録すること
で、そのような変更が承認されたものであったか
を判断しやすくなります。

4.3
ペイメントアプリケーションは、イベントごとに、少なくとも以
下の監査証跡エントリを記録する必要がある。

4.3
ペイメントアプリケーションをテストして監査ログ設定と監査ログ出力を調
査し、監査可能なイベント（4.2 に記載）ごとに、以下を実行します。

4.2
に記載されている監査可能なイベントに対して
4.3.1 から 4.3.6
の詳細を記録することにより、侵害の可能性を
迅速に識別し、人物、内容、場所、方法に関
する十分な詳細を把握することができます。

PCI DSS 要件 10.3 に対応
4.3.1 ユーザ識別

4.3.1 ユーザ識別がログエントリに含まれることを確認する。

4.3.2 イベントの種類

4.3.2 ログエントリにイベントの種類が含まれていることを確認する。

4.3.3 日付と時刻

4.3.3 ログエントリに日付と時刻が含まれていることを確認する。

4.3.4 成功または失敗を示す情報

4.3.4
ログエントリに成功または失敗を示す情報が含まれることを確認する。

4.3.5 イベントの発生元

4.3.5 ログエントリにイベントの発生元が含まれていることを確認する。

4.3.6
影響を受けるデータ、システムコンポーネント、またはリソ
ースの ID または名前

4.3.6 影響を受けるデータ、システムコンポーネント、またはリソースの ID
または名前がログエントリに含まれることを確認する。
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4.4
ペイメントアプリケーションではログの一元管理を強化する
必要がある。

4.4.a ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、顧客とインテグレータ/リセラーに以下が提供さ
れていることを確認する。

注:
この機能の実装例として以下が挙げられますが、これらに
限定されません。




監査ログが適切に保護されていないと、完全性
、正確性、整合性が保証されず、侵害後の調
査ツールとして役に立たないことがあります。一
元管理されるログシステムでのペイメントアプリケ
ーションのログは、顧客がログを統合し、それらを
相関させることができ、環境で一貫したログを確
保できる必要があります。



ログの記録に Common Log File
System（CLFS）、Syslog、区切り文字テキストな
どの業界標準のログファイルメカニズムを使用する。



アプリケーション固有のログ形式を一元管理された迅
速なログ記録に適した業界標準のログ形式に変換
する機能とそのマニュアルを用意する。

サポートされているログの一元管理メカニズムに関する説明
一元管理されるログサーバにペイメントアプリケーションのログを統合
するための指示と手順

4.4.b 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってペイメントアプリケーションをインストールして構成し、
指示が正確で、加盟店がログを一元管理ログサーバに統一するための
機能があることを確認する。

PCI DSS 要件 10.5.3 に対応
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5.1
ソフトウェアベンダは、以下の事項を含め、ペイメントアプリ
ケーションのセキュアな開発について、正式なプロセスを定
義し、実装しています。

5.1.a
文書化されたソフトウェア開発プロセスを調査し、プロセスが業界標準またはベ
ストプラクティス（あるいはその両方）に基づいていることを確認する。

•

ペイメントアプリケーションは PCI DSS および PADSS（安全な認証やロギングなど）に従って開発さ
れている

•

開発プロセスは業界標準またはベストプラクティス（
あるいはその両方）に基づいている

•

ソフトウェア開発ライフサイクル全体に情報セキュリテ
ィが組み込まれている

•

セキュリティのレビューは、アプリケーションまたはアプリ
ケーションのアップデートをリリースする前に実行され
ている。

:

5.1.b
文書化されたソフトウェア開発プロセスを確認し、プロセスに以下が含まれること
を確認する。
•

ソフトウェア開発ライフサイクル全体に情報セキュリティが組み込まれている

•

ペイメントアプリケーションが PCI DSS および PA-DSS
の要件に従って開発されている

ソフトウェア開発の要件定義、設計、分析、およびテ
スト段階にセキュリティを含めないと、セキュリティの脆
弱性が過失または故意によってアプリケーションコード
にもたらされる可能性があります。

5.1.c
文書化されたソフトウェア開発プロセスに、以下が含まれてことを確認する。
•

セキュリティのレビューが、アプリケーションまたはアプリケーションのアップデ
ートをリリースする前に定義されている

•

PCI DSS と PA-DSS
のセキュリティ対策方針が満たされていることを確認するための、セキュリ
ティレビューの手順。

PCI DSS 要件 6.3 に対応

5.1.d
ソフトウェア開発者にインタビューを行い、以下のように、文書化されたプロセス
に従ったことを確認する。
•

ソフトウェア開発ライフサイクル全体に情報セキュリティが組み込まれている

•

ペイメントアプリケーションが PCI DSS および PA-DSS
の要件に従って開発されている

•

開発プロセス全体を通して、定義された間隔でセキュリティレビューがリリー
ス前に実施され、PCI DSS および PA-DSS
要件を含むセキュリティ対策方針が満たされていることを保証する

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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5.1.1 テストまたは開発に実際の PAN
が使用されない。
PCI DSS 要件 6.4.3 に対応

テスト手順
5.1.1.a ソフトウェア開発プロセスをレビューし、実際の PAN
がテストまたは開発に使用されていないことを確認する手順が含まれているこ
とを確認する。
5.1.1.b テストプロセスを観察し、担当者をインタビューすることで、実際の
PAN がテストまたは開発に使用されていないことを確認する。

リリース前にアプリケーションの機能をテストするために
現実的な PAN
が必要な場合、ペイメントカードブランドおよび多くの
アクワイアラーは、テストに適したアカウント番号を提
供できます。

5.1.1.c テストデータのサンプルを観察して、実際の PAN
がテストまたは開発に使用されていないことを確認する。
5.1.2
顧客にリリースする前にテストデータとテストアカウントを
削除する。
PCI DSS 要件 6.4.4 に対応

5.1.2.a
ソフトウェア開発プロセスをレビューし、ペイメントアプリケーションが顧客にリリー
スされる前に、テストデータとアカウントが削除されていることを確認する手順が
含まれていることを確認する。

テストデータとテストアカウントは、アプリケーションが顧
客にリリースされる前にアプリケーションから削除する
必要があります。これらのアイテムは、アプリケーション
に関する情報を漏洩する場合があるためです。

5.1.2.b
テストプロセスを観察し、担当者をインタビューすることで、顧客にリリースされる
前にテストデータとアカウントが削除されることを確認する。
5.1.2.c
最終のペイメントアプリケーション製品を調査し、顧客にリリースされる前に、テ
ストデータとアカウントが削除されていることを確認する。
5.1.3
ペイメントアプリケーションが顧客にリリースされる前に、カ
スタムペイメントアプリケーションアカウント、ユーザ
ID、パスワードが削除される
PCI DSS 要件 6.3.1 に対応

5.1.3.a
ソフトウェア開発プロセスをレビューし、ペイメントアプリケーションが顧客にリリー
スされる前に、カスタムペイメントアプリケーションのアカウント、ユーザ
ID、パスワードが削除されていることを確認する手順が含まれていることを確
認する。
5.1.3.b
テストプロセスを観察し、担当者にインタビューを行うことで、ペイメントアプリケ
ーションが顧客にリリースされる前に、カスタムペイメントアプリケーションアカウン
ト、ユーザ ID、パスワードが削除されることを確認する。

リリース前のカスタムアカウント、ユーザ
ID、パスワードは、アプリケーションへのアクセスを得る
ために、開発者またはそれらのアカウントの知識を持
つ他の個人により、バックドアとして使用される可能
性があり、アプリケーションと関連するカード会員デー
タの侵害を招くことにつながります。

5.1.3.c
最終のペイメントアプリケーション製品を調査し、ペイメントアプリケーションが顧
客にリリースされる前に、カスタムペイメントアプリケーションアカウント、ユーザ
ID、パスワードが削除されることを確認する。
5.1.4
コーディングの脆弱性の可能性を識別し（手動または自
動プロセスによる）、少なくとも以下が含まれていることを
確認するため、ペイメントアプリケーションのコードは、著し
い変更の後で、顧客のリリース前にレビューされる。

5.1.4.a
文書化されたソフトウェア開発手順を調べ、責任者をインタビューすることで、す
べての著しいアプリケーションコードの変更は、次のように（手動または自動化さ
れたプロセスのいずれかを使用して）ベンダがレビューしたことを確認する。

• コード変更は、コード作成者以外の、コードレビュー
手法と安全なコーディング手法の知識のある人がレ
PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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•

コード変更は、コード作成者以外の、コードレビュー手法と安全なコー
ディング手法の知識のある人がレビューする。

•

コードレビューにより、コードが安全なコーディングガイドラインに従って開

アプリケーションコードのセキュリティの脆弱性は、悪意
のある者によってネットワークにアクセスし、カード会員
データを侵害するために一般的に悪用されます。この
ような種類の攻撃に対する保護を実装するため、適
切なコードレビューテクニックを用いる必要があります。
コー
ドレビューテクニックは、安全なコーディングのベストプ
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ビューする。

発されたことが保証される （PCI DSS 要件 5.2 を参照）。

• コードレビューにより、コードが安全なコーディングガイ
ドラインに従って開発されたことが保証される （PCI
DSS 要件 5.2 を参照）。

•

リリース前に、適切な修正を実装している。

•

コードレビュー結果は、リリース前に管理職によってレビューおよび承認さ
れる。

• リリース前に、適切な修正を実装している。

•

コードレビュー結果には、管理職、コード作成者、コードレビュー担当者
による承認とリリース前に実装された修正が含まれます。

• コードレビュー結果は、リリース前に管理職によってレ
ビューおよび承認される。
•
文書化されたコードレビュー結果には、管理職、コー
ド作成者、コードレビュー担当者による承認とリリー
ス前に実装された修正が含まれます。

5.1.4.b
コード変更のサンプルでコードレビュー結果を調査し、以下の事項を確認する。

注:
このコードレビュー要件は、システム開発ライフサイクルの
一環として、すべてのペイメントアプリケーションコンポーネ
ント（内部および公開用 Web
アプリケーション）に適用されます。コードレビューは、知識
を持つ社内担当者または第三者が実施できます。

•

コードレビューは、コード作成者以外の知識のある個人によって実施さ
れる

•

コードレビューは、コードが安全なコーディングガイドラインに従って開発さ
れる

•

リリース前に、適切な修正を実装している

•

コードレビュー結果は、リリース前に管理職によってレビューおよび承認さ
れる

ラクティスが、開発プロセス全体を通じて採用されたこ
とを確認する必要があります。アプリケーションベンダ
は、使用された特定のテクノロジに適用可能な安全
なコーディング手法を採用する必要があります。
レビューは、コーティング問題の可能性を特定できる
よう、コードレビューテクニックの技術知識と経験のあ
る人によって実施される必要があります。コードレビュ
ーをコードの開発者以外の担当者に割り当てること
により、独立した客観的なレビューを実施できます。
コードがリリースされる前にコードエラーを訂正すること
で、コードが環境を潜在的な侵害にさらすことを防止
できます。コードエラーは、導入後に対処する場合、
その前に比べてずっと難しく、高価な代償を支払う結
果になります。リリース前に経営管理者の正式なレビ
ューと承認を含めることにより、コードが承認され、ポリ
シーと手順に従って開発されていることが確認できま
す。

PCI DSS 要件 6.3.2 に対応
5.1.5
開発プロセス中のソースコードの完全性を検証するため、
安全なソース管理実践が実施される。

5.1.5.a
ソフトウェア開発手続きを調査し、責任者にインタビューを行うことで、ベンダが、
開発プロセス中のソースコードの完全性を検証するため、安全なソース管理実
践を維持したことを確認する。
5.1.5.b
メカニズムを調査し、ソースコードを安全にする手続きを観察し、ソースコードの
完全性が、開発プロセス中に維持されたことを確認する。
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良いソースコード管理の実践は、コードに対するすべ
ての変更が意図され、承認を受けており、コードを変
更する正当な理由を持つもののみによって実行され
ていることを確認するのに役立ちます。これらの実践
例には、厳格なアクセス制御によるコードのチェックイ
ンとチェックアウト、最後の承認バージョンが変更され
ていないことを確認するため、コードを更新する前に
直ちに比較する（チェックサムを使用するなど）などが
含まれます。
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5.1.6
ペイメントアプリケーションは、以下を含め、業界のベスト
プラクティスに基づいて開発されている。

5.1.6.aソフトウェア開発プロセスを調査し、安全なコーディング技法が定義され
、以下が含まれていることを確認する。
•

アプリケーション環境で最低限の権限を使用した開発。

•

アプリケーション環境で最低限の権限を使用した開
発。

•

フェイルセーフデフォルト（初期設計の範囲内で指定されていない限り、す
べての実行がデフォルトで拒否される）を使用した開発

•

フェイルセーフデフォルト（初期設計の範囲内で指定
されていない限り、すべての実行がデフォルトで拒否
される）を使用した開発

•

アプリケーションへのマルチチャンネル入力などの入力差異を含め、すべて
のアクセスポイントを考慮した開発

•

アプリケーションへのマルチチャンネル入力などの入力
差異を含め、すべてのアクセスポイントを考慮した開
発。

5.1.6.b
開発者にインタビューを行い、アプリケーションが、以下を含め、業界のベストプ
ラクティスに基づいて開発されていることを確認する。
•

アプリケーション環境で最低限の権限を使用した開発。

•

フェイルセーフデフォルト（初期設計の範囲内で指定されていない限り、す
べての実行がデフォルトで拒否される）を使用した開発

•

アプリケーションへのマルチチャンネル入力などの入力差異を含め、すべて
のアクセスポイントを考慮した開発。

5.1.6.1 コーディング技法に、メモリ内での PAN/SAD
の処理方法を記す文書が含まれている。

5.1.6.1.a コーディング技法を調査し、メモリ内での PAN/SAD
の処理方法を記す文書が含まれていることを確認する。
5.1.6.1.b 開発者にインタビューを行い、PAN/SAD
がメモリ内で処理される方法について、アプリケーション開発プロセス中に考慮
したことを確認する。

最小限の権限を使用したアプリケーション開発は、ア
プリケーションに安全でない想定が導入されないよう
にするための最も効果的な方法です。フェイルセーフ
デフォルトを含めることは、攻撃者が、アプリケーション
の障害についての機密情報を得て、その後の攻撃を
作成するのに使用することを防御できます。アプリケ
ーションへのすべてのアクセスや入力にセキュリティが
適用されていることを保証することは、入力チャネル
が脆弱な状態で開いたままにされる可能性を回避
できます。コー
ドの開発中に、これらの概念を考慮しないと、安全
でないアプリケーションをリリースし、後の過剰な修復
につながる可能性があります。

攻撃者はマルウェアツールを使って、メモリから機密デ
ータを取り込みます。メモリ内で PAN/SAD
の開示を最小限にとどめることで、悪意のある者によ
って取り込まれたり、知らないうちにメモリファイル内の
ディスクに保存されて保護のない状態が維持される
可能性を低減できます。
この要件は、PAN と SAD
がメモリ内でどのように処理されるかが考慮されてい
ることを確認するためのものです。機密データがメモ
リ内にいつ、どの程度の期間存在しているかだけでな
く、どのような形式で存在するかを理解すると、アプリ
ケーションベンダが、アプリケーションにおける潜在的な
セキュリティ上の不安を特定し、追加の保護が必要
とされるかどうかを決定するのに役立ちます。
この操作によってコーディング技法が必要となるかどう
かは、開発される特定のソフトウェアと使用するテクノ
ロジによって異なります。
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5.1.7
例えば、開発者の業務や使用されるテクノロジに適用可
能なセキュリティ開発実践のトレーニングを、アプリケーショ
ン開発者に提供する。

5.1.7.a
文書化されたソフトウェア開発プロセスが、アプリケーション開発者に開発者の
業務や使用されるテクノロジに適用可能なセキュリティ開発実践のトレーニング
を必要としている。

•

安全なアプリケーション設計

•

一般的なコーディングの脆弱性（OWASP Top
10、SANS CWE Top 25、CERT Secure
Coding
など）を避けるための安全なコーディング技法

•

メモリ内での機密データの管理

•

コードレビュー

•

セキュリティテスト（侵入テスト技法など）

•

脅威のモデリング技法

5.1.7.b
数人の開発者をインタビューし、使用されるテクノロジについて、安全な開発
実践とコーディング技法に精通していることを確認する。
5.1.7.c
トレーニング記録を調べて、すべてのアプリケーション開発者が、業務と使用さ
れるテクノロジに適用されるトレーニングを受けたことを確認する。

開発者が安全な開発実践の知識を持っていること
を確認することにより、稚拙なコーディング方法により
もたらさせるセキュリティの脆弱性を最小限に抑える
ことができます。トレーニングを受けた者は、アプリケー
ションの設計やコードで潜在的なセキュリティ問題を
識別する可能性が高くなります。ソフトウェアアプリケ
ーションへの脅威とリスクがそうであるように、ソフトウェ
ア開発プラットフォームと方法論は、頻繁に変わりま
す。安全な開発実践に関するトレーニングもそれに
合わせて更新する必要があります。

注:
アプリケーション開発者のトレーニングは、社内で行うこと
も第三者によって行うこともできます。トレーニングの配布
方法の例としては、オンザジョブ、インストラクタ主導、コン
ピュータベースの形式があります。
5.1.7.1
使用される新しい開発テクノロジや方法に対処するため
、必要に応じてトレーニングを更新する

5.1.7.1
トレーニング資料を調査し、開発者の何人かにインタビューを行って、新たな
開発テクノロジと使用されている方法に対処するため、必要に応じてトレーニ
ングが更新されたかどうかを確認する。

5.2
すべてのペイメントアプリケーションは、ソフトウェア開発プ
ロセスで、一般的なコーディングの脆弱性を防ぐため、以
下のように開発する。

注: PCI DSS 要件 5.2.1 ～ 5.2.9 および PCI DSS
6.5.1 ～ 6.5.9
に挙げられている脆弱性は、このバージョンの PA DSS
が発行された時点の最新の業界ベストプラクティスを踏
襲しているが、脆弱性管理に関する業界のベストプラク
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アプリケーション層はリスクが高く、内部と外部の両
方の脅威の標的となる可能性があります。適切な
セキュリティがないと、カード会員データおよび企業の
その他の機密情報が公開される可能性があります
。
要件 5.2.1 から 5.2.9
は備える必要がある最小限のコントロールです。こ
の一覧は、このバージョンの PA-DSS
が発行された時点の最も一般的なコーディングの脆
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ティス（OWASP Top 10、SANS CWE Top
25、CERT Secure Coding
など）が更新された場合は、これらの要件に最新のベスト
プラクティスを適用する必要があります。

5.2.
ペイメントアプリケーションに対し、以下の脆弱性を悪用するペネトレーションテ
ストを手動または自動で実行することで、ペイメントアプリケーションが一般的
なコーディング脆弱性に対して脆弱でないことを確認します。

弱性で構成されています。業界で認知された、一
般的なコーディングの脆弱性が変化した場合は、ベ
ンダのコーディング手法もそれに合わせて更新する
必要があります。

PCI DSS 要件 6.5 に対応

注: 以下の要件 5.2.1 から 5.2.6 は、すべてのペイメントアプリケーション（内部または外部）に適用されます。
5.2.1 インジェクションの不具合（特に SQL
インジェクション）。OS コマンドインジェクション、LDAP
および Xpath
のインジェクションの不具合、その他のインジェクションの
不具合も考慮する。

5.2.1 インジェクションの不具合、特定の SQL
インジェクションが以下を含むコーディング技法によって対処される
•
入力を調べて、ユーザデータがコマンドとクエリの意味を変更できないこ
とを確認する
•
パラメーター化クエリを使用する

インジェクションの不具合（特に SQL
インジェクション）は、アプリケーションの侵害に使用さ
れる一般的な方法です。インジェクションは、ユーザ
入力データがコマンドまたはクエリの一部としてインタ
プリタに送信されるときに発生します。攻撃者の悪意
を持ったデータは、インタプリタに意図しないコマンドを
実行したりデータを変更したりするよう仕向け、アプリ
ケーション内部のコンポーネントを露呈させ、バッファオ
ーバーフローなどの攻撃を開始しようとします。
すべての入力データは、処理される前に、アプリケー
ションによって、すべての英字、英字と数字の混合を
チェックするなどして検証される必要があります。

5.2.2 バッファオーバーフロー

5.2.2
バッファオーバーフローが以下を含むコーディング技法によって対処される
•
•

バッファ境界を検証する
入力文字列をトランケーションする

バッファオーバーフローは、アプリケーションにバッファ領
域での適切なバインドチェック機能がない場合に発
生します。これにより、バッファ内の情報がバッファのメ
モリ領域から押し出され、実行可能メモリ領域に移
動する可能性があります。その場合、攻撃者は悪意
のあるコードをバッファの最後に挿入し、バッファをオー
バーフローさせることによって、そのコードを実行可能
メモリ領域に押し出すことができます。この方法で悪
意のあるコードが実行され、多くの場合、攻撃者はア
プリケーションや感染したシステムにリモートアクセスで
きます。

5.2.3 安全でない暗号化保存

5.2.3 安全でない暗号化保存が次のようなコーディング技法で対処される
•
暗号化の不具合を防止する
•
強力な暗号化アルゴリズムとキーを使用する

データの保存に強力な暗号化機能を適切に利用し
ていないアプリケーションは、侵害されて認証情報や
カード会員データが漏洩するリスクが高くなります。

5.2.4 安全でない通信

5.2.4
安全でない通信がすべての機密情報の通信を適切に認証して暗号化する
コーディング技法によって対処されている

機密のネットワークトラフィックを強力な暗号化によっ
て適切に暗号化していないアプリケーションは、侵害
されてカード会員データが漏洩するリスクが高くなりま
す。
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5.2.5 不適切なエラー処理

5.2.5
不適切なエラー処理が、エラーメッセージを通して情報を漏洩しないコーディ
ング技法によって対処されている
（たとえば、具体的なエラー情報ではなく汎用エラーメッセージを返すなど）

不適切なエラー処理方法によって構成、内部動作
、特権情報に関する情報が漏洩するアプリケーション
は、脆弱性のリスクを抱えます。攻撃者は、このよう
な弱点を利用して、機密データを盗んだり、システム
を侵害したりします。悪意のある者は、アプリケーショ
ンが正しく処理しないエラーを作成して、詳細なシス
テム情報を取得したり、サービス拒否割り込みを作
成したり、セキュリティを失敗させたり、氏アプリケーシ
ョンやシステムをクラッシュさせたりすることができます。
たとえば、「提供されたパスワードが正しくありません」
というメッセージは、提供されたユーザ ID
は正確であり、パスワードにのみ焦点を合わせればよ
いことを攻撃者に伝えてしまいます。「データを確認で
きませんでした」など、より汎用的なエラーメッセージを
使用します。

5.2.6 脆弱性特定プロセス（PA-DSS 要件 7.1
で定義）で特定された、すべての「高」脆弱性

5.2.6
コーディング技法により、アプリケーションを侵害する可能性のある、PA-DSS
要件 7.1 で特定されたすべての「高リスク」脆弱性に対処する。

ベンダの脆弱性リスクのランク分けプロセス（PA-DSS
要件 7.1
で定義）で「高リスク」に特定され、アプリケーションを
侵害する可能性があるすべての脆弱性は、アプリケ
ーション開発中に特定・対処する必要がある。

注: 以下の要件 5.2.7 から 5.2.10 は、Web
ベースのアプリケーションとアプリケーションインターフェース（内部または外部）に適用されます。

5.2.7 クロスサイトスクリプティング（XSS）
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5.2.7
クロスサイトスクリプティング（XSS）が以下を含むコーディング技法によって対
処される
•
取り込む前にすべてのパラメータを検証
•
コンテキスト依存エスケープの使用

Web
アプリケーションにはアーキテクチャに応じて特有のセ
キュリティリスクがあり、侵害が比較的容易で発生し
やすいという特徴があります。
XSS
の不具合は、アプリケーションがユーザ入力データを
取り入れ、検証したりコンテンツをエンコードしたりする
前に Web
ブラウザに送信するたびに発生します。XSS
により、攻撃者は、被害者のブラウザでスクリプトを実
行して、ユーザセッションを乗っ取ったり、ワームを取り
込んだりすることができます。
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5.2.8 不適切なアクセス制御（安全でないオブジェクトの直接参照、URL
アクセス制限の失敗、ディレクトリトラバーサルなど）が以下を含むコーディング
技法によって対処されている。
•
ユーザの適切な認証
•
入力値の削除
•
内部オブジェクト参照をユーザに公開しない
•
ユーザインタフェースで無許可の機能へのアクセスを許可しない

5.2.8
不適切なアクセス制御（安全でないオブジェクトの直接
参照、URL
アクセス制限の失敗、ディレクトリトラバーサルなど）

オブジェクトの直接参照は、開発者が内部実装オブ
ジェクト（ファイル、ディレクトリ、データベースレコード、
キーなど）を URL または form
（形式）パラメータとして公開するときに発生します。
攻撃者は、これらの参照を操作して、承認を受けず
にその他のオブジェクトにアクセスできます。
Web
サイトのディレクトリ構造（ディレクトリトラバーサル）を
列挙してナビゲートできる攻撃者は、情報に不正ア
クセスし、後から攻撃するためにサイトの動作を詳細
に調べることができます。
無許可の機能へのアクセスが許可されるユーザインタ
フェースにより、無許可のユーザが特権情報やカード
会員データにアクセスできるようになります。データリソ
ースへのアクセスを制限することは、カード会員データ
が無許可のリソースに提示されることを防止する役に
立ちます。

5.2.9 クロスサイトリクエスト偽造（CSRF）

5.2.9
クロスサイトリクエスト偽造（CSRF）は、アプリケーションがブラウザから自動的
に送信された認証情報とトークンに依存しないコーディング技法によって対処
される。

CSRF
攻撃は、ログオン済みの被害者のブラウザを使用し
て未認証の要求を脆弱な Web
アプリケーションへ送信させ、攻撃者が被害者に実
行が許可されているステート変更操作（アカウント情
報の更新、購入、さらにはアプリケーションの認証な
どさえも）を行えるようにします。

5.2.10 不完全な認証管理とセッション管理

5.2.10
不完全な認証管理とセッション管理は、以下を含むコーディング技法によって
対処される。

安全な認証とセッション管理は、無許可ユーザによる
合法的なアカウントの資格情報、キー、またはセッシ
ョントークンの侵害を防止し、侵入者が許可されてい
るユーザの ID を盗用できなくする。

•

セッショントークン（クッキーなど）を「安全」としてフラグ付けする

•

URL にセッションを含めない

•

ログイン後の適切なタイムアウトとセッション ID の巡回を組み込む
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5.3
ソフトウェアベンダは、すべてのアプリケーション変更につい
て変更管理手続きに従う必要がある。変更管理手続き
は、新しいリリース（PA-DSS 要件 5.1
で定義されている）と同じソフトウェア開発プロセスに従っ
ており、以下が含まれている必要がある。

5.3.a
ベンダのソフトウェア変更に関する変更管理手続きを入手して調べ、以下のこと
を実施する。

PCI DSS 要件 6.4.5 に対応



文書化されたソフトウェア開発プロセスが、要件 5.1
で定義されている内容に従っていることを確認する



手続きが以下の 5.3.1 ～ 5.3.4 の項目を要求していることを確認する。

適切に管理しないと、ソフトウェア更新とセキュリティ
パッチの効果が完全に実現されず、意図しない結果
を招く可能性があります。

5.3.b
開発者にインタビューを行い、最近行ったペイメントアプリケーションの変更を特
定する。
最近のペイメントアプリケーション変更を調べ、これらの変更について、変更管
理文書でトレースする。調べる変更ごとに、変更管理手続きに従って以下が文
書化されていることを確認する。
5.3.1 影響の文書化

5.3.1
各変更がどのように顧客に影響するかに関する文書化が変更管理
文書に含まれていることを確認します。

5.3.2
適切な権限を持つ関係者による文書化された変更承
認

5.3.2

5.3.3
変更がシステムのセキュリティに悪影響を与えないことを
確認するための機能テスト。

5.3.3.a
サンプルの各変更について、変更がシステムのセキュリティに悪影響を
与えていないことを確認するための機能テストが実施されたことを確認します
。

各変更について、適切な権限を持つ関係者により文書化された承認
が行われていることを確認します。

5.3.3.b リリースする前に、要件 5.2
への準拠について、すべての変更（パッチを含む）がテストされていることを確
認します。
5.3.4 取り消しまたは製品のインストール解除手続き

5.3.4
各変更に対して取り消しまたは製品のインストール解除手続きが準
備されていることを確認します。
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変更の影響を文書化して、影響を受けるすべての
関係者が処理の変更に対して適切に計画できるよ
うにする必要があります。
適切な権限を持つ関係者による承認は、変更が管
理層によって許可された正当な承認済みの変更で
あることを示します。
徹底的なテストを実施して、変更の実装によってペ
イメントアプリケーションのセキュリティが低下しないこと
を確認する必要があります。テストでは、アプリケーシ
ョンの変更後に、すべての既存のセキュリティコントロ
ールが元どおりに保たれ、同等の強力なコントロール
に置き換えられているか、強化されていることを検証
する必要があります。
変更ごとに、変更が失敗したか、アプリケーションに悪
影響を及ぼした場合に以前の状態に復元するため
の回復手順が存在する必要があります。
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5.4
ペイメントアプリケーションベンダは、システム開発ライフサ
イクルの一部として、ソフトウェアのバージョン管理方法
論を文書化し、それに従っている必要がある。方法論は
、ペイメントアプリケーションへの変更に関して、『PADSS
プログラムガイド』の手続きに従い、少なくとも以下を含
む必要がある。

5.4.a
文書化されたソフトウェア開発プロセスを調査し、ソフトウェアベンダのバージョン
管理方法論が含まれており、バージョン管理の方法論は、『PA-DSS
プログラムガイド』に従わなければならないことを確認する。

5.4.1
バージョン管理の方法論は、以下のように、使用され
る特定のバージョン要素を定義する必要がある。

ペイメントアプリケーションに対するすべての変更を含め、ペイメントアプリケーショ
ンで文書化されたバージョン管理の方法論に従っていることを確認する。

5.4.1.a
文書化されたバージョニング方法を調査し、以下が含まれていることを確認する
。



バージョンスキームの要素が、『PA-DSS
プログラムガイド』で指定されている要件にどの
ように従っているかに関する詳細。



バージョンの番号スキームの要素が、『PA-DSS
プログラムガイド』で指定されている要件にどのように従っているかに
関する詳細。



要素の数、セパレータ、文字セットなどを含む
バージョンスキームの形式
（英文字、数字、その両方から構成される）



バージョン番号のスキーム形式が指定され、要素の数、セパレータ、
文字セットなどを含む （英文字、数字、その両方から構成される
1.1.1.N など）



各要素が、バージョンスキームで何を表してい
るかの定義（変更のタイプ、メジャー、マイナー、
メンテナンスリリース、ワイルドカードなど）



各要素が、バージョン番号スキームで何を表しているかの定義（変更
のタイプ、メジャー、マイナー、メンテナンスリリース、ワイルドカードなど
）



ワイルドカードの使用を示す要素の定義



ワイルドカードの使用を示す要素の定義

注:
ワイルドカードは、セキュリティ以外に影響を与える変
更を表すバージョン番号の要素で代替が可能です。ワ
イルドカードの使用に関する追加の要件については、5
.5.3 を参照してください。

5.4.1.b バージョンスキームの要素が、『PA-DSS
プログラムガイド』で指定されている変更の種類にどのように従っているかに関す
る詳細。

徹底的に定義されているバージョン管理の方法論
がないと、アプリケーションへの変更が正しく識別され
ないことがあり、顧客やインテグレータ/リセラーが、ア
プリケーションへのバージョン変更の影響を理解でき
ない可能性があります。
ペイメントアプリケーションベンダのバージョン管理方
法論には、特定のペイメントアプリケーションについて
、使用されている要素、バージョンの形式、異なるバ
ージョン要素の階層などを特に識別する、定義され
たバージョンスキームを含める必要があります。
バージョンスキームは、明らかに様々な要素のそれぞ
れがバージョン番号でどのように使用されるかを指定
する必要があります。
バージョンスキームは、「N」は数値要素、「A」はアル
ファベット要素を示す N.NN.NNA
など、多くの方法で示すことができます。バージョン管
理スキームには、バージョンの各要素に対して使用
できる、0〜9、A〜Z
といった文字セットの識別を含める必要があります。
適切に定義されたバージョンスキームがないと、アプリ
ケーションへの変更をバージョン番号の形式で正確
に表すことができない場合があります。

5.4.1.c
最近のペイメントアプリケーションの変更、割り当てられたバージョン番号、およ
びアプリケーションの変更の種類を指定する変更管理文書を調べ、バージョン
番号の要素が、適用可能な変更および文書化されたバージョン管理の方法
で定義されたパラメータと一致していることを確認する。
5.4.1.d
数人の開発者をインタビューし、バージョン番号のワイルドカード使用など、バー
ジョンスキームに精通していることを確認する。

5.4.2 バージョン管理の方法は、『PA-DSS
プログラムガイド』に従って、以下を含む、すべてのアプ

5.4.2.a
ソフトウェアベンダの文書化されたバージョン管理方法を調べ、以下を含む、バ
ージョン方法を確認する。
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リケーションの変更の種類と影響を示す必要がある。
•

アプリケーションの変更のすべての種類と影響に
関する説明

•

変更の具体的な識別と定義：
o
o

o
•

テスト手順
•

アプリケーションの変更のすべての種類と影響に関する説明（アプリケーショ
ンい影響を与えない、多少の影響を与える、大きな影響を与える変更な
ど）、

•

変更の具体的な識別と定義：

アプリケーションの機能またはその依存要
素に影響を与えない
アプリケーションの機能に影響はあるが、セ
キュリティや PA-DSS
要件への影響はない
どのようなセキュリティ機能や PA-DSS
要件にも影響を与える。

変更の各種類が特定のバージョン番号にどのよう
に結びつけられているか

•

o

アプリケーションの機能またはその依存要素に影響を与えない

o

アプリケーションの機能に影響はあるが、セキュリティや PA-DSS
要件への影響はない

o

どのようなセキュリティ機能や PA-DSS 要件にも影響を与える

変更の各種類が特定のバージョン番号にどのように結びつけられているか

5.4.2.b バージョン管理の方法が、『PA-DSS
プログラムガイド』の要件に従っていることを確認する。
5.4.2.c
担当者にインタビューを行い、変更の各種類に関するプロセスを観察し、文書
化された方法が、すべての種類の変更で従われていることを確認する。
5.4.2.d
最近のペイメントアプリケーションの変更からサンプルを選び、アプリケーションの
変更の種類を指定する変更管理文書に目を通し、割り当てられたバージョン
番号が、文書化された方法に従った変更の種類に一致することを確認する。

5.4.3
バージョン管理の方法は、具体的にワイルドカードが使
用されているかどうかを識別する必要がある。使用され
ている場合は、どのように使用されているかも識別する。
以下の内容を含める。

5.4.3.a
ソフトウェアベンダの文書化されたバージョン管理方法を調べ、以下を含め、ワ
イルドカードがどのように使用されているかが含まれていることを確認する。
•

ワイルドカードが、バージョン管理の方法でどのように使用されるかの詳
細

PA-DSS
の「ワイルドカード」の要素は、必要に応じて、複数の
セキュリティ以外の影響を与える変更を表すために、
バージョンスキームで使用できます。

•

ワイルドカードが、バージョン管理の方法でどのよ
うに使用されるかの詳細

•

ワイルドカードが、セキュリティまたは任意の PA-DSS
要件に影響を与える変更に使用されることはない

•

ワイルドカードが、セキュリティまたは任意の PADSS
要件に影響を与える変更に使用されることはな
い

•

セキュリティ以外に影響を与える変更（ワイルドカード要素を含む）を表
すために使用されるバージョン番号の要素が、セキュリティに影響を与
える変更を表すために決して使用されない

•

セキュリティ以外に影響を与える変更（ワイルド
カード要素を含む）を表すために使用されるバー
ジョン番号の要素が、セキュリティに影響を与え
る変更を表すために決して使用されない

•

ワイルドカードの右側の要素は、セキュリティに影響を与える変更に使
用することはできない

ワイルドカードは、ベンダのバージョンスキームの唯一
の可変要素であり、ワイルドカード要素によって表さ
れる各バージョン間には、マイナーで、セキュリティ以
外に影響を与える変更のみが存在することを示すた
めに使用されます。 たとえば、バージョン番号 1.1.x
は、1.1.2 や 1.1.3
などをカバーしており、これらの間のコードベースには、
外観上またはその他のマイナーな種類を除き、基本
的に代わっていないことを顧客に示しています。

•

セキュリティに影響を与える変更には、最初のワイルドカード要素の「
左側に」表示される、その他のバージョン番号要素の変更が必要とな
る

ワイルドカードの使用はベンダのバージョン管理方法
で事前に定義され、『PA-DSS
プログラムガイド』の要件に従っている場合のみ使用
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•

ワイルドカード要素は、セキュリティに影響を与え
る変更を表すバージョン要素の前に使用するこ
とはできません。ワイルドカード要素の後に続くバ
ージョン要素は、セキュリティに影響を与える変
更を表すために使用することはできません。

注: ワイルドカードは、『PA-DSS
プログラムガイド』に従ってのみ使用できます。

テスト手順
5.4.3.b ワイルドカードの使用が、『PA-DSS
プログラムガイド』の要件に従っていることを確認する（たとえば、ワイルドカード要
素の後に現れる要素は、セキュリティに影響を与える変更のために使用すること
はできない）。

できます。

注:
ワイルドカードの使用はオプションで必須ではありませ
ん。

5.4.3.c
担当者にインタビューを行い、変更の各種類に関するプロセスを観察し、以下
のことを確認する。
•

ワイルドカードが、セキュリティまたは任意の PA-DSS
要件に影響を与える変更に使用されることはない

•

セキュリティ以外に影響を与える変更（ワイルドカード要素を含む）を表
すために使用されるバージョン番号の要素が、セキュリティに影響を与
える変更を表すために使用されない

5.4.3.d
最近のペイメントアプリケーションの変更からサンプルを選び、アプリケーションの
変更の種類を指定する変更管理文書に目を通す。以下の点を確認する:

5.4.4
ベンダの公開されたバージョン管理方法は、顧客やイ
ンテグレータ/リセラーに伝達しなければならない

5.4.5
内部バージョンを公開されているバージョン管理方法
にマッピングする場合は、バージョン管理方法に、外

•

ワイルドカードが、セキュリティまたは任意の PA-DSS
要件に影響を与える変更に使用されない

•

セキュリティ以外に影響を与える変更（ワイルドカード要素を含む）を表
すために使用されるバージョン番号の要素が、セキュリティに影響を与
える変更を表すために使用されない

5.4.4 『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、顧客およびインテグレータ/リセラー用に、ベンダの公開
されたバージョン方法の説明が含まれており、以下を含んでいることを確認する
。
•

要素の数、セパレータ、文字セットなど、バージョンスキームの形式を含む
バージョンスキームの詳細

•

セキュリティに影響を与える変更が、バージョンスキームよってどのように示
されているかの詳細

•

変更のその他の種類がバージョンにどのような影響を与えるかの詳細

•

セキュリティに影響を与える変更を表すために使用されないことの確認を
含め、使用されるワイルドカード要素の詳細

5.4.5.a
文書化されたバージョン管理方法を調査し、内部バージョンの公開されている
外部バージョンへのマッピングが含まれていることを確認する。
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ベンダのバージョン管理方法が、『PA-DSS
実装ガイド』に含まれていることを確認すると、使用さ
れているペイメントアプリケーションのバージョンとペイメ
ントアプリケーションの各バージョンに加えられた変更
の種類を理解するため、顧客やインテグレータ/リセラ
ーに必要な情報を提供できます。

ペイメントアプリケーションのベンダよっては、外部（また
はパブリック）リリースに使用されるバージョン管理方
法とは異なるバージョン管理方法を使用して、内部

ページ 50
2013 年 11 月

PA-DSS 要件

テスト手順

部バージョンへの内部バージョンのマッピングを含める
必要がある。

5.4.5.b
最近の変更を調べ、変更の種類に応じて、公開されているバージョン管理スキ
ームが内部バージョンのマッピングに一致していることを確認する。

使用または参照を行うことがあります。このような状
況では、両方のバージョン管理方法が、よく定義・文
書化され、それらの間の関係が十分に文書化されて
いることが重要です。

5.4.6
ソフトウェアベンダは、リリース前のバージョン管理方法
に準拠するため、アプリケーションのアップデートを確認
するプロセスを導入している必要がある。

5.4.6.a
文書化されたソフトウェア開発プロセスとバージョン管理方法を調べ、リリース前
のバージョン管理方法に準拠するため、アプリケーションのアップデートを確認す
るプロセスが導入されていることを確認する。

製品のアップデートが計画されたリリースの意図と範
囲に一致していること、およびこれらの変更が顧客に
正確に伝えられたことを確認するプロセスをペイメント
アプリケーションベンダが導入していることが重要です
。このようなプロセスがないと、顧客が知らないうちに、
顧客のアプリケーションにマイナスの影響を与えるよう
な変更がアプリケーションに加えられる可能性があり
ます。

5.4.6.b
ソフトウェア開発者にインタビューを行い、プロセスを観察して、リリース前のバー
ジョン管理方法に準拠するため、アプリケーションのアップデートが調査されてい
ることを確認する。
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5.5
リスク評価手法（たとえば、アプリケーションの脅威モデリン
グ）が、ソフトウェア開発プロセスの間に、アプリケーションの
潜在的なセキュリティ設計上の欠陥や脆弱性を識別す
るために使用される。リスク評価プロセスには、以下が含
まれる。

5.5
文書化されたソフトウェア開発手続きを調査し、責任者にインタビューを行うこと
で、ベンダが、ソフトウェア開発プロセスの一部としてリスク評価手法を使用して
いることを確認する。また、プロセスに以下が含まれていることを確認する。



セキュリティに影響を与える機能と相互信頼境界
の機能を含むがこれらに限定されない、ペイメント
アプリケーションのすべての機能



アプリケーション決定ポイント、プロセスフロー、デー
タフロー、データストレージ、および信頼境界の評
価



PAN および/または SAD
やカード会員データ環境（CDE）と相互動作する
ペイメントアプリケーション内のすべてのエリア、およ
びカード会員データの露呈を招くプロセスでもたら
される結果の識別



カード会員データフロー分析に起因する潜在的な
脅威と脆弱性の一覧、およびそれぞれに割り当て
られるリスク格付け（たとえば、高、中、または低
優先順位）



開発プロセス中の適切な修正と対策の実施



セキュリティに影響を与える機能と相互信頼境界の機能を含むがこれら
に限定されない、ペイメントアプリケーションのすべての機能



アプリケーション決定ポイント、プロセスフロー、データフロー、データストレ
ージ、および信頼境界の評価



PAN/SAD や CDE
と相互動作するペイメントアプリケーション内のすべてのエリア、およびカー
ド会員データの露呈を招くプロセスでもたらされる結果の識別



カード会員データフロー分析に起因する潜在的な脅威と脆弱性の一覧
、およびそれぞれに割り当てられるリスク格付け（たとえば、高、中、または
低優先順位）



開発プロセス中の適切な修正と対策の実施



管理層のレビューと承認に関するリスク評価結果の文書化

ペイメントアプリケーションの品質とセキュリティを維持
するため、リスク評価手法は、ソフトウェア開発プロセ
ス中にアプリケーションベンダによって導入されるべきで
ある。
脅威モデリングは、機密情報が承認されていないア
プリケーションユーザに公開される機会について、アプ
リケーションのコンストラクトおよびデータフローを分析
するために使用できるリスク評価の一形態です。これ
らのプロセスにより、ソフトウェア開発者やアーキテクト
が、開発プロセスの初期段階で潜在的なセキュリティ
上の問題を特定し、解決することが可能になり、アプ
リケーションのセキュリティ向上や開発コストの最小化
につながります。


管理層のレビューと承認に関するリスク評価結果
の文書化
5.6
ソフトウェアベンダは、アプリケーションと任意のアプリケー
ションアップデートの最終リリースを文書化および承認す
るプロセスを実装する必要がある。以下の文書を含む。


アプリケーションまたはアプリケーションアップデート
のリリースを正式に承認する権限当事者による
署名



セキュアな開発プロセスがベンダによって使用され
たことの確認

5.6.a
文書化されたプロセスを調査し、アプリケーションの最終的なリリースと任意のア
プリケーションアップデートが、すべての SDLC
プロセスに従ったリリースと確認を正式に承認する権限当事者による署名を含
め、正式に承認および文書化される必要があることを確認する。

5.6.b
アプリケーションと任意のアプリケーションアップデートの最終リリースのサンプルに
ついて、承認文書に目を通し、以下のことを確認する。
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ペイメントアプリケーションベンダの組織内の誰かが、
セキュアな開発プロセスのすべての側面（5.1 〜 5.5
に定義されているように）が実施されていることをレビ
ューおよび確認する責任を有します。責任当事者か
らの正式なレビューと承認がないと、重要なセキュリテ
ィプロセスがなかったり、除外されたりするため、障害
のある、または安全性の低いアプリケーションが製造
されることにつながります。

正式な承認と権限当事者による署名。
セキュアな開発プロセスが使用されたことの確認。
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要件 6:

ワイヤレス送信の保護
PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

6.1
ワイヤレステクノロジを使用するペイメントアプリケーションに
ついては、ワイヤレスベンダのデフォルト値を変更する。これ
には、デフォルトのワイヤレス暗号化キー、パスワード、SN
MP
コミュニティ文字列が含まれる（ただし、これらに限定されな
い）。ワイヤレステクノロジを安全に実装する必要がある。

6.1
ワイヤレステクノロジを使用して開発するペイメントアプリケーション、および
ペイメントアプリケーションにバンドルされるワイヤレスアプリケーションについ
て、ワイヤレスアプリケーションでベンダのデフォルト設定が使用されないこと
を次のようにして確認する。

ワイヤレステクノロジの利用は、悪意のある者がネット
ワークとカード会員データにアクセスするための一般的
な経路となります。ワイヤレスネットワークが十分なセ
キュリティ構成（デフォルト設定の変更を含む）で実装
されていない場合、盗聴者はワイヤレストラフィックを
傍受し、データとパスワードを容易にキャプチャしてネッ
トワークに容易に侵入して攻撃することができます。こ
れらの理由から、ペイメントアプリケーションは、デフォ
ルトまたは安全でないワイヤレス設定の使用を必要
とすることはできません。

PCI DSS 要件 1.2.3 および 2.1.1 に対応

6.1.a ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、顧客とインテグレータ/リセラーのために、以下が
含まれていることを確認する。



アプリケーションによって制御されるすべてのワイヤレスコンポーネント
について、ペイメントアプリケーションは、インストール時に、デフォルト
の暗号化キー、パスワード、SNMP
コミュニティ文字列の変更を強制する。



キー/パスワードの知識を持つ人物が退社または異動するたびに、ワ
イヤレス暗号化キーおよび SNMP
文字列を含むパスワードを変更する手続き



ペイメントアプリケーションによって制御されていない付属のワイヤレス
コンポーネントで、デフォルトの暗号化キー、パスワード、SNMP
コミュニティ文字列を変更する指示



すべてのワイヤレスネットワークとカード会員データを保存するシステ
ムの間に、ファイアウォールをインストールする指示



ペイメントアプリケーションのワイヤレス機能が使用するであろうすべ
ての無線トラフィック（特定のポート情報を含む）の詳細



ワイヤレス環境とカード会員データ環境間のすべてのトラフィックを拒
否または、業務上必要な場合、承認されたトラフィックのみ許可す
るようファイアウォールを構成する指示
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ファイアウォールがワイヤレスネットワークから CDE
へのアクセスを制限していない場合、ワイヤレスネット
ワークへの不正アクセスを得た悪意のある者は、容
易に CDE
に接続し、アカウント情報を侵害することができます。
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PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

6.1.b 『PA-DSS
実装ガイド』に従ってアプリケーションをインストールし、アプリケーションとワイ
ヤレス設定をテストして、ペイメントアプリケーションによって管理されるすべ
てのワイヤレス機能について、以下のことを確認する。
•

暗号化キーがインストール時のデフォルトから変更されていること

•

ワイヤレスデバイスのデフォルトの SNMP
コミュニティ文字列がインストール時に変更されてること

•

アクセスポイントのデフォルトのパスワード/パスフレーズがインストール
時に変更されてること

•

ワイヤレスデバイスのファームウェアが更新され、ワイヤレスネットワー
ク経由の認証および伝送用の強力な暗号化をサポートしていること

•

その他、セキュリティに関連するワイヤレスベンダのデフォルト値が変
更されていること（該当する場合）

6.1.c
ペイメントアプリケーションによって管理されるすべてのワイヤレス機能につい
て、『PADSS実装ガイド』のワイヤレス暗号化キーパスワード/パスフレーズ、SNM
P 文字列を変更する指示に従う。『PA-DSS
実装ガイド』の指示が正確で、ワイヤレス暗号化キー、パスワード、および
SNMP 文字列が変更されるようになることを確認する。

6.1.d
ペイメントアプリケーションによって制御されないすべてのワイヤレス機能につ
いて、『PADSS実装ガイド』のデフォルト暗号化キーパスワード/パスフレーズ、SNM
P 文字列を変更する指示に従う。『PA-DSS
実装ガイド』の指示が正確で、ワイヤレス暗号化キー、パスワード、および
SNMP 文字列が変更されるようになることを確認する。

6.1.e
アプリケーションをインストールし、アプリケーションによって使用されるワイヤ
レストラフィックとポートが、『PA-DSS
実装ガイド』で文書化されているものに準拠していることを確認する。
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PA-DSS 要件

テスト手順

6.2
ワイヤレステクノロジを使用するペイメントアプリケーションの
場合、ペイメントアプリケーションは、業界のベストプラクティ
ス（IEEE 802.11i
など）を使用して、認証および伝送に強力な暗号化を促
進する必要がある。

6.2.a
ワイヤレステクノロジを使用するペイメントアプリケーションでは、アプリケーシ
ョンが（IEEE 802,11.i
などの）業界のベストプラクティスを使用しており、認証と送信において強
力な暗号化を提供していることを確認する。

注: セキュリティ制御としての WEP
の使用は、禁止されています。
PCI DSS 要件 4.1.1 に対応

6.2.b
アプリケーションにバンドルされるすべてのワイヤレスアプリケーションでは、（I
EEE 802,11.i
などの）業界のベストプラクティスが使用され、認証と送信において強力な
暗号化が提供されていることを確認する。

ガイダンス
悪意のある者は、入手が容易な無料のツールを使
用して、ワイヤレス通信を傍受します。強力な暗号
化を使用すると、ワイヤレスネットワーク上での機密
情報の開示を制限することができます。
悪意のある者がワイヤレスネットワークにアクセスしたり
、ワイヤレスネットワークを利用してその他のシステムま
たはデータにアクセスするのを防ぐには、カード会員デ
ータの認証と伝送に対する強力な暗号化が必要で
す。

6.2.c ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、顧客とインテグレータ/リセラーのために、以下の
指示が含まれていることを確認する。

6.3
ワイヤレステクノロジの安全な利用についての顧客向けの
指示を提供する。

注:
この要件は、アプリケーションがワイヤレステクノロジを使用
するよう開発されているかどうかにかかわらず、すべてのペイ
メントアプリケーションコンポーネントに適用されます。
PCI DSS 要件 1.2.3、2.1.1、4.1.1 に対応

•

認証および伝送用の強力な暗号化について、業界のベストプラク
ティス（IEEE 802.11i
など）を使用するため、アプリケーションがどのように構成されているか

•

認証と送信において強力な暗号化を提供するため、業界のベスト
プラクティスを使用するため、アプリケーションにバンドルされるすべて
のワイヤレスアプリケーションがどのように構成されているか

6.3 ベンダが準備する『PA-DSS 実装ガイド』を調べて、PCI DSS
準拠のワイヤレス設定に関する指示が顧客とインテグレータ/リセラーに与
えられていることを確認する。これには、ワイヤレスベンダのデフォルト値を変
更すること、業界のベストプラクティスを使用して、カード会員データの認証
と送信に強力な暗号化を実装することが含まれる。


インストール時に、すべてのデフォルトのワイヤレス暗号化キー、パス
ワード、SNMP コミュニティ文字列を変更する指示



キー/パスワードの知識を持つ人物が退社または異動するたびに、ワ
イヤレス暗号化キー、パスワード、SNMP 文字列を変更する指示



すべてのワイヤレス環境とカード会員データ環境の間にファイアウォー
ルをインストールし、ワイヤレス環境とカード会員データ間のトラフィッ
クを拒否または（業務上必要な場合）承認されたトラフィックのみを
許可するようにファイアウォールを構成する指示



業界のベストプラクティス（IEEE 802.11i
など）を使用して認証および伝送用の強力な暗号化を提供する指
示

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC

ペイメントアプリケーションベンダは、アプリケーションが
ワイヤレス環境での使用について明示的に設計され
ていない場合でも、ワイヤレステクノロジの使用をサポ
ートするアため、アプリケーションの構成について顧客
に指示を提供する必要があります。ワイヤレスネットワ
ークは一般的であり、顧客は、一般的なワイヤレスセ
キュリティ設定を認識し、ペイメントアプリケーションの
セキュリティを確保するためにそれを実施する必要が
あります。
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要件 7:
脆弱性に対応し、ペイメントアプリケーションのアップデートを維持するために、ペイメントアプリ
ケーションをテストする
PA-DSS 要件

7.1
ソフトウェアベンダは、以下のように、ペイメントアプリケーション
をテストするためのプロセスを確立し、脆弱性を識別および管
理する必要がある。

テスト手順

7.1.a 脆弱性管理プロセスの文書を調べて、プロセスに 7.1.1 〜
7.1.3 の手続きが以下のように含まれていることを確認する。

注:
ペイメントアプリケーションと共に提供される、またはペイメント
アプリケーションが必要とする基盤ソフトウェアまたはシステム（

•

セキュリティ脆弱性情報を得るための信頼できる情報源を使用し
、新しいセキュリティの脆弱性を特定する

•

特定されたすべての脆弱性にリスクのランク分けを割り当てる

•

リリース前に、脆弱性が存在しているかどうかについて、ペイメント
アプリケーションとアップデートをテストする

Web

サーバ、サードパーティのライブラリやプログラムなど）は、このプ
ロセスに含める必要がある。

ガイダンス

ベンダは、アプリケーションに同梱の、またはアプリケーション
で必要とされる基盤のコンポーネントやソフトウェアに存在す
る脆弱性を含め、アプリケーションに影響を与える可能性が
ある新たな脆弱性について、最新情報を維持する必要が
あります。
ペイメントアプリケーションのベンダは、独自のアプリケーション
または基盤のコンポーネント内に存在する脆弱性に関して
熟知し、リリース前にこれらの脆弱性を解決できる必要があ
ります。または、その他のメカニズムを実装し、サードパーティ
のセキュリティパッチが直ちに利用可能にならない場合に、
脆弱性が悪用される可能性を低減する必要があります。

PCI DSS 要件 6.1 に対応
7.1.b
新しい脆弱性を特定し、ペイメントアプリケーションに修正を実装するた
めのプロセスが、ペイメントアプリケーションと共に提供される、またはペイ
メントアプリケーションが必要とするすべてのソフトウェア（Web
サーバ、サードパーティのライブラリやプログラムなど）に適用されているこ
とを確認します。
7.1.1
セキュリティ脆弱性情報を得るための信頼できる情報源を使
用し、新しいセキュリティの脆弱性を特定する。

7.1.1
責任者にインタビューして、プロセスを観察し、新たなセキュリティ脆弱性
が以下のように特定されていることを確認する。



ペイメントアプリケーションおよびペイメントアプリケーションと共に提
供される、またはペイメントアプリケーションが必要とする基盤ソフト
ウェアまたはシステムの両方で



信頼できる情報源（ソフトウェア/システムベンダの Web
サイト、NIST の NVD、MITRE の CVE、DHS の US-CERT
の Web サイトなど）を使用して
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信頼できる情報源は、サードパーティのソフトウェアコンポー
ネントにおける脆弱性の情報および/またはパッチに使用さ
れる必要があります。脆弱性情報の情報源は信頼できる
ものでなければならず、ベンダの Web
サイト、業界ニュースグループ、メーリングリスト、RSS
フィードなどがあります。業界の情報源の例には、NIST
の国立脆弱性データベース、MITRE の Common
Vulnerabilities and Exposures
のリスト、および国土安全保障省の US-CERT の
Webサイトがあります。
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PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

7.1.2
ペイメントアプリケーションと共に提供される、またはペイメント
アプリケーションが必要とする基盤ソフトウェアまたはシステム
が関与する脆弱性を含め、識別されたすべての脆弱性にリ
スクのランク分けを割り当てる。

7.1.2
責任者のインタビューを行い、プロセスを観察し、ペイメントアプリケーショ
ンと共に提供される、またはペイメントアプリケーションが必要とする基盤
ソフトウェアまたはシステムが関与する脆弱性を含め、識別されたすべて
の脆弱性にリスクのランク分けが割り当てられていることを確認する。

ベンダがアプリケーションに影響を及ぼす可能性がある脆弱
性を特定したら、その脆弱性のリスクを評価およびランク分
けする必要があります。これは、脆弱性情報の業界情報
源をアクティブに監視するプロセスを必要とします。

注: .
リスクのランク分けは、業界のベストプラクティスと考えられる
影響の程度に基づいている必要があります。たとえば、脆弱
性をランク分けする基準は、CVSS
ベーススコア、ベンダによる分類、アプリケーション機能への影
響などを含む場合があります。
リスクのランクは、最小限、アプリケーションに対する「高リスク」
とみなされるすべての脆弱性を特定するものである必要があ
ります。リスクのランク分けに加えて、差し迫った脅威をもたら
す、重要なアプリケーションコンポーネントに影響を及ぼす、対
処しないと侵害される危険がある場合、脆弱性は「重大」と
みなされます。
7.1.3
リリース前に、脆弱性が存在しているかどうかについて、ペイメ
ントアプリケーションとアップデートをテストする

7.1.3
責任者のインタビューを行い、プロセスを観察し、ペイメントアプリケーショ
ンがリリース前に脆弱性の存在についてテストされていることを確認する
。

リスクの分類（「高」、「中」、「低」など）により、ベンダは優先
順位のもっとも高いリスク項目をより迅速に特定して対処し
（たとえば、優先順位の高いパッチをより迅速にリリースする
など）、最もリスクが高い脆弱性を利用される可能性を低
下させることができます。

ペイメントアプリケーションベンダの脆弱性管理プロセスには
、十分なテストが含まれ、リリース前に特定された脆弱性が
正しく対処されていることを確認する必要があります。

テスト方法の例には、不正な、または予期しないデータを注
入する、またはデータのビットサイズを変更することにより、脆
弱性の可能性を識別するための侵入テストおよび/またはフ
ァズテストテクニックが含まれます。

7.2
ソフトウェアベンダは、セキュリティパッチとアップグレードを適切
なタイミングで開発および導入するためのプロセスを確立する
必要がある。.

7.2
セキュリティパッチとアップグレードの開発および配布のプロセスの文書を
調べて、プロセスに 7.2.1 〜 7.2.2
の手続きが以下のように含まれていることを確認する。

重大な脆弱性が特定されたら可能な限り迅速に、セキュリ
ティの脆弱性に対処するためのソフトウェアアップデートを開
発して顧客にリリースし、脆弱性が悪用される期間と可能
性を最小限に抑える必要がある。

7.2.1
パッチとアップデートは、既知の信頼チェーンを使用して安全
な方法で配信される。

7.2.1
責任者にインタビューを行い、プロセスを観察して、パッチとアップデート
が既知の信頼チェーンを使用して安全な方法で配信されることを確認
する。

セキュリティパッチは、悪意のある個人がトランジットでアップ
デートを傍受すること、アップデートを変更すること、疑うこと
を知らない顧客にそれらを再配布しないことを防ぐ方法を
配布する必要があります。
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PA-DSS 要件
7.2.2
パッチとアップデートが、パッチとアップグレードコードの整合性
を維持する方法で、顧客に配布される。

テスト手順

ガイダンス

7.2.2.a
責任者のインタビューを行い、プロセスを観察して、パッチとアップデート
が、パッチとアップグレードコードの整合性を維持する方法で、顧客に配
布されていることを確認する。

セキュリティのアップデートはアップデートプロセス内のメカニズ
ムに含め、アップデートコードが置き換えられたり、改ざんさ
れていないかどうかを確認する。整合性チェックの例には、
チェックサム、デジタル署名証明書などが含まれますが、こ
れらに限定されるわけではない。

7.2.2.b
責任者のインタビューを行い、アプリケーションのアップデートプロセスを観
察して、インストール前にターゲットシステムでパッチとアップデートの整合
性がテストされることを確認する。
7.2.2.c
パッチとアップデートコードの整合性が維持されていることを確認するため
、任意のコードでアップデートプロセスを実行し、システムでアップデートの
実行が許可されないことを確認する。
7.3
アップデートの詳細と影響、バージョン番号がアプリケーション
のアップデートを反映するようどのように変更されたか含むリリ
ースノートを、すべてのアプリケーションアップデートに含める。

7.3.a
アップデートをリリースするプロセスを調査し、担当者のインタビューを行
い、アップデートの詳細と影響、バージョン番号がアプリケーションのアップ
デートを反映するようどのように変更されたか含むリリースノートが、すべ
てのアプリケーションアップデートに含まれていることを確認する。
7.3.b
アプリケーションのアップデートサンプルに関するリリースノートを調査し、
それらがアップデートで提供されたことを確認する。
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リリースノートは、どのファイルが変更されたか、どのアプリケ
ーション機能が変更されたかに加え、影響を受ける可能性
があるセキュリティ関連の機能を含む、ソフトウェアのアップデ
ートの詳細を顧客に提供します。リリースノートには、特定
のパッチまたはアップデートが、パッチリリースに関連付けられ
ている全体のバージョン番号にどのように影響するかを示す
必要があります。
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要件 8:

安全なネットワーク実装の促進
PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

8.1
ペイメントアプリケーションは、安全なネットワーク環境への実
装が可能でなければならない。アプリケーションは、PCI DSS
準拠のために必要なデバイス、アプリケーション、または構成に
干渉してはならない。

8.1.a 『PA-DSS 実装ガイド』に従って、アプリケーションを PCI DSS
準拠のラボラトリ環境にインストールする。ペイメントアプリケーションをテスト
して、PCI DSS
に完全に準拠するネットワーク内で実行可能である証拠を入手する。

ペイメントアプリケーションは、アプリケーションのイン
ストールと動作が、PCI
DSS準拠に必要なその他のコントロールを実装す
るうえで、組織を妨げない方法を用いて設計され
、開発されるべきである。たとえば、ペイメントアプリ
ケーションは、ウイルス対策ソリューションを実行し
ている環境で動作できる必要がある（これらのソリ
ューションはオフにするかアンインストールする必要
はない）。

たとえば、ペイメントアプリケーションは PCI DSS
準拠に必要なマルウェア対策保護、ファイアウォール構成、ま
たはその他のデバイス、アプリケーション、構成に干渉してはな
らない。

8.1.b
ペイメントアプリケーションと基盤システムをテストし、ペイメントアプリケーショ
ンが、PCI DSS
の機能の使用を妨げるまたは干渉しないことを確認する（たとえば、アプリケ
ーションがパッチやマルウェア対策アップデートのインストールを妨げる、または
その他の PCI DSS 機能の操作に干渉しないなど）。

PCI DSS 要件 1、3、4、5、6 に対応
8.2
ペイメントアプリケーションで使用するサービス、プロトコル、
デーモン、コンポーネント、依存するソフトウェアおよびハード
ウェアは、第三者によって提供されるものも含め、すべてペイ
メントアプリケーションの機能に必要で安全性の高いもので
なければならない。

たとえば、アプリケーションに
NetBIOS、ファイル共有、Telnet、FTP
などが必要な場合、SSH、S-FTP、SSL、IPSec
などの技術でセキュリティ保護する。
PCI DSS 要件 2.2.2 に対応

8.2.a
ペイメントアプリケーションによって有効にされる、または要求されるシステム
サービス、プロトコル、デーモン、コンポーネント、依存するソフトウェアおよび
ハードウェアを調べる。デフォルトの "アウトオブボックス"
のサービス、プロトコル、デーモン、コンポーネント、依存するソフトウェアおよ
びハードウェアは、必要で安全性の高いもののみが有効になっていることを
確認する。
8.2.b
アプリケーションをインストールし、アプリケーションの機能をテストして、アプリ
ケーションが安全性の低いサービス、デーモン、プロトコル、またはコンポーネ
ントをサポートする場合、デフォルトの "アウトオブボックス"
でこれが安全に構成されていることを確認する。

悪意のある人々によりネットワークを侵害するために
一般的に使用される多くのプロトコルがビジネスで必
要となる（またはデフォルトで有効になっている）場合
がある。ペイメントアプリケーションは、安全でないプロ
トコル、サービス、デーモンなどを使用することを要求
してはならない。アプリケーションが安全性の低いサー
ビス、デーモン、プロトコル、またはコンポーネントをサ
ポートする場合、デフォルトでこれらが安全となってい
る必要があります。

8.2.c 『PA-DSS 実装ガイド』
に、第三者によって提供されるものも含め、ペイメントアプリケーションの機
能に必要なすべてのプロトコル、サービス、コンポーネント、依存するソフトウ
ェアおよびハードウェアが記載されていることを確認します。
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PA-DSS 要件
8.3
ペイメントアプリケーションは、安全なリモートアクセスのための 2
因子認証テクノロジの通常の使用または通常の操作に干渉
するサービスやプロトコルの使用を必要としてはならない（外部
ネットワークに起因する、CDE
内に常駐するネットワークリソースへのネットワークレベルのアク
セス）。

注: 2 因子認証では、3 つの認証方法（下記参照）のうち 2
つを認証に使用する必要があります。1 つの因子を 2
回使用すること（たとえば、2
つの個別パスワードを使用する）は、2
因子認証とは見なされない。因子とも呼ばれる認証方法は
次のとおりです。


ユーザが知っていること（パスワードやパスフレーズなど）



トークンデバイスやスマートカードなど、ユーザが所有して
いるもの



ユーザ自身を示すもの（生体認証など）

テスト手順
8.3
ペイメントアプリケーションの機能を調査し、アプリケーションがリモートアクセ
スのための 2
因子認証テクノロジの通常の使用または通常の操作に干渉するサービス
やプロトコルの使用を必要としないことを確認する。
アプリケーションによってサポートされているリモートアクセスのメカニズムを識
別し、そのメカニズムが 2 因子認証を妨げないことを確認する。

ガイダンス
アプリケーションのインストールと動作が、安全なリ
モートアクセスを実現するための 2
因子認証ソリューションの組織における実装や動
作を妨げるようなサービスやプロトコルの使用を要
求しない方法で、ペイメントアプリケーションが設計
および開発される必要があります。RADIUS
がサポートされる認証
と承認テクノロジとなることを意図している場合は、
たとえば、アプリケーションは、デフォルトで、ポート
1812（通常、RFC 2865 によって RADIUS
に割り当てられることが知られている）を使用する
べきではありません。

トークンを使用する RADIUS、トークンを使用する
TACACS、または 2
因子認証を促進するその他のテクノロジの例。PCI DSS
要件 8.3 に対応

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC

ページ 61
2013 年 11 月

要件 9:

カード会員データをインターネット接続のサーバに保存してはならない
PA-DSS 要件

9.1 ペイメントアプリケーションは、Web
サーバとカード会員データのストレージコンポーネント（データベ
ースサーバなど）が同じサーバ上であることを要求しない方法
、およびデータストレージコンポーネントが Web
サーバ共に同じネットワークゾーン（DMZ
など）内にあることを要求しない方法で開発する必要がある
。
PCI DSS 要件 1.3.7 に対応

テスト手順

9.1.a
すべてのペイメントアプリケーションのデータストレージコンポーネント（データベ
ースなど）とすべての Web サーバを識別する。
データストレージコンポーネントと Web
サーバを異なるサーバにインストールし、異なるサーバ全体でアプリケーション
の機能をテストして、ペイメントアプリケーションが、データストレージコンポーネ
ント（データベースなど）が、機能上 Web
サーバと同じサーバにインストールされることを要求しないことを確認する。

9.1.b データストレージコンポーネントと Web
サーバーを、異なるネットワークゾーンにインストールする。ネットワークゾーン
全体ですべてのアプリケーション機能をテストし、ペイメントアプリケーションが、
データストレージコンポーネント（データベースなど）が、機能上 Web
サーバと同じサーバにインストールされることを要求しないことを確認する。
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ガイダンス

ペイメントアプリケーションの Web
サーバコンポーネントは、パブリックネットワークのオ
ープンな性質（インターネット、公衆ワイヤレスなど）
、これらのネットワークからの攻撃の性質や攻撃の
量から、悪用されるリスクが実質的に高くなります
。
カード会員データのストレージコンポーネントは、公
衆向けのアプリケーションコンポーネントより、高い
レベルの保護を必要とします。カード会員データが
DMZ
内に配置されている場合、侵入する層の数がより
少ないため、この情報へのアクセスは外部の攻撃
者にとって容易になります。
同じ理由で、Web
サーバは、データストレージコンポーネントと同じサ
ーバ上に配置してはなりません。悪意のある個人
が Web
サーバでアカウントを悪用できるようになると、その
他の努力をせずに、カード会員データのデータベー
スも悪用できるようになります。
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PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

9.1.c ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、顧客とインテグレータ/リセラーのために、以下が含ま
れていることを確認する。
•

インターネットにアクセス可能なシステムにはカード会員データを保存し
ない（Web
サーバとデータベースサーバが同じサーバ上にあってはならない、など）
ことを促す指示。

•

カード会員データを保管するシステムからインターネットを分離するため
に DMZ
を使用するペイメントアプリケーションを構成する方法に関する指示（
たとえば、DMZ に Web
サーバコンポーネントをインストールし、内部の異なるネットワークゾーン
にデータストレージ·コンポーネントをインストールするなど）

•

アプリケーションが、2
つのネットワークゾーンを介して通信するために使用する必要のあるサ
ービス/ポートのリスト（加盟店だけがファイアウォールを設定し、必要な
ポートを開くことができる）

要件 10. ペイメントアプリケーションへの安全なリモートアクセスの促進

10.1.a ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、顧客とインテグレータ/リセラーのために、以下が含ま
れていることを確認する。

2
因子認証は、ネットワーク外からのアクセスに関し
て、2 つの形式の認証を要求します。



注: 2 因子認証では、3 つの認証方法のうち 2
つを認証に使用する必要があります（認証方法については、
PA-DSS 要件 3.1.4（または 8.3 を参照）。

顧客のネットワークの外部からペイメントアプリケーションへのすべてのリモ
ートアクセスは、PCI DSS の要件を満たすために、2
因子認証を使用する必要があることの指示。



アプリケーションによってサポートされている 2
因子認証メカニズムの説明

PCI DSS 要件 8.3 に対応



2 因子認証（PA-DSS 要件 3.1.4 で説明されている 3
つの認証方法のうち 2
つを認証）をサポートするようアプリケーションを構成する指示。

ペイメントアプリケーションベンダは、メカニズムが正
しく実装され、適用可能な PCI DSS
要件を満たすことを確認するため、指定されている
2
因子認証メカニズムをサポートするようアプリケーシ
ョンの構成について顧客に指示を提供する必要が
あります。

10.1
顧客環境の外部からペイメントアプリケーションに対するすべ
てのリモートアクセスで、2
因子認証が使用される必要がある。
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PA-DSS 要件

10.2
ペイメントアプリケーションへのリモートアクセスは、以下のよう
に安全に行われる必要がある。

テスト手順

ガイダンス

10.1.b
アプリケーションベンダが顧客のペイメントアプリケーションに顧客環境の外部
からアクセスする場合は、顧客環境の外部から行うすべてのリモートアクセス
について、ベンダが 2
因子認証に関する顧客の要件をサポートしていることを確認する。

因子認証の要件は、顧客環境外部からのリモー
トアクセスがある場合にのみ適用されます。

10.2 リモートアクセスが以下のように行われることを確認する。

リモートアクセスメカニズムが、プロバイダによって提
供される継続的なサービスをサポートするためにペ
イメントアプリケーションベンダ、および/またはインテ
グレータ/リセラーによって採用される場合は、リモー
トアクセスメカニズムは、適用可能な PCI DSS
要件をサポートする必要がある。

10.2.1
ペイメントアプリケーションの更新がリモートアクセス経由で
顧客のシステムに配信される場合、ソフトウェアベンダは顧
客に対し、ベンダからのダウンロードのために必要な場合に
のみリモートアクセステクノロジをオンにし、ダウンロード完了
後すぐにオフにするように指示する必要がある。
または、VPN
またはその他の高速接続経由で配信される場合、ソフト
ウェアベンダは顧客に対し、ファイアウォールまたはパーソナ
ルファイアウォール製品を適切に構成して "常時"
接続をセキュリティで保護するように助言する必要がある。

10.2.1.a
ペイメントアプリケーションのアップデートがリモートアクセス経由で顧客ネッ
トワークに配信される場合は、ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』を調べ、以下が含まれていることを確認する。


ベンダおよびビジネスパートナーによって使用されているリモートアクセ
ステクノロジを必要な場合にのみアクティブ化し、使用後直ちに非ア
クティブ化する必要があることを指定する、リモートアクセステクノロジ
の安全な使用に関する顧客とインテグレータ/リセラーへの指示。



PCI DSS 要件 1 に従い、コンピュータが VPN
またはその他の高速接続経由で接続されている場合は、これらの
"常時"
接続をセキュリティで保護するためにファイアウォールまたはパーソナ
ルファイアウォール製品を使用することを顧客とインテグレータ/リセラ
ーに推奨する。

PCI DSS 要件 1 および 12.3.9 に対応

10.2.1.b
ベンダがペイメントアプリケーションまたはアップデート（あるいはその両方）を
リモートアクセス経由で顧客ネットワークに配信する場合は、ペイメントアプ
リケーションおよび/またはアップデートをリモートアクセス経由で子役ネットワ
ークに配信するベンダの方法を観察し、ベンダの方法に以下が含まれてい
ることを確認する。
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必要とする場合にのみ顧客ネットワークへのリモートアクセステクノロ
ジをアクティブ化し、使用後直ちに非アクティブ化する



リモートアクセスが VPN
またはその他の高速接続を介して行われる場合は、その接続が
PCI DSS 要件 1 に従って安全であること
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PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

10.2.2
ベンダまたはインテグレータ/リセラーが、顧客のペイメントア
プリケーションにリモートアクセスできる場合、各顧客に対し
て一意の認証情報（パスワード/フレーズなど）が使用され
る必要がある。

10.2.2
ベンダまたはインテグレータ/リセラーが、顧客のペイメントアプリケーションに
リモートアクセスできる場合、ベンダのプロセスを調査し、担当者のインタビ
ューを行って、アクセスを持つ各顧客に対して一意のパスワードが使用さ
れていることを確認する。

1
つの認証情報セットを使用して、複数の顧客がア
クセスすることを防止するため、顧客の環境へのリ
モートアクセスアカウントを持つベンダは、顧客ごと
に異なる認証情報を使用する必要があります。
推測が容易なパスワードを生成する、反復可能
な数式の使用を避ける。このような認証情報は、
時間の経過とともに一般的に知られるようになり、
ベンダの顧客情報を悪用するため、承認されてい
ない個人いよって使用される可能性がある。

PCI DSS 要件 8.5.1 に対応

10.2.3
ベンダ、リセラー/インテグレータ、または顧客による顧客の
ペイメントアプリケーションへのリモートアクセスは、たとえば
以下のように安全に実装される必要がある。

10.2.3.a ソフトウェアベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』を調べて、ペイメントアプリケーションへのすべてのリモートアク
セスは、安全に実装される必要があることを顧客とインテグレータ/リセラー
に指示していることを確認する。




リモートアクセスソフトウェアのデフォルト設定を変更
する（たとえば、デフォルトパスワードを変更し、顧客
ごとに一意のパスワードを使用する）。

リモートアクセスソフトウェアのデフォルト設定を変更する（たとえば、
デフォルトパスワードを変更し、顧客ごとに一意のパスワードを使用
する）。



特定の（既知の）IP/MACアドレスからの接続のみを許可する。
ログインに強力な認証と複雑なパスワードを使用する（PA-DSS
要件 3.1.1 ～ 3.1.10 を参照）。



特定の（既知の）IP/MACアドレスからの接続のみを
許可する。





ログインに強力な認証と複雑なパスワードを使用す
る（PA-DSS 要件 3.1.1 ～ 3.1.10 を参照）。



PA-DSS 要件 12.1
に従い、暗号化されたデータ送信を有効にする。



PA-DSS 要件 12.1
に従い、暗号化されたデータ送信を有効にする。



ログイン試行が一定回数失敗した後のアカウントのロックアウトを有
効にする（PA-DSS 要件 3.1.8 を参照）。



ログイン試行が一定回数失敗した後のアカウントの
ロックアウトを有効にする（PA-DSS 要件 3.1.8
を参照）。




アクセスが許可される前に、ファイアウォール経由で
の仮想プライベートネットワーク（以下、VPN）接続

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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ペイメントアプリケーションベンダは、メカニズムが正
しく実装され、PCI DSS
の要件を満たしていることを確認するため、安全な
リモートアクセスをサポートするようアプリケーションを
構成する方法について、顧客およびインテグレータ
/リセラーに指示を提供する必要があります。
この要件は、顧客環境へのアクセスに使用される
すべてのリモートアクセスの種類に適用されます。

アクセスが許可される前に、ファイアウォール経由での仮想プライベ
ートネットワーク（以下、VPN）接続を確立する。


ログ機能を有効にする。



顧客環境へのアクセスを、承認されたインテグレータ/リセラー担当
者に制限する。
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PA-DSS 要件
を確立する。


ログ機能を有効にする。



顧客環境へのアクセスを、承認されたインテグレータ
/リセラー担当者に制限する。



.

テスト手順

ガイダンス

10.2.3.bソフトウェアベンダが顧客のペイメントアプリケーションにリモートで
アクセスできる場合は、ベンダのリモートアクセス方法を観察し、担当者の
インタビューを行って、リモートアクセスが安全に実装されていることを確認
する。

PCI DSS 要件 2、8、10 に対応

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

要件 11. 公共ネットワークでのセンシティブトラフィックの暗号化
11.1
ペイメントアプリケーションが公共ネットワーク経由でカード会
員データを送信する、または送信を促進する場合、ペイメン
トアプリケーションは強力な暗号化とセキュリティプロトコル（た
とえば、SSL/TLS、IPSEC、SSH
など）の使用をサポートして、以下のような、強力な暗号化と
セキュリティプロトコル（SSL/TLS、IPSEC、SSH
など）を使用して保護する。

11.1.a
ペイメントアプリケーションがカード会員データを公共ネットワークを介して送
信するか、または送信することが促進されている場合は、強力な暗号化と
セキュリティプロトコルがアプリケーションと共に提供されていること、またはそ
れらの使用が指定されていることを確認します。
11.1.b ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』を調べ、ベンダがアプリケーションで強力な暗号化とセキュリティ
プロトコルを使用するように顧客とインテグレータ/リセラーに指示していること
を確認する。



信頼できるキーと証明書のみを受け入れる



使用されているプロトコルが、安全なバージョンまたは構
成のみをサポートしている



公共ネットワーク経由でカード会員データを安全に送信する場合は、
強力な暗号化とセキュリティプロトコルを実装して使用する必要がある



暗号化の強度が使用中の暗号化方式に適している



信頼できるキーおよび/または証明書のみが受け付けられていることを
確認する指示



安全な構成およびセキュリティプロトコルの安全な実装のみを使用する
よう、ペイメントアプリケーションを構成する方法



使用中の暗号化方式に適した暗号化の強度が使用されるよう、ペイ
メントアプリケーションを構成する方法

オープンな公共ネットワークの例として以下が挙げられるが、
これらに限定されない。


インターネット



802.11 と
Bluetooth（ブルートゥース）を含むがこれらに限定され

ないワイヤレステクノロジ


Global System for Mobile Communications
（GSM） や Code division multiple access
（CDMA） などの携帯端末テクノロジ



General Packet Radio Service （GPRS）



衛星通信

悪意のある者が伝送中にデータを傍受したり宛
先を変更させたりすることは容易で一般的である
ため、機密情報を公共ネットワーク経由で伝送す
る場合は暗号化する必要があります。
カード会員データの安全な送信には、信頼されて
いるキー/証明書、トランスポート用の安全なプロト
コル、適切な強度の暗号化の使用が必要です。
一部のプロトコルの実装（SSL バージョン
2.0、SSH バージョン 1.0、TLS 1.0
など）では、影響を受けるシステムで攻撃者が制
御を得るために使用できる、バッファオーバーフロー
などの文書化された脆弱性が存在することに注
意してください。ペイメントアプリケーションによってど
のセキュリティプロトコルが使用されている場合も、
デフォルトで、安全な構成のみが使用され、安全
でない接続の使用が防止されることを確認してく
ださい。

11.1.c
強力な暗号化とセキュリティプロトコルがペイメントアプリケーションと共に提供
される場合は、『PA-DSS
実装ガイド』の指示に従ってアプリケーションをテストし、以下のことを確認す
る。

PCI DSS 要件 4.1 に対応

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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信頼できるキーおよび/または証明書のみが使用されるよう、デフォルト
でプロトコルが実装されている



プロトコルが、安全な構成のみを使用するよう実装され、安全でない
バージョンまたは構成がサポートされない。



使用中の暗号化手法について、適切な強度の暗号化が実装されて
いる
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PA-DSS 要件
11.2
ペイメントアプリケーションでエンドユーザメッセージングテクノロ
ジ（たとえば、電子メール、インスタントメッセージング、チャット
など）による PAN
の送信が促進されている場合、ペイメントアプリケーションは、
PAN
を読み取り不能にする、または強力な暗号化を実装するソリ
ューションを提供するか、PAN
を暗号化するための強力な暗号化の使用を指定する必要
がある。

テスト手順
11.2.a
ペイメントアプリケーションでエンドユーザメッセージングテクノロジによる PAN
の送信が許可されている、または送信が促進されている（あるいはその両方
）場合は、PAN
を読み取り不能にする、または強力な暗号化を実装するソリューションが提
供されていること、またはこれを使用することが指定されていることを確認しま
す。
11.2.b ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』を調べ、ベンダが、アプリケーションで提供しているソリューション
またはアプリケーションと共に使用するよう指示されているソリューションの使
用について、顧客とインテグレータ/リセラーへの以下の指示が含まれている
ことを確認する。

PCI DSS 要件 4.2 に対応

•

PAN を読み取り不能にする、または強力な暗号化を使って PAN
のセキュリティを確保する、定義済みソリューションを使用する手順。

•

エンドユーザメッセージングテクノロジで送信される場合は、PANを読
み取り不能にするか、強力な暗号化で保護する必要があるという指
示。

ガイダンス
電子メール、インスタントメッセージング、チャットは
、内部および公共ネットワーク上での配信トラバー
サル中にパケットスニッフィングによって容易に傍受
することができます。ペイメントアプリケーションが強
力な暗号化を使用できるよう、これらのテクノロジ
を提供し、PAN
を読み取り不能にしていない限り、これらのメッセ
ージングツールを利用して PAN
を送信してはいけません。

11.2.c
ソリューションがペイメントアプリケーションと共に提供されている場合は、アプリ
ケーションをインストールしてテストし、ソリューションが PAN
を読み取り不能にするか、強力な暗号化を実装していることを確認する。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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要件 12:

すべてのコンソール以外の管理アクセスの暗号化
ガイダンス
PA-DSS 要件

テスト手順

12.1
ペイメントアプリケーションがコンソール以外の管理アクセス
を採用している場合は、SSH、VPN、または SSL/TLS
などのテクノロジを使用して、Web
ベースの管理やその他のコンソール以外の管理アクセスに
ついて、強力な暗号技術で暗号化する。

12.1.a
ラボおよびコンソール以外の管理接続にペイメントアプリケーションをインス
トールし、管理者のパスワードが要求される前に、強力な暗号化方法が
実行されていることを確認する。

注: 管理アクセスには、Telnet または rlogin
などの平文プロトコルを使用してはなりません。
PCI DSS 要件 2.3 に対応

12.2
Webベースの管理やその他のコンソール以外の管理アクセ
スについては、SSH、VPN、または SSL/TLS
などのテクノロジを使用して、コンソール以外の管理アクセ
スをすべて強力な暗号技術で暗号化するように顧客に指
示する。

注: 管理アクセスには、Telnet または rlogin
などの平文プロトコルを使用してはなりません。

12.1.b ペイメントアプリケーションの構成設定を調べ、Telnet や rlogin
などの平文プロトコルが、コンソール以外の管理アクセスでペイメントアプリ
ケーションによって使用されていないことを確認する。

リモート管理が安全な認証と暗号化された通信を
使用して行われない場合、管理または運用レベル
の機密情報（管理者のパスワードなど）が盗聴者に
知られてしまう可能性があります。悪意のある者は
、この情報を使用してアプリケーションおよび/または
ネットワークにアクセスし、権限を変更してデータを
盗むことができます。

12.1.c ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』を調べ、ベンダがコンソール以外の管理アクセスの暗号化につ
いて、SSH、VPN、SSL/TLS
などのテクノロジを使用した強力な暗号化を使用するために、アプリケーシ
ョンを構成する方法について、顧客およびインテグレータ/リセラーへの指示
が含まれていることを確認する。
12.2 ベンダが準備する『PA-DSS
実装ガイド』を調べ、ベンダがすべてのコンソール以外の管理アクセスの暗
号化について、SSH、VPN、SSL/TLS
などのテクノロジを使用した強力な暗号化を実装するための、顧客およ
びインテグレータ/リセラーへの指示が含まれていることを確認する。

ペイメントアプリケーションベンダは、すべてのコンソー
ル以外の管理アクセスの暗号化について、強力な
暗号化を使用するために、アプリケーションを構成す
る方法について、顧客およびインテグレータ/リセラー
への指示を提供する必要があります。そうすることで
、セキュリティコントロールが適切に実装されているこ
とを確認し、PCI DSS や PA-DSS
のガイドラインを満たすのに役立ちます。

PCI DSS 要件 2.3 に対応

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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要件 13: 顧客、リセラー、インテグレータ向けの『PA-DSS 実装ガイド』の維持
PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

13.1
顧客、リセラー、インテグレータ向けに、以下を実現する『P
A-DSS 実装ガイド』を作成、保守、配布する。

13.1 『PA-DSS
実装ガイド』および関連するベンダのプロセスを調べて、担当者のインタビュ
ーを行い、以下を確認する。

よく設計されており、詳細な『PA-DSS
実装ガイド』は、顧客やインテグレータ/リセラーが、カ
ード会員データを保護するための関連 PCI DSS と
PA-DSS
のガイドラインを満たすため、ペイメントアプリケーショ
ンとその基盤となるコンポーネント内の適切なセキュ
リティ対策と構成を実装するのに役立ちます。

13.1.1
顧客、リセラー、およびインテグレータ向けに、使用する
アプリケーションに固有の関連情報を提供する。

•

『PA-DSS
実装ガイド』が、すべてのアプリケーションの顧客、リセラー、インテグレ
ータによって知られている

•

ベンダが、要求に応じて、『PA-DSS
実装ガイド』を顧客、リセラー、インテグレータに提供するメカニズムが
導入されている

13.1.1 『PA-DSS 実装ガイド』を調べて、以下を確認する。
•

該当するペイメントアプリケーションの名前とバージョン番号を明確に
識別する

•

アプリケーションが PCI DSS
に準拠する方法で構成されるのに必要なすべてのアプリケーションの
依存関係に関する詳細を提供する

13.1.2 この文書内で『PA-DSS
実装ガイド』が言及されているすべての要件を記載する
。

13.1.2 『PA-DSS 実装ガイド』を調べ、参考として付録 A
を使用し、『PA-DSS
実装ガイド』にこの文書の関連要件がすべて記載されていることを確認
する。

13.1.3 少なくとも年に 1 回およびアプリケーションや
PA-DSS
要件に変更があった場合にレビューを行う。また、アプリ
ケーションに影響を与えるすべての変更とこの文書内の
要件の変更を反映することによって、文書を最新状態
に保つ。

13.1.3.a 『PA-DSS
実装ガイド』に目を通し、担当者のインタビューを行って、以下のように『
PA-DSS 実装ガイド』がレビューされていることを確認する。
•
少なくとも年に一度実施する
•
アプリケーションに変更があった場合
•
PA-DSS 要件に変更があった場合
13.1.3.b 『PA-DSS
実装ガイド』が、必要に応じて以下の最新情報を反映するよう更新さ
れていることを確認する。
•
PA-DSS 要件への変更
•
アプリケーションの機能またはその依存要素への変更

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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各アプリケーションのアップデートでは、システムの機
能、時には重要なアプリケーションのセキュリティメカ
ニズムが変更または導入されます。『PA-DSS
実装ガイド』がペイメントアプリケーションの最新バー
ジョンに関して最新の状態に保たれていないと、顧
客やインテグレータ/リセラーは、最終的にはそのよう
なセキュリティ機構をバイパスし、機密データを危険
にさらすような攻撃を可能にする、重要なアプリケー
ションセキュリティコントロールを見落としたり、誤って
設定することにつながります。
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PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

13.1.3.c 『PA-DSS
実装ガイド』と関連のベンダプロセスを調べ、担当者のインタビューを行
って、必要な場合にベンダが、顧客、リセラー、インテグレータとコミュニケ
ーションをとるためのメカニズムを導入していて、更新されたバージョンを
提供していることを確認する。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC
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要件 14: PA-DSS
の責任を担当者に割り当てること、および担当者、顧客、リセラー、インテグレータ向けのトレーニングプログラムの保守
PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

14.1 少なくとも年に 1 回、PA-DSS
の責任について、ベンダ担当者向けの情報セキュリティや
PA-DSS に関するトレーニングを提供する。

14.1
トレーニング資料を調べ、責任を持つ担当者のインタビューを行って、PADSS の責任を持つすべてのベンダ担当者は、少なくとも年 1 回、PADSS および情報セキュリティのトレーニングを受けていることを確認する。

PA-DSS
のガイドラインを満たす、効果的に設計されたペイ
メントアプリケーションを利用するには、ペイメントア
プリケーションベンダの担当者が、継続される PADSS 評価に関して、PA-DSS
とその責任の知識を持つことが必要です。担当者
が適切にこれらの分野で教育を受けていることを確
認するのは、ペイメントアプリケーションベンダの責任
です。

14.2
以下を含む役割や責任をベンダの担当者に割り当てる。

14.2.a
文書化された責任を調べて、以下の役割の責任が正式に割り当てられ
ていることを確認する。

各ペイメントアプリケーションベンダの組織内で、責
任当事者（個人またはチーム）は、PA-DSS
の正式な責任を割り当て、すべての PA-DSS
要件が満たされていることを確認する必要がありま
す。



PA-DSS の全要件を満たすための全体的な責任



PCI SSC PA-DSS
プログラムガイドで、変更を最新状態に保つ



PA-DSS の全要件を満たすための全体的な責任



PCI SSC PA-DSS プログラムガイドで、変更を最新状態に保つ



安全なコーディング慣行に従っていることを確認する



安全なコーディング慣行に従っていることを確認する



インテグレータ/リセラーがトレーニングを受け、サポート
資料を受け取っていることを確認する



インテグレータ/リセラーがトレーニングを受け、サポート資料を受け取
っていることを確認する



開発者を含め、PA-DSS
の責任を持つすべてのベンダ担当者がトレーニングを
受けていることを確認する



開発者を含め、PA-DSS
の責任を持つすべてのベンダ担当者がトレーニングを受けていることを
確認する

14.2.b
以下の役割を担う担当者のインタビューを行い、責任が定義され、理解
されていることを確認する。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順、v3.0
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PA-DSS の全要件を満たすための全体的な責任



PCI SSC PA-DSS プログラムガイドで、変更を最新状態に保つ



安全なコーディング慣行に従っていることを確認する



インテグレータ/リセラーがトレーニングを受け、サポート資料を受け取
っていることを確認する



開発者を含め、PA-DSS
の責任を持つすべてのベンダ担当者がトレーニングを受けていることを
確認する
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PA-DSS 要件

テスト手順

ガイダンス

14.3
ペイメントアプリケーションのインテグレータとリセラー向けに、
トレーニングプログラムとコミュニケーションプログラムを開発
および実装する。トレーニングには、少なくとも以下を含め
る必要がある。

14.3.a
リセラーとインテグレータ向けのトレーニング資料とコミュニケーションプログラ
ムを調べ、資料に以下の内容が記載されていることを確認する。

アプリケーションの構成、メンテナンス、サポートが正
しくないと、攻撃者によって悪用される可能性があり
、顧客のカード会員データ環境でセキュリティの脆
弱性につながる可能性があります。アプリケーション
ベンダは、アプリケーションのインストールと構成が安
全に行われるよう、インテグレータ/リセラーにトレーニ
ングを提供し、加盟店の環境にインストールされる
場合に、アプリケーションが PCI DSS
に容易に準拠していることを確認する

•

ペイメントアプリケーションおよび関連するシステムとネ
ットワークを、PCI DSS
に準拠する方法でどのように実装するか

•

この文書内（および付録 A）で『PA-DSS
実装ガイド』について言及されているすべての項目が
それらの資料に記載されていること。

•

ペイメントアプリケーションおよび関連するシステムとネットワークを、P
CI DSS に準拠する方法でどのように実装するかのトレーニング。

•

この文書内（および付録 A）で『PA-DSS
実装ガイド』について言及されているすべての項目がそれらの資料に
記載されていること。

14.3.b
ベンダのコミュニケーションプログラムおよび関連するベンダのプロセスを調べ
て、担当者のインタビューを行い、以下を確認する。
•

トレーニング資料がインテグレータとリセラーに提供されている

•

要求に応じて、ベンダが資料をインテグレータとリセラーに提供するメ
カニズムが導入されている

インテグレータやリセラーにこのようなエリアのトレーニ
ングを提供するのは、ペイメントアプリケーションベン
ダの責任です。

14.3.c
一部のリセラーとインテグレータを選んでインタビューして、アプリケーションベ
ンダからトレーニングを受け、その資料を受領したことを確認する。
14.3.d
インテグレータやリセラーがソフトウェアベンダからトレーニングを受け、サポー
ト資料を受け取ったという証拠に目を通す。
14.3.1 少なくとも年 1 回、およびアプリケーションや
PA-DSS
要件が変更された場合に、トレーニング資料をレビュー
する。
新しいペイメントアプリケーションのバージョンや PA-DSS
要件への変更について、必要に応じて文書を最新の状
態に保つよう、トレーニング資料を更新する。

14.3.1.a
リセラーとインテグレータ向けのトレーニング資料を調べ、資料について
以下のことを確認する。
•

少なくとも年 1 回、およびアプリケーションまたは PA-DSS
要件が変更された時点でレビューする

•

新しいペイメントアプリケーションのバージョンや PA-DSS
要件への変更について、必要に応じて文書を最新の状態に保つよう
更新する

ペイメントアプリケーションベンダの担当者、インテグ
レータ、リセラーのためのトレーニング資料は、少なく
とも年 1 回更新し、アプリケーションと PA-DSS
要件の最新バージョンを反映するよう更新されてい
ることを確認する必要があります。内容が最新でな
い状態でトレーニング資料を使用すると、アプリケー
ション内のセキュリティ機能設計が不十分になったり
、またはインテグレータやリセラーによって不適切なア
プリケーション構成がもたらされることにつながります。

14.3.1.b
新しいバージョンのペイメントアプリケーションの配布プロセスを調べ、更
新されたドキュメントがアップデートされたペイメントアプリケーションと共に
インテグレータやリセラーに配布されることを確認する。
14.3.1.c
一部のインテグレータとリセラーを選んでインタビューして、アプリケーション
ベンダから更新されたトレーニング資料を受領したことを確認する。
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付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
この付録の目的は、『PA-DSS 実装ガイド』のトピックが関連する PA-DSS 要件を要約し、『PA-DSS
実装ガイド』で提供されている内容について顧客やインテグレータ/リセラーに説明し（『PA-DSS 実装ガイド』の 11 ページを参照）、関連するコントロールの実装責任を明確にすることです。

P
A
D
S
S

必須
PA-DSS トピック

実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
1 以前のペイメントアプリケーションバー
. ジョンによって保存される機密認証デ
1 ータを削除する。
.
4

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下の指示が提供さ
れる必要があります。





1
.
1
.
5

ペイメントアプリケーションのトラブルシ
ューティングの結果として収集される
機密認証データ（認証前）を削除す
る。

履歴データを削除する必要がある（以前のバージョンの
ペイメントアプリケーションによって保存されるトラックデー
タ、カード検証コード、PIN、または PIN ブロック）

ソフトウェアベンダ: PA-DSS 要件 1.1.4
に従い、顧客が以前のバージョンによって保存された認証データを安全に削
除するためのツールまたは手続きを提供する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
1.1.4 に従い、履歴データを削除する。

履歴データの削除方法
このような削除が PCI DSS
準拠のために絶対に必要である

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下の指示が提供さ
れる必要があります。



機密認証データ（認証前）は、特定の問題を解決する
必要がある場合にのみ収集する必要がある



このようなデータは、アクセスが限定された特定の既知
の場所にのみ保存する必要がある



このようなデータは特定の問題を解決するために必要
に応じて限られた量だけ収集する




機密認証データは保存時に暗号化する必要がある

ソフトウェアベンダ: 機密認証データを保存したり、PA-DSS 要件 1.1.5.a
に従い、顧客の問題のトラブルシューティングを実行しない。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
1.1.5.a
に従い、機密認証データを保存したり、問題のトラブルシューティングを実行し
ない。

このようなデータは使用後すぐに安全に削除する必要
がある

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
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P
A
D
S
S

必須
PA-DSS トピック

実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
2 顧客が定義した保存期間後、カード
. 会員データを安全に削除する。
1

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下が提供される必
要があります。



顧客が定義した保存期間を過ぎたカード会員データを
安全に削除する指示



削除する必要があるデータの場所を顧客が認識でき
るようにするため、ペイメントアプリケーションがカード会
員データを保存するすべての場所の一覧



顧客が、法律上、規制上、または業務上の理由で不
要になったカード会員データの安全な削除を行う必要
があるという指示



基盤ソフトウェアまたはシステム（OS
やデータベースなど）でのデータ保存を含め、ペイメント
アプリケーションで保存されるカード会員データを安全に
削除する指示



基盤ソフトウェアまたはシステム（OS
やデータベースなど）を構成する方法
（過失によるカード会員データのキャプチャまたは保存を
防ぐため）。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC

ソフトウェアベンダ:
顧客が定義した保存期間を過ぎたカード会員データを安全に削除する必要
があること、このようなデータがペイメントアプリケーションや基盤となるソフトウェ
アやシステムによってどこに保存されるか、ペイメントアプリケーションによって保
存されるカード会員データを安全に削除される方法について、顧客にガイダン
スを提供する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件 2.1
に従い、顧客が定義した保存期間を過ぎたカード会員データを安全に削除
する。
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P
A
D
S
S

必須
PA-DSS トピック

実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
2 表示される場合、PAN
. は、業務上の必要性により PAN
全体を見る必要がある担当者のみ
2
が全体を表示できるようにマスクする

2 すべての保存場所で PAN
. を読み取り不能にする（ポータブルデ
ジタルメディア、バックアップメディア、ロ
3
グのデータを含む）

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下が提供される必
要があります。



POS
デバイス、画面、ログ、および領収書を含むがこれらに
限定されない、PAN
が表示されるすべてのインスタンスの詳細。



ペイメントアプリケーションがすべてのディスプレイにおい
て、デフォルトで PAN をマスクすることを確認する。



業務上の合法的な必要性により PAN
全体を見る必要がある担当者のみが PAN
全体を表示することができるようにペイメントアプリケー
ションを構成する方法に関する指示。

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下が提供される必
要があります。



カード会員データを読み取り不能にするためにアプリケ
ーションによって使用される各方法の設定可能なオプ
ションの詳細、およびカード会員データが、（PA-DSS
要件 2.1
により）ペイメントアプリケーションで保存されるすべての
場所で、各方法を設定する方法に関する指示。



カード会員データが、ペイメントアプリケーション外で保
管する加盟店用に出力されるすべてのインスタンスのリ
スト、および加盟店がそのようなインスタンスで PAN
を読み取り不能にする責任があることを説明する指示
。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
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ソフトウェアベンダ: 業務上の必要性により PAN
全体を見る必要がある担当者のみが全体を表示できるようにマスクする指示
を顧客に提供する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件 2.2
に従って、業務上の必要性により PAN
全体を見る必要がある担当者のみが全体を表示できるようにマスクする。

ソフトウェアベンダ: アプリケーションの内外に関わらず、すべての保存場所で
PAN を読み取り不能にする指示を顧客に提供する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件 2.3
に従い、保存される場所すべてで PAN を読み取り不能にする。
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P
A
D
S
S

必須
PA-DSS トピック

実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
2 カード会員データのセキュリティ保護
. に使用されているキーを開示や誤使
用から保護する。
4

2 カード会員データの暗号化に使用さ
. れる暗号化キーについてキー管理プ
ロセスと手続きを実装する。
5

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下の指示が提供さ
れる必要があります。



キーへのアクセスを、必要最小限の管理者に制限する
。



キーの保存場所と形式を最小限にし、安全に保存す
る

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下が提供される必
要があります。





顧客またはインテグレータ/リセラーがキー管理作業に
関わっている場合に暗号化キーの生成、配布、保護、
変更、保存、破棄/取替を安全に行う方法に関する
指示。

ソフトウェアベンダ:
カード会員データのセキュリティ保護に使用されているキーをできるだけ少数の
場所に安全に保存し、キーへのアクセスをできるだけ少数の管理者に制限す
るように顧客にガイダンスを提供する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件 2.4
に従い、できるだけ少数の場所にキーを安全に保存し、キーへのアクセスをで
きるだけ少数の管理者に制限する。
ソフトウェアベンダ:
カード会員データの暗号化に使用される暗号化キーにアクセスする顧客に、
キー管理プロセスと手続きを実装するための指示を与える。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件 2.5
に従い、カード会員データの暗号化に使用される暗号化キーについてキー管
理プロセスと手続きを実装する。

キー管理者が自身のキー管理の責務を理解して受諾
したことを確認するためのサンプルのキー管理フォーム。



PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
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P
A
D
S
S

必須
PA-DSS トピック

実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
2 安全なキー管理機能の実装
.
5
.
1

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、キー管理機能を実行
する方法について、以下の指示を提供する。
•

強力な暗号化キーの生成

•

安全な暗号化キーの配布

•

安全な暗号化キーの保存

•

暗号化期間の終わりに達した場合の暗号化キーの
変更

•

キーの整合性が脆弱になったとき、またはキーが悪用
された疑いがある場合のキーの破棄または取り替え

•

ペイメントアプリケーションでサポートされている手動で
の平文暗号化キー管理の操作について、知識を分
割し、二重管理を使用する

•

暗号化キーの不正置換の防止

～
2
.
5
.
7
2 ペイメントアプリケーションバージョンに
. よって保存される暗号化キーまたは
暗号文を取得不能にするメカニズム
6
を提供する。

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下が提供される必
要があります。



暗号化要素を取得不能にするためにアプリケーション
に提供されているツールまたは手続きを使用する詳細
な手順



キーが使用されなくなった時に、PCI DSS
のキー管理要件に従って、暗号化キーの要素を取得
不能にする指示



復号/再暗号化プロセスの間に、クリアテキストデータの
セキュリティを維持するための手順を含め、新しいキー
で履歴データの再暗号化を行う方法に関する指示

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
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ソフトウェアベンダ:
安全なキー管理機能を実装するよう、顧客に指示を提供する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
2.5.1 〜 2.5.7
に従い、暗号化キーに関するキー管理プロセスと手続きを実装する。

ソフトウェアベンダ:
アプリケーションによって保存される暗号化キー要素または暗号文を安全に削
除するツールまたは手続き、または履歴データを新しいキーで再暗号化するツ
ールまたは手続きを提供する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件 2.6
によるキー管理要件に従って、履歴の暗号化資料を削除する。
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P
A
D
S
S

必須
PA-DSS トピック

実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
3 管理アクセスとカード会員データへの
. アクセスのために一意のユーザ ID
と安全な認証を使用する。
1

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下が提供される必
要があります。


ペイメントアプリケーションが生成または管理する認証の
資格情報（ユーザ名やパスワードなど）に対して、次の方
法による安全な認証をアプリケーションでどのように実施
するかに関する指示。
- 要件 3.1.1 ～ 3.1.11
に従い、インストールの完了時に、認証資格情報
に安全な変更を適用する
- PA-DSS 要件 3.1.1 ～ 3.1.11
に従い、インストールの完了以降のすべての変更（
インストール後）に対して、認証資格情報に安全
な変更を適用する。



PCI DSS
の準拠から外れることを避けるため、認証設定に加え
た変更は、少なくとも PCI DSS
の要件と同程度に厳格である認証方法を提供するも
のとして検証する必要がある



デフォルトアカウントに安全な認証を割り当て（使用し
ない場合でも）、これらのアカウントを無効にする、また
は使用しない。



認証の資格情報がペイメントアプリケーションによって生
成または管理されない場合に、PA-DSS 要件 3.1.1
～ 3.1.11
に従い、インストールの完了時までと以降の変更（イン
ストール後）について、管理アクセス権を持つ、またはカ
ード会員データにアクセスするすべてのアプリケーションレ
ベルアカウントを対象に、このような資格情報を変更お
よび作成する方法。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
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ソフトウェアベンダ:
アプリケーションが生成または管理するすべての認証資格情報について、PADSS 要件 3.1.1 ～ 3.1.11
に従い、アカウント/パスワードに対してペイメントアプリケーションが顧客による
一意のユーザ ID と安全な認証の使用を実施することを確認する。
ペイメントアプリケーションによって生成または管理されない認証資格情報につ
いては、顧客とインテグレータ/リセラー向けに、PA-DSS 要件 3.1.1 ～
3.1.11
に従い安全な認証の資格情報を変更および作成する方法について明確で
あいまいさのないガイダンスを『PA-DSS
実装ガイド』で提供していることを確認する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
3.1.1 ～ 3.1.11 に従い、一意のユーザ ID
と安全な認証を確立し、維持する。
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P
A
D
S
S

必須
PA-DSS トピック

実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
3 ペイメントアプリケーションから
. PC、サーバ、データベースにアクセス
するときに、一意のユーザ ID
2
と安全な認証を使用する。

4 自動化された監査証跡を実装する
. 。
1

4 ログの一元管理を促進する。
.
4

PCI DSS 要件 3.1.1 ～ 3.1.11
に従い、ペイメントアプリケーションまたはカード会員データ（あ
るいはその両方）から
PC、サーバ、データベースにアクセスするときに、一意のユーザ
名と安全な認証を使用するよう、顧客やインテグレータ/リセラ
ーに指示する。

ソフトウェアベンダ: PA-DSS 要件 3.1.2 ～ 3.1.9
に従い、PC、サーバ、データベースにアクセスするためのアカウント/パスワードが
設定される場合は、顧客がそれらのために一意のユーザ ID
と安全な認証をペイメントアプリケーションで使用できるようにする。

自動化された監査証跡を実装する際、以下を含める指示を
提供する。

ソフトウェアベンダ: PA-DSS 要件 4.2、4.3、4.4
に従い、顧客が要件に準拠したログをペイメントアプリケーションで使用できる
ようにする。



インストールプロセスの完了時に、ログが設定され、デフ
ォルトで有効にされるようにアプリケーションをインストー
ルする方法



インストール後、顧客によって構成可能なログオプショ
ンについて、PA-DSS 要件 4.2、4.3 および 4.4
に従い、PCI DSS 準拠のログ設定を設定する方法。



ログを有効にする必要がある。ログを無効にすると、PC
I DSS に準拠しなくなる。



インストール後、顧客によって構成可能なログオプショ
ンについて、ペイメントアプリケーションに付属している、
または必要とされるサードパーティのソフトウェアコンポー
ネントで、PCI 準拠のログ設定を設定する方法。

サポートされている一元管理のログメカニズムに関する説明と
、一元管理されるログサーバにペイメントアプリケーションのロ
グを統合するための指示と手順を提供する。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC

顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
3.1.1 ～ 3.1.11 に従い、一意のユーザ ID
と安全な認証を確立し、維持する。

顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
4.2、4.3、4.4 に従い、PCI DSS 準拠のログを確立し、維持する。

ソフトウェアベンダ: PA-DSS 要件 4.4
に従い、顧客環境において一元管理されるログをペイメントアプリケーション使
用できるようにする。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件 4.4
に従い、一元管理されるログを確立し、維持する。

ページ 80
2013 年 11 月

P
A
D
S
S

必須
PA-DSS トピック

実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
5 アプリケーションのバージョン管理手法
. の実装とコミュニケーション
4
.
4

ベンダの公開されているバージョン管理手法の説明を提供し
、以下のガイダンスを含める。
•

要素の数、セパレータ、文字セットなど、バージョンスキ
ームの形式を含むバージョンスキームの詳細

•

セキュリティに影響を与える変更が、バージョン管理スキ
ームよってどのように示されているかの詳細

•

変更のその他の種類がバージョンにどのような影響を与
えるかの詳細

•

セキュリティに影響を与える変更を表すために使用され
ないことを含め、使用されるワイルドカード要素の詳細

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC

ソフトウェアベンダ:
システム開発ライフサイクルの一部として、ソフトウェアのバージョン管理手法を
文書化し、実装する。手法は、PA-DSS 要件 5.5
により、ペイメントアプリケーションへの変更に関して、『PA-DSS
プログラムガイド』の手続きに従う必要がある。
顧客とインテグレータ/リセラー:
どのペイメントアプリケーションのバージョンを使用しているかを理解し、検証済
みのバージョンが使用されていることを確認する。
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必須
PA-DSS トピック

実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
6 ワイヤレステクノロジを安全に実装す
. る。
1

ワイヤレステクノロジを備えたペイメントアプリケーションを開発
する場合は、顧客やインテグレータ/リセラーに以下が提供さ
れる必要があります。



アプリケーションによって制御されるすべてのワイヤレス
コンポーネントについて、ペイメントアプリケーションが、
インストール時に、デフォルトの暗号化キー、パスワー
ド、SNMP
コミュニティ文字列の変更を強制する指示



キー/パスワードの知識を持つ人物が退社または異動
するたびに、ワイヤレス暗号化キーおよび SNMP
文字列を含むパスワードを変更する手続き



ペイメントアプリケーションによって制御されていない付
属のワイヤレスコンポーネントで、デフォルトの暗号化
キー、パスワード、SNMP
コミュニティ文字列を変更する指示



すべてのワイヤレスネットワークとカード会員データを保
存するシステムの間に、ファイアウォールをインストール
する指示





ソフトウェアベンダ: PA-DSS 要件 6.1
に従い、ワイヤレステクノロジがペイメントアプリケーションで使用される場合は、
ワイヤレスベンダのデフォルト設定を変更する必要があることを顧客とインテグ
レータ/リセラーに指示する。
顧客とインテグレータ/リセラー:
顧客またはインテグレータ/リセラーがペイメント環境にワイヤレスを実装する場
合は、PA-DSS 要件 6.1 に従いベンダのデフォルト設定を変更し、『PADSS 実装ガイド』と PCI DSS 要件 2.1.1
に従いファイアウォールをインストールする。

ペイメントアプリケーションのワイヤレス機能が使用する
であろうすべての無線トラフィック（特定のポート情報
を含む）の詳細
ワイヤレス環境とカード会員データ環境間のすべての
トラフィックを拒否または、業務上必要な場合、承認
されたトラフィックのみ許可するようファイアウォールを構
成する指示

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC
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コントロールの実装責任

要
件
6 ワイヤレスネットワーク経由で送信さ
. れるカード会員データをセキュリティで
保護する
2

6 ワイヤレステクノロジの安全な利用に
. ついての指示を提供する。
3

ワイヤレステクノロジを使用するペイメントアプリケーションの場
合、業界のベストプラクティス（IEEE 802.11i
など）を使用して、カード会員データの認証および伝送に強
力な暗号化を実装する指示を含める。これには、以下の内
容が含まれる。
•

認証および伝送用の強力な暗号化について、業界の
ベストプラクティス（IEEE 802.11i
など）を使用するため、アプリケーションがどのように構成
されているか

•

認証と送信において強力な暗号化を提供するため、
業界のベストプラクティスを使用するため、アプリケーショ
ンにバンドルされるすべてのワイヤレスアプリケーションが
どのように構成されているか

以下を含め、PCI DSS
に準拠したワイヤレス設定に関する指示を提供する。
•

インストール時に、すべてのデフォルトのワイヤレス暗号
化キー、パスワード、SNMP
コミュニティ文字列を変更する指示

•

キー/パスワードの知識を持つ人物が退社または異動
するたびに、ワイヤレス暗号化キー、パスワード、SNM
P 文字列を変更する指示

•

すべてのワイヤレスネットワークとカード会員データ環境
の間にファイアウォールをインストールし、ワイヤレス環境
とカード会員データ間のトラフィックを拒否または（業務
上必要な場合）トラフィックを許可するようにファイアウォ
ールを構成する指示

•

業界のベストプラクティス（IEEE 802.11i
など）を使用して認証および伝送用の強力な暗号化
を提供する指示

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC

ソフトウェアベンダ: PA-DSS 要件 6.2
に従い、ワイヤレステクノロジがペイメントアプリケーションで使用される場合は、
安全な暗号化送信を実装する必要があることを顧客とインテグレータ/リセラ
ーに指示する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件 6.2
に従い、顧客またはインテグレータ/リセラーがペイメント環境にワイヤレスを実
装する場合は、安全な暗号化送信を使用する。

ソフトウェアベンダ: PCI DSS 要件 6.3
に従い、安全なワイヤレステクノロジの使用に関して顧客とインテグレータ/リセ
ラーに指示する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件 6.2
に従い、ワイヤレステクノロジを安全に保つ。
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コントロールの実装責任

要
件
8 サービス、プロトコル、コンポーネント、
. 依存するソフトウェアとハードウェアは
、サードパーティから提供されるものも
2
含め、必要かつ安全なもののみを使
用する。

ペイメントアプリケーションのいずれかの機能で要求される、必
要なすべてのプロトコル、サービス、コンポーネント、依存する
ソフトウェアとハードウェアを文書化する。

ソフトウェアベンダ:
ペイメントアプリケーションで顧客が必要かつ安全なプロトコルやサービスなどを
使用するように、1）必要なプロトコルやサービスなどだけがデフォルトによって
"アウトオブボックス"
で確立されるようにする、2）これらの必要なプロトコルやサービスなどがデフォル
トで安全に構成されるようにする、3）顧客とインテグレータ/リセラー向けの参
照基準として、必要なプロトコルやサービスなどを文書化する。
顧客とインテグレータ/リセラー:
『実装ガイド』で文書化されているリストを使用して、PA-DSS 要件 5.4
に従い、必要かつ安全なプロトコルやサービスなどのみがシステムで使用され
るようにする。

9 インターネットに接続されていないサ
. ーバのみにカード会員データを保存す
る。
1

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下の指示が提供さ
れる必要があります。
•

公的なシステムにはカード会員データを保存しない（W
eb
サーバとデータベースサーバが同じサーバ上にあっては
ならない、など）。

•

カード会員データを保存するシステムをインターネットか
ら分離するために DMZ
を使用するよう、ペイメントアプリケーションを構成する
方法

•

アプリケーションが、2
つのネットワークゾーンを介して通信するために使用す
る必要のあるサービス/ポートの一覧を提供する（加盟
店だけがファイアウォールを設定し、必要なポートを開く
ことができる）

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC

ソフトウェアベンダ: PA-DSS 要件 9 に従い、ペイメントアプリケーションが
DMZ
またはインターネットにアクセス可能なシステムへのカード会員データ保存を必
要とせず、DMZ の使用が許可されるようにする。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件 9
に従い、カード会員データがインターネットにアクセス可能なシステムに保存さ
れないように、ペイメントアプリケーションを確立して維持する。
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実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
1 顧客環境の外部からペイメントアプリ
0 ケーションに対するすべてのリモートア
クセスで、2 因子認証を実装する。
.
1

1 リモートペイメントアプリケーション更新
0 を安全に配信する。
.
2
.
1

顧客やインテグレータ/リセラー向けに、以下を提供する。


顧客のネットワークの外部からペイメントアプリケーション
へのすべてのリモートアクセスは、PCI DSS
の要件を満たすために、2
因子認証を使用する必要があることの指示。



アプリケーションによってサポートされている 2
因子認証メカニズムの説明



2 因子認証（PA-DSS 要件 3.1.4 で説明されている
3 つの認証方法のうち 2
つを認証）をサポートするようアプリケーションを構成する
指示。

ペイメントアプリケーションのアップデートがリモートアクセス経由
で顧客ネットワークに配信される場合は、以下を提供する。



PCI DSS 要件 12.3.9
に従い、ペイメントアプリケーションのアップデートを行う
ためのリモートアクセステクノロジの使用は、ダウンロード
に必要な場合にのみアクティブ化し、ダウンロード完了
後すぐにオフにする。



PCI DSS 要件 1 に従い、コンピュータが VPN
またはその他の高速接続で接続されている場合は、安
全に構成されたファイアウォールまたはパーソナルファイ
アウォール経由でリモートペイメントアプリケーションのアッ
プデートを受信する指示。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC

ソフトウェアベンダ: PA-DSS 要件 10.2
に従い、ペイメントアプリケーションが、顧客環境の外部からペイメントアプリケ
ーションに対するすべてのリモートアクセスについて、顧客の 2
因子認証の使用をサポートしていることを確認する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
10.2
に従い、顧客環境外部からのペイメントアプリケーションへの全リモートアクセス
で、2 因子認証を確立して維持する。

ソフトウェアベンダ: PA-DSS 10.3
に従い、リモートペイメントアプリケーション更新を安全に配信する
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
10.3、PCI DSS 要件 1
に従い、ベンダからのリモートペイメントアプリケーション更新を安全に受信する
。
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実装ガイドの内容
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要
件
1 リモートアクセスソフトウェアを安全に
0 実装する。
.
2
.
3

ペイメントアプリケーションへのリモートアクセスは、次のように安
全に行われる必要があることの指示。


リモートアクセスソフトウェアのデフォルト設定を変更する
（たとえば、デフォルトパスワードを変更し、顧客ごとに
一意のパスワードを使用する）。



特定の（既知の）IP/MACアドレスからの接続のみを許
可する。



ログインに強力な認証と複雑なパスワードを使用する（
PA-DSS 要件 3.1.1 ～ 3.1.10 を参照）。



PA-DSS 要件 12.1
に従い、暗号化されたデータ送信を有効にする。



ログイン試行が一定回数失敗した後のアカウントのロッ
クアウトを有効にする（PA-DSS 要件 3.1.8
を参照）。

ソフトウェアベンダ:
（1）ベンダが顧客のペイメントアプリケーションにリモートでアクセスする場合は、
PA-DSS 要件
10.3.2に指定されているような安全なリモートアクセスセキュリティ機能を実装
する。（2）顧客がリモートアクセスセキュリティ機能をペイメントアプリケーション
で使用できるようにする。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
10.3.2
に従い、ペイメントアプリケーションへのすべてのリモートアクセスについて、リモー
トアクセスセキュリティ機能を使用する。


アクセスが許可される前に、ファイアウォール経由での仮
想プライベートネットワーク（以下、VPN）接続を確立
する。


ログ機能を有効にする。



顧客環境へのアクセスを、承認されたインテグレータ/リ
セラー担当者に制限する。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC
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要
件
1 公共ネットワーク経由で送信されるカ
1 ード会員データをセキュリティで保護
する。
.
1

1 エンドユーザメッセージングテクノロジ
1 経由で送信されるカード会員データ
を暗号化する。
.
2

ペイメントアプリケーションが公共ネットワーク経由でカード会
員データを送信する、または送信を促進する場合、公共ネ
ットワーク経由で安全にカード会員データを送信するため、
強力な暗号化とセキュリティプロトコルを実装および使用す
る指示を含める。


公共ネットワーク経由でカード会員データを安全に送
信する場合は、強力な暗号化とセキュリティプロトコル
を必要とする



信頼できるキーおよび/または証明書のみが受け付けら
れていることを確認する指示



安全な構成およびセキュリティプロトコルの安全な実装
のみを使用するよう、ペイメントアプリケーションを構成
する方法



使用中の暗号化方式に適した暗号化の強度が使用
されるよう、ペイメントアプリケーションを構成する方法

ペイメントアプリケーションでエンドユーザメッセージングテクノロ
ジによる PAN の送信が促進されている場合は、PAN
を読み取り不能にするソリューションを実装および使用する
か、強力な暗号化を実装する指示を含める。




PAN
を読み取り不能にする、または強力な暗号化を使って
PAN
のセキュリティを確保する、定義済みソリューションを使
用する手順。
エンドユーザメッセージングテクノロジで送信される場合
は、PANを読み取り不能にするか、強力な暗号化で
保護する必要があるという指示。

PCI PA-DSS 要件とセキュリティ評価手順 v3.0
付録 A: PA-DSS 実装ガイドの内容の要約
Copyright 2013 PCI Security Standards Council LLC

ソフトウェアベンダ: PA-DSS 要件 11.1
に従い、顧客が強力な暗号化とセキュリティプロトコルを使用してペイメントア
プリケーションから公共ネットワーク経由でカード会員データを送信できるように
する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
11.1
に従い、カード会員データ送信のための強力な暗号化とセキュリティプロトコル
を確立して維持する。

ソフトウェアベンダ: PAN
がエンドユーザメッセージングテクノロジを使用して送信される場合は、PADSS 要件 11.2 に従い、PAN
を読み取り不能にするか、強力な暗号化を実装するソリューションの使用を
提供または指定し、ペイメントアプリケーションが PAN
の暗号化または読み取り不能にする機能をサポートしていることを確認する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
11.2
に従い、エンドユーザメッセージングテクノロジを使用して送信されるすべての
PAN を読み取る不能にするか、暗号化する。
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P
A
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S
S

必須
PA-DSS トピック

実装ガイドの内容

コントロールの実装責任

要
件
1 コンソール以外の管理アクセスを暗
2 号化する。
.
1

1 コンソール以外の管理アクセスを暗
2 号化する。
.
2

ペイメントアプリケーションがコンソール以外の管理アクセスを
促進する場合は、カード会員データ環境内のペイメントアプリ
ケーションまたはサーバへのコンソール以外の管理アクセスを
暗号化するために、強力な暗号化（SSH、VPN、SSL/TLS
など）を使用するようアプリケーションを構成する方法に関する
指示を含める。

すべてのコンソール以外の管理アクセスの暗号化について、S
SH、VPN、SSL/TLS
などのテクノロジを使用した強力な暗号化を実装するための
、顧客およびインテグレータ/リセラーへの指示を含める。
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ソフトウェアベンダ:
ペイメントアプリケーションがコンソール以外の管理アクセスを促進する場合は
、PA-DSS 要件 12.1
に従い、ペイメントアプリケーションがコンソール以外の管理アクセスに関して、
強力な暗号化を実装していることを確認する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
12.1 に従い、コンソール以外の管理アクセスをすべて暗号化する。
ソフトウェアベンダ: PA-DSS 要件 12.2
に従い、ペイメントアプリケーションが顧客のコンソール以外の管理アクセスを
暗号化する機能をサポートしていることを確認する。
顧客とインテグレータ/リセラー: 『PA-DSS 実装ガイド』と PA-DSS 要件
12.2 に従い、コンソール以外の管理アクセスをすべて暗号化する。
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付録 B: PA-DSS 評価用テストラボラトリ構成
実施する PA-DSS 評価ごとに、PA-QSA は、PA-DSS
評価のテストを実施するために使用するラボラトリの状態と機能を確認する必要があります。この確認は、完成させた検証報告書（ROB）と共に提出する必要があります。
ラボラトリ検証手順ごとに、評価に使用されたラボラトリと、これらの検証手続きが行われたラボラトリが PA-QSA
のラボラトリだったのかソフトウェアベンダのラボラトリだったのかを記入します。PA-QSA
は、以下に定める要件をすべて満たしているテストラボラトリを維持し、可能な限り評価を行うために、独自のラボラトリを使用する必要があります。ソフトウェアベンダのラボラトリは、必要な
場合（PA-QSA がペイメントアプリケーションが実行されるメインフレーム、AS400、または Tandem
を持っていない場合など）の場合にのみ、すべてのラボラトリ要件が満たされていることを確認した後で使用できます。
PA-QSA は、以下の表内のすべての項目も確認する必要があります。
•

PA-DSS レビューに使用されるラボの場所と所有者の特定

•

PA-DSS レビュー用のラボラトリテストアーキテクチャと環境の説明

•

PA-DSS レビューのために、ペイメントアプリケーションの本番環境がラボラトリ内でどのようにシミュレートされたかの説明

PA-DSS ROV 報告書テンプレートは、各評価で提供しなければならないラボラトリの検証に関する詳細を提供します。

ラボラトリ要件

ラボラトリ検証手続き

1.

顧客に提供されるベンダのインストール指
示またはトレーニングに従ってペイメントア
プリケーションをインストールする。

1.
顧客に提供されるベンダのインストールマニュアルまたはトレーニングを使用して、現実の
顧客体験をシミュレートするため、PA-DSS
報告書に記載されたすべてのプラットフォーム上へのペイメントアプリケーション製品のデフ
ォルトのインストールが実行されたことを確認します。

2.

PA-DSS

2.a
テスト対象のペイメントアプリケーションのすべての一般的な実装（地域や国固有のバー
ジョンを含む）がインストールされたことを確認します。

報告書に記載されたすべてのペイメントア
プリケーションバージョンをインストールして
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ラボラトリ要件

テストする。

ラボラトリ検証手続き
2.b
必要なシステムコンポーネントと依存関係すべてを含め、ペイメントアプリケーションのすべ
てのバージョンとプラットフォームがテストされたことを確認します。
2.c
各バージョンで、ペイメントアプリケーションの重要な機能がすべてテストされたことを確認
します。

3.

PCI DSS

が要求するすべてのセキュリティデバイスを
インストールして実装する。
4.

PCI-DSS

が必要とするすべてのセキュリティ設定のイ
ンストールまたは構成、あるいはその両方
を行う。
5.

ペイメントアプリケーションの本番環境をシ
ミュレートする。

3. PCI DSS
が必要とするすべてのセキュリティデバイス（ファイアウォールやウィルス対策ソフトウェアなど
）がテストシステムに実装されたことを確認します。
4.
ペイメントアプリケーションが使用するオペレーティングシステム、システムソフトウェア、およ
びアプリケーション用の PCI-DSS
準拠のシステム設定、パッチなどが、すべてテストシステムに実装されたことを確認します
。
5.a
ラボラトリは、ペイメントアプリケーションが実装されるすべてのシステムとアプリケーションを
含めて、ペイメントアプリケーションの '本番環境'
をシミュレートします。たとえば、ペイメントアプリケーションの標準的な実装は、POS
マシンを備えた小売店舗と、バックオフィスまたは企業ネットワークといったクライアント/サー
バ環境で構成されます。ラボラトリは、実装全体をシミュレートします。
5.b ラボラトリは、シミュレーション/テスト用のテストカード番号だけを使用します。実際の
PAN はテストでは使用されません。

注: テストカードは通常、ベンダ、プロセサーまたはアクワイアラーから入手できます。）
5.c
ラボラトリは、ペイメントアプリケーションの承認または決済、あるいはその両方の機能を実
行し、すべての出力は以下の項目 6 のとおりに調べられます。
5.d
ラボラトリまたはプロセス、あるいはその両方は、ペイメントアプリケーションによって生成され
るすべての出力（一時的、永続的、エラー処理、デバッグモード、ログファイルなど）を、考
えられるあらゆるシナリオにマッピングします。
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ラボラトリ要件

ラボラトリ検証手続き
5.e ラボラトリまたはプロセス、あるいはその両方は、シミュレートされた '実際の'
データと無効なデータの両方を使用してあらゆるエラー状況とログエントリを取り込むため
に、ペイメントアプリケーションのすべての機能をシミュレートおよび検証します。

6.

これらのペネトレーションテスト方式のため
の機能を提供し、これらを使用してテスト
する:

6.a フォレンジックツール/手法を使用する: PA-DSS 要件 1.1.1 ～ 1.1.3
に従い、機密認証データの証拠として識別されたすべての出力を検索するためにフォレン
5
ジックツール/手法（市販ツール、スクリプトなど）が使用されました。
6.b アプリケーション脆弱性の悪用を試みる: PA-DSS 要件 5.2
に従い、ペイメントアプリケーションを悪用してみるために現在の脆弱性（たとえば、OWA
SP トップ 10、SANS CWE トップ 25、CERT
の安全なコーディングなど）が使用されました。
6.c
ラボラトリまたはプロセス、あるいはその両方は、ペイメントアプリケーション更新プロセス中
に任意のコードを実行しようとしました。PA-DSS 要件 7.2.2
に従い、任意のコードで更新プロセスを実行します。.

7.

ベンダのラボラトリは、あらゆる要件が満た
されていることを確認した後でのみ使用す
る。

ソフトウェアベンダのラボラトリを使用する必要がある場合（PA-QSA
がペイメントアプリケーションが実行されるメインフレーム、AS400、または Tandem
を持っていない場合など）、PA-QSA
は、（1）ベンダから貸し出された機器を使用する、または（2）ベンダのラボラトリ施設を使
用することができます。ただし、このことがテストの場所と共に報告書に詳細に記述されて
いる場合に限ります。いずれの場合も、PA-QSA
は、ベンダの機器とラボラトリが以下の要件を満たしていることを確認しました。
7.a PA-QSA
は、ベンダのラボラトリがこの文書で指定されている上記の要件すべてを満たしていること
を確認し、詳細を報告書に記述します。

5

フォレンジックツールまたはフォレンジック手法:
フォレンジックデータを発見、分析、提示するためのツールまたは手法で、コンピュータエビデンスを迅速かつ徹底的に認証、検索、回復するための確実な方法を提供します。PA-QSA
が使用するフォレンジックツールまたは手法の場合は、ペイメントアプリケーションが書き込む機密認証データを正確に見つける必要があります。これらのツールは、市販、オープンソース、P
A-QSA による社内開発のいずれでもかまいません。
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ラボラトリ要件

ラボラトリ検証手続き
7.b PA-QSA
は、クリーンインストールのリモートラボラトリ環境を検証して、環境が実際に本番の状況
をシミュレートしていること、ベンダが環境をいっさい変更または改ざんしていないことを確
認する必要があります。
7.c すべてのテストは PA-QSA
によって実行されます（ベンダは自身のアプリケーションに対するテストを実行できません）。
7.e
すべてのテストは、（1）ベンダ施設内でオンサイトで実行される、または（2）安全なリンク（
VPN など）を使用してネットワーク接続経由でリモートから実行されます。
7.e シミュレーション/テストにはテストカード番号だけを使用します。実際の PAN
はテストに使用しません。これらのテストカードは通常、ベンダ、プロセサー、またはアクワイ
アラーから入手できます。）

8.

効果的な品質保証（QA）プロセスを維持
する

8.a PA-QSA QA 担当者は、PA-DSS
報告書で識別されるすべてのバージョンとプラットフォームがテストに含まれていたことを確
認します。
8.b PA-QSA QA 担当者は、すべての PA-DSS
要件がテストされたことを確認します。
8.c PA-QSA QA 担当者は、PA-QSA
ラボラトリ構成とプロセスが要件を満たし、報告書に正確に文書化されていることを確認
します。
8.d PA-QSA QA
担当者は、報告書にテストの結果が正確に報告されていることを確認します。
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