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〈本書の目的〉
 クレジットカード取引に関わる全てのステークホルダーは、「クレジットカード・

セキュリティガイドライン」に基づき、各々に求められるセキュリティ対策を講じ
ております。

 加盟店においては、2018年6月より施行の改正割賦販売法により、同対
策の措置が義務化され、PCI DSSに準拠しない加盟店については非保持化
の実現を推進しているところ、不正利用の手口の変化もあり、一層のセキュ
リティ対策強化の取組が喫緊の課題となっております。

 本書は、特に、非保持化を実現しているEC加盟店がオープンソースを利用
しサイトを構築しているケースにおけるカード情報漏えい事案の実態を踏ま
え、今後の必要な取り組みを示し、EC加盟店におけるセキュリティ意識の向
上と対策の強化、これによるカード情報漏えい事案の防止を目的として取り
まとめております。

 なお、EC加盟店のみなさまにとっての理解促進に資するよう、
（前半） 部分で加盟店を取り巻く内外の環境について解説した上で、
（後半） 部分でいまEC加盟店が最優先で重点的に講じるべきセキュ
リティ対策について解説を試みる構成となっております。
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（前半）

加盟店を取り巻く内外の環境
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1．加盟店を取り巻く環境

 世界的にみた不正利用被害の舞台が欧州から米国へと移る中、日本のセキュリ
ティホール化回避のため、協議会発足の下、クレジットカード取引に関わる全てのス
テークホルダーによるセキュリティ向上の取組、実行計画の早急な推進が求められた。

 加盟店におけるセキュリティ対策は改正割賦販売法により義務化されることとなり、
非保持化（非保持同等/相当）の実現もしくはPCI DSS準拠が求められている。
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◆ 更なるセキュリティ対策の取組 ◆
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2．加盟店に法令等で求められていること

 クレジットカード・セキュリティガイドライン
【指針対策】 以 外
 割賦販売法

 クレジットカード・ セキュリティガイドライン
【指針対策】

【法令上の義務】 【指針対策】

ハードロー

 割賦販売法
以下の為に必要な措置

① クレジットカード番号等の適切な管理

② 同 不正利用の防止

 クレジットカード・セキュリティガイドライン
① 非保持化（非保持同等/相当） もしくは
PCI DSS準拠

② オーソリゼーション処理の体制整備と
加盟店契約上の善良なる管理者の
注意をもって不正利用を防止/リスク
や被害状況に応じた不正利用対策
の導入

ソフトロー
 カード情報の窃取を企図する者の最新の攻撃手口等の情報を踏まえ、対策実施後
も不断に自社のセキュリティ対策の改善・強化を図る （同ガイドラインP14）

〈上記の他に求められる対策〉

本書の
対象領域

実務上の指針

（同ガイドラインP14～P27）

（同ガイドライン P38～P46）

（同法 第35条の16第1項）

（同法 第35条の17の15）

必要な措置として取り得る方策



非保持化により加盟
店が保有するカード
情報の窃取ができな
くなる一方で・・・
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3．現状

 カード情報保護対策として有効な非保持化の実現が進捗する一方で、EC加盟店
におけるウェブサイト構築上の脆弱性等を狙った漏えい事案が多発。番号盗用に
よる不正利用被害額は、依然、増加傾向にある。

 非保持化実現を志向するEC加盟店は、法令で義務化されている方策の実現に加
え、自社ウェブサイト構築上のリスクとその顕在化によりカード情報の漏えいに繋が
り得ることを十分認識した上で、非保持化実現後のリスクへの対応、セキュリティ対
策の一層の強化が求められている。

88.9億円※

176.7億円※

187.6億円※
漏えい事案

多発!!2016年

2017年

2019年

2020年

2018年

不正手口が変化！！

※ 不正利用被害額の内、番号盗用による被害額 出所（一社）日本クレジット協会 調べ

222.9億円※

223.6
億円※



6

4．EC加盟店における漏えい実態の傾向

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
度

漏えい件数 多少

低

高

大型
加盟店

中小零細/個人事業主
加盟店

 大型加盟店と中小零細、個人事業主の加盟店
とで講じているセキュリティ対策の状況は異なる

 特に、オープンソースを利用して自社でサーバの
運用を行っている加盟店では、カード情報の漏
えい事案の発生状況がセキュリティ強度に左右
される傾向が顕著となる

※図はイメージ
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5. いま、早急に対策が求められる当事者

（対面）

MO/TO
メールオーダー/テレフォンオーダー

カード会員

攻撃者

カード情報
漏えい!!

非保持化を実現しているEC加盟店の内、

オープンソース を利用しサイトを構築している加盟店

 対面加盟店

 非対面加盟店

－ EC
－ MO/TO

加
盟
店
種
別

対面

MO/TO
メールオーダー/テレフォンオーダー

ＥＣ
https://www オープンソースで

ECサイト構築!!

非対面

加盟店

脆
弱
性
!!

カード会社
（イシュアー）

国際ブランド

オープンソース
開発元会社

フォレンジック
会社

カード会社
（アクワイアラー）

決済代行業者
PSP

（Payment Service Provider）
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6-1．EC加盟店のビジネス上のリスク

 EC加盟店は、カード会社（アクワイアラー）やPSPとの間で締結している契約書等で規
定されている責任分担についてあらためて確認の上、自社がどのようなリスクを抱え
ているのか十分に認識いただく必要があります。

漏えい事案が発生した場合、
例えば、包括加盟店契約書の

規定では・・・

全てEC加盟店の責任

において・・

カード取引の停止から

再開に至る

多大なる

コスト負担が発生
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6-2．EC加盟店のビジネス上のリスク

 漏えいの懸念や発覚により、市場全体での更なるカード会員データの漏えいリ
スクが見込まれ、 クレジットカード取引を停止する必要があります。

 停止の期間の目安としては、漏えいの懸念や発覚から調査完了後、再発防止策を講
じ、アクワイアラの許可が下りるまでのおおよそ3か月から12か月とされております。

 その期間中、実質的なビジネス停止に追い込まれることとなり、その逸失利益
は、2019年度のクレジットカード決済の売上規模かそれ以上の規模となること
が想定されます。加盟店の規模に左右されますが、金額にして数百万円から
数億円と言われております。

 その他、利用者（購入者）への詫び状などの作成提出費用（切手代、書類代な
ど）や電話対応の為のコールセンターの設置費用、コンサルタントへの支援要
請に関する費用等も要します。

 また、個人情報を取り扱う事業者が情報漏えい事案を発生させた場合、個人情
報保護法関連の対応として、その事実関係および再発防止策について、個人情
報保護委員会に対し速やかに報告することとされており、カード会社と連携した
対応が必要です。

 以上のことから、加盟店自身の責任において、漏えい事態を招かぬよう、予め
必要なセキュリティ対策を遺漏なく実施しておくことが求められます。
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7．オープンソースを利用しサイトを構築していませんか？

（1） オープンソース （open source） とは ・・・

（2） オープンソース利用上の留意点

 EC事業者が自社サイトを構築する場合、その手法は様々です ! !

 安価で手軽
 安価
 拡張性が高い

 ECサイトの構築がし易い
 脆弱性情報は提供会社が発信

 ランニングコストが発生
 独自性が打ち出しづらい
 拡張性が低い

 サーバー管理が必要
 カスタマイズにより最新バー
ジョンにアップデートできない
場合がある

 障害発生時は自社の責任

 導入費用が高い
 保守費用が発生

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ
ASP

パッケージ
サービス

オープンソース
・ EC-CUBE
・ WordPress

等

ﾒﾘｯﾄ

ﾃﾞﾒﾘｯﾄ

 ソースコードが無償で公開されているソフトウェア

 いつでも無料でプログラムを利用でき、ソースコードのカスタマイズも自由

 存在意義の低下に伴い、開発の停滞やセキュリティパッチ更新が無くなる等のリスク

 オープンソースを利用しサイトを構築した場合、脆弱性管理は自社の責任で実施
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8．サイト構築と運用・保守を外部委託している場合

パッケージ
サービス

オープンソース
・ EC-CUBE
・ WordPress

等

 ECサイトを構築し、運用・保守業務を外部に委託する場合、適切なセキュリティ対策
を講じる必要があります。

‼

〈ポイント⓵〉 “契約内容を確認”しましょう！

 運用・保守業務の委託範囲を確認

 適切なセキュリティ対策が措置される
ことの定めがあるか

 情報漏えい時の対応について定めが
あるか

 委託元、委託先間の責任分界点に
ついて定めがあるか

個別契約
基本契約

全て網羅されて
いますか？？

〈ポイント②〉 “委託元として、委託先を適切に管理”しましょう！！

 “外部委託先に任せていれば安心”は禁物

 契約に基づく運用・保守業務の定期的な遂行
状況の確認

 上記が確認可能な社内管理体制の整備

チェックリスト
委託先は遺漏
なく対応
できています
か？？

<留意点> 一般的な基本契約には、脆弱性対策やパッチ適用などのセキュリティ対策等、上述の項目が盛り込まれておらず個別契約となる
ケースが多いです。セキュリティ対策については、自ら提案や説明を委託先事業者へ依頼することが重要です。
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（後半）

いま必要なセキュリティ対策

 【3つの重点対策】 ・・ スライド13～18

 その他セキュリティチェックポイント

・・ スライド19
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9．不正侵入対策－①管理者画面のアクセス制限
不備と管理者のID/PW管理不足 【重点対策】

ID :

PASSWORD :

LOGIN

悪意ある攻撃者

悪意ある攻撃者

悪意ある攻撃者
Internet

ECサイト 管理画面

オープンソースでは、
管理者のログイン画
面がデフォルト設定で
あれば、どのコマンド
を入力すればログイン
画面になるか攻撃者
に知られています!!

攻撃リスク

 接続元を制限しないことにより、管理画面がイ
ンターネット上のどこからでもアクセスできてし
まう

 ID、パスワードが推測されやすい「管理者」、
「パスワード」等のデフォルト設定のままセットさ
れており、変更されていない

 その他「会社名」や「ドメイン名」も同様

対策

 アクセス可能なIPアドレスを制限する

 取得されたユーザーIDを不正使用されないよう
ワンタイムパスワードを採用する

 ログイン画面にアクセスするためのベーシック
認証を行う

 アカウントロック機能を有効にし ｎ 回 ※以上
のログイン失敗の際はログイン情報を停止する

アクセス制限
管理者ID、PW管理

不備

悪意ある攻撃者
悪意ある攻撃者

• どこからでもアクセス可能
• ID、PWがデフォルト設定の
まま、推測が容易

本対策は、見直しの容易さや、目下の漏えい事案の全体の約7割をカバーできることから、早急な
措置が求められます（所要期間：設定変更とテスト対応でおおよそ数日程度）。

‼

悪意ある攻撃者

※ PCI DSSにおいては、「6回」以上とされています



9．不正侵入対策－①管理者画面のアクセス制限
不備と管理者のID/PW管理不足 【重点対策】

No. 対応優先度 カテゴリ 項目 確認方法 対応方法

5 必須
意図しないディレ
クトリ・ファイルの
露出

管理画面の URL を変更
したにも関わらず、標準
の admin フォルダが残
存していないか

管理画面の URL を標準のadmin 
から変更した場合、 admin フォル
ダが残っていないことをご確認く
ださい。

admin フォルダが残っている場合
使用しなくなったプログラムが含
まれています。 admin を削除して
ください。

10 必須
ID/パスワード管
理

管理画面のユーザーID/
パスワードが推測されや
すいものになっていない
か

ユーザーIDとパスワードが同じユー
ザーIDが admin など推測されや
すいもの
パスワードが8文字以下
パスワードが数字のみ、英字のみ
など、推測されやすいIDパスワー
ドになっていないかご確認くださ
い

システム設定＞メンバー管理より、
適切なパスワードを設定ください。

11
いずれか
必須
(※)

管理画面のアク
セス制限

管理画面が推測しやす
い URL になっていない
か

管理画面の URL が admin など
推測しやすい URL になっていな
いことをご確認ください。変更後
にNo.5のadminフォルダが残存し
ていないかも必ずご確認ください。

システム設定＞セキュリティ設定
より、admin 以外に変更してくだ
さい。

12
いずれか
必須
(※)

管理画面のアク
セス制限

管理画面のIP制限は実
施しているか

管理画面へのアクセスを制限し
ているかをご確認ください

システム設定＞セキュリティ設定
より、ipアドレスを設定してくださ
い。

出所：https://www.ec-cube.net/news/detail.php?news_id=349

本対策は、見直しの容易さや、目下の漏えい事案の全体の約7割をカバーできることから、早急な
措置が求められます（所要期間：設定変更とテスト対応でおおよそ数日程度）。

‼

「EC-CUBE 2.x系 環境チェックリスト」における該当チェックポイント

14

※ No. 11、No. 12の管理画面アクセス制御は、いずれか、もしくは両方の対応が必須となります。
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9．不正侵入対策－②データディレクトリの露見に
伴う設定の不備 【重点対策】

Webサービス

ログデータ等

https://www

悪意ある攻撃者

Internet
攻撃リスク

 ECサイトの初期構築時に特定ディレクトリ以下
全てのディレクトリが公開されてしまっている

 また、パッケージログファイル等も併存しており、
ログファイルの内、IDやセッションIDが詐取され
てしまう

 パッケージのアップロード、ダウンロード機能が
開放されており、データの詐取や不正ファイル
が混入される

対策

 特定ディレクトリを非公開にする

 公開ディレクトリ以外のディレクトリにパッケージ
ファイルを配置する

 Webサーバの設定によりアップロード可能な拡
張子やファイルを制限する等の設定を行う。

本対策は、見直しの容易さや、目下の漏えい事案の全体の約7割をカバーできることから、早急な
措置が求められます（所要期間：設定変更とテスト対応でおおよそ数日程度）。

‼

＃＄％＆‘（）

）（‘＆％＄＃

”％＄＃＆’）

ECサイト 業務画面
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

設定の
不備

窃
取
!!

• ディレクトリが公開
• パッケージログファイルが併存
• パッケージのアップロード、
ダウンロード機能が開放

アクセス

不正ファイル混入



9．不正侵入対策－②データディレクトリの露見に
伴う設定の不備 【重点対策】

「EC-CUBE 2.x系 環境チェックリスト」における該当チェックポイント

No. 対応優先度 カテゴリ 項目 確認方法 対応方法

1 必須
意図しないディレ
クトリ・ファイルの
露出

Data以下のファイル、
フォルダが公開されてい
ないか

EC-CUBEのURL直下(例: 
https://example.com/path/to
/ec-cube/data など)に data 
フォルダが公開されていないかご
確認ください。
もしくは、 EC-CUBEの URL と同
階層(例: 
https://example.com/path/to
/ec-cube の場合
https://example.com/path/to
/data) に data フォルダが公開
されていないかご確認ください。
https://example.com/path/to
/ec-
cube/data/Smarty/templates/
default/site_frame.tpl などにア
クセスし、ファイルの中身が表示
されないことをご確認ください。

data フォルダに .htaccess という
ファイル名で、以下の内容を保存
してください。

order allow,deny
deny from all

保存した後、ファイルの中身が表
示されないことをご確認ください。

5 必須
意図しないディレ
クトリ・ファイルの
露出

管理画面の URL を変更
したにも関わらず、標準
の admin フォルダが残
存していないか

管理画面の URL を標準の
admin から変更した場合、
admin フォルダが残っていないこ
とをご確認ください。

admin フォルダが残っている場合
使用しなくなったプログラムが含
まれています。 admin を削除して
ください。

出所：https://www.ec-cube.net/news/detail.php?news_id=349

本対策は、見直しの容易さや、目下の漏えい事案の全体の約7割をカバーできることから、早急な
措置が求められます（所要期間：設定変更とテスト対応でおおよそ数日程度）。

‼

16
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9．不正侵入対策－③既知の脆弱性
SQLインジェクション攻撃 【重点対策】

Webサーバ
APサーバ データベース悪意ある攻撃者

検索フォーム

入力フォーム等:

https://www

カード情報 等

想定外の
動作

Internet

カード情報
不正取得!! ﾕｰｻﾞｰID

PW

user#$%

pｗｍ0ｆ

不正な文字列入力!!

 SQLインジェクション攻撃とは・・・

Webアプリケーション上での対策に不足があると、攻撃者が入力した不正な命令を含む文字列がデー
タベースにそのまま受け渡される。これを悪用し、データベースの想定外の動作を引き起こし、データ
ベースに保存されていたデータの取り出しや、不正なデータの書き込みを行う攻撃のこと。

攻撃リスク 対策

 パッケージをそのまま利用している場合において、セ
キュリティパッチを適用していない。

 カスタマイズして利用している場合において、開発部
分の脆弱性に対する対処がなされていない（脆弱性
診断も実施されていないことがほとんど）。

 Webアプリケーションの開発時にセキュアコーディング
を実施すると共に、ソースコードレビューも実施する。

 脆弱性診断等からもSQLインジェクションの脆弱性が
発見されることから、併せて実施することが望ましい。
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9．不正侵入対策－③既知の脆弱性
SQLインジェクション攻撃 【重点対策】

「EC-CUBE 2.x系 環境チェックリスト」における該当チェックポイント

No.
対応
優先度

カテゴリ 項目 確認方法 対応方法

7 必須

過去の脆
弱性への
対応(危
険度：高)

公表された
脆弱性のう
ち、危険度：
高のものが
修正されて
いるか

https://www.ec-
cube.net/info/weakness/index.php?leve
l=3 
にアクセスし、お使いのバージョンの危険
度：高の脆弱性対応が済んでいるかご確認
ください。
2020年01月30日現在
2.13.1 ~ 2.17.0 は確認されたすべての
危険度高の脆弱性対応が完了している
バージョンとなります。

脆弱性に応じた修
正をおこなってくだ
さい。
カスタマイズ等を
おこなっている場
合は、委託先の制
作会社・開発会社
へご相談ください。

13 推奨

過去の脆
弱性への
対応(危
険度：中
以下)

公表された
脆弱性のう
ち、危険度：
中以下のも
のが修正さ
れているか

https://www.ec-
cube.net/info/weakness/ にアクセスし、
お使いのバージョンの危険度：中以下の脆
弱性対応が済んでいるかご確認ください。
2020年01月31日現在
2.13.5、2.17.0 は確認されたすべての脆
弱性対応が完了しているバージョンとなりま
す。

脆弱性に応じた修
正をおこなってくだ
さい。
カスタマイズ等を
おこなっている場
合は、委託先の制
作会社・開発会社
へご相談ください。

出所：https://www.ec-cube.net/news/detail.php?news_id=349
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10．非保持化を実現したEC加盟店向けの
その他セキュリティチェックポイント

インフラ／サーバーに対してデフォルト設定のパスワード等を利用しないこと

脆弱性診断（ペネトレーション診断）の実施とその修正対応

常にオープンソースなどのソフトウェアを最新のバージョンに保つこと

ウイルス/マルウェア対策ソフトの導入、運用

ファイル整合性監視の導入、運用

 IPS（Intrusion Prevention System）の導入

 WAF（Web Application Firewall）の導入

※ IPSとWAFについては予防策としての脆弱性の検知と防御になります。正常な通信を
不正であると誤って検知してしまう“誤検知”を回避するため、攻撃を識別するルールで
あるシグネチャー（Signature）の随時更新が必要です



20

11.最後に・・・

 技術の進歩に伴い、不正利用の手口とそれに対するセキュリティ対策は変

化するものであり、セキュリティ対策の取組に終わりはありません。

 EC加盟店においては、非保持化の実現に加えて、自社で構築したシステ

ムに対し、不断の対策を講じ続ける姿勢が求められます。

 オープンソースを利用しているEC加盟店は、開発元からの注意喚起を元

に、あるいは開発元に積極的に情報提供を求め、早急に追加的なセキュ

リティ対策を講じてください。

 一つのEC加盟店で漏えい事案が発生すると、すぐさま他の加盟店での不

正利用被害へと波及し、業界全体に相当額の損失を招くこととなります。

自社のECサイトを適切に保護するためにも、本資料を参考にすると共に、

各オープンソースの開発元が公表しているセキュリティチェックリストをご活

用ください。
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◎ 本件に関するお問合せ先

クレジット取引セキュリティ対策協議会

（事務局） ： 一般社団法人日本クレジット協会

セキュリティ対策推進センター

E-mail  gykikaku2@jcredit.jp


