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PAY.JP 3Dセキュアのご提供状況について

3Dセキュアは現在ベータ版として
ご希望の加盟店様向けに提供をさせていただいております。

導⼊にあたっては弊社側での設定が必要となります。

ご希望の場合、まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

なお、ベータ版公開の性質上、いただいたご意⾒に基づき、
⼀般公開までの間に機能の改善・調整を⾏う可能性がございます。

※⼀般公開時期は未定です。

ご理解賜りますようお願いいたします。

https://pay.jp/contact
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3Dセキュア1.0とEMV�3Dセキュア

3Dセキュアは2022年10⽉にversion1.0→2.0へと
完全移⾏されます。

1.�3Dセキュアのバージョンについて

2.�EMV3Dセキュアへの移⾏スケジュール

3.�3Dセキュア1.0とEMV�3Dセキュア
*�3Dセキュア1.0
*�3Dセキュア1.0とEMV3Dセキュアの主な違い
*�EMV3Dセキュアの仕組みの詳細

*�EMV3Dセキュア
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3Dセキュアのバージョンについて

3Dセキュアは、国際カードブランド各社の⽅針により、
3Dセキュア1.0からEMV3Dセキュア（3Dセキュア2.0）へと

2022年10⽉に全⾯移⾏されます。

3Dセキュア1.0は、導⼊により不正利⽤を抑制することができ、またチャージバック

となった場合にカード会社に保証してもらえるというメリットがある⼀⽅、
正規ユーザーの認証負担が⼤きいため、加盟店様にとってはカゴ落ちリスクが⾼く

導⼊に⼆の⾜を踏んでしまうような仕組みでした。
それらのデメリットを解消し、導⼊を促進するために開発されたものが

EMV3Dセキュア（3Dセキュア2.0）です。

PAY.JPの3DセキュアはすべてEMV3Dセキュア（3Dセキュア2.0）になります。
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EMV3Dセキュアへの移⾏スケジュール

PAY.JPでは以下のスケジュールでの移⾏を予定しております。
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3Dセキュア1.0

★
切替え

EMV3Dセキュア

切替えについては順次対応を実施する予定です。
そのため切替⽇当⽇につきましては、切替えが完了するまで、3Dセキュア1.0での認証となります。
切替え後は、3Dセキュア1.0をご利⽤いただくことはできません。



5©2022�PAY,�Inc.

3Dセキュア1.0とEMV3Dセキュア（1/4）

従来の3Dセキュア1.0では、ユーザーがカード会社に事前に設定した静的なパスワ
ードの⼊⼒を求めることで追加の認証を⾏っていました。

しかし、そもそもパスワードの設定をしていない、パスワードを忘れたケースなど

もあり、カゴ落ちリスクが⾼く加盟店様の導⼊負担が⼤きいものでした。

3Dセキュア1.0

4123-******

購⼊額：5,000円 パスワード
＊＊＊＊＊

カート カード情報⼊⼒ 本⼈認証
（パスワード⼊⼒）

？

カゴ落ち

・パスワードを設定してない
・パスワードが分からない
・違うサイトに⾶んで不安
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3Dセキュア1.0とEMV3Dセキュアの主な違い

1 2 3

リスクベースで
認証

静的パスワードから
動的パスワードへ

リスクベース認証への移
⾏により、実際に本⼈情
報⼊⼒が求められるの
は、5~10％と想定されて

います。

事前に設定しておいたパ
スワードではなく、原則
ワンタイムパスワードな
ど動的なパスワードが求
められるようになりま

す。

1,2により、3Dセキュアを
導⼊する際に最もネック
だったカゴ落ちリスクが

軽減されます。
不正対策の⼀つとして導
⼊しやすくなりました。

カゴ落ちリスクの
軽減

*本⼈認証が求められるパターンを「チャ

レンジフロー」と⾔います。

3Dセキュア1.0とEMV3Dセキュア（2/4）
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EMV3Dセキュアの仕組みの詳細

第⼀認証としてリスクベース認証が⾏われ、その認証においてリスク中と判定され

たもののみが、チャレンジフロー対象となります。
※チャレンジフロー＝ワンタイムパスワードなどの本⼈認証情報の⼊⼒が要求されることを指します。

第⼀認証
（リスクベース認証）

第⼆認証
（チャレンジ認証） 認証結果 備考

リスク⼩ 実施しない 認証済み チャレンジフローはスキップされます
が、結果は「認証済み」となります。

リスク中 実施する

認証済み チャレンジフローの結果がOKであれば
認証済みとなります。

不承認 チャレンジフローの結果がNGであれば
不承認となります。

リスク⾼ 実施しない 不承認
リスクベース認証の段階で⾼リスクと
判断された場合は、チャレンジフロー
には⼊らずそのまま結果が不承認とな
ります。

3Dセキュア1.0とEMV3Dセキュア（3/4）
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従来の3Dセキュア1.0とEMV3Dセキュア（4/4）

⼊⼒情報など複合的な情報から購⼊のリスクをカード発⾏会社が判定し、⾼リスク
と判断されたもののみが、本⼈認証情報⼊⼒の対象となります。

また、従来の3Dセキュア1.0とは異なり、静的なパスワードではなく⽣体認証やワン

タイムパスワードなどの利⽤が推奨されています。(*)

EMV3Dセキュア（3Dセキュア2.0）

4123-******

購⼊額：5,000円 パスワード
＊＊＊＊＊

カート カード情報⼊⼒ 本⼈認証カード会社での
リスク判定

リスク中

リスク低
認証なし

*各カード会社によっては引き続き静的パスワードの認証を求められるケースもあります。

・リスク判定が⾼いもののみが本⼈情報有⼒の対象となることによるカゴ落ち
リスクの軽減が⾒込める。
・動的パスワードの利⽤が推奨されているため、⾃分が設定したパスワードが
分からないといった理由によるカゴ落ちも防げる。

リスク⾼
不承認
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PAY.JP加盟店様へのご案内
EMV3Dセキュアの実装にあたり、加盟店様において
対応が必要な内容等をご案内いたします。

1.��移⾏に際しての対応内容

2.��顧客の同意取得の対応
*�個⼈情報保護法への遵守に関する留意点
*�PAY.JP3Dセキュアでの連携項⽬
*�弊社⾒解について

*�画⾯の構成例
*�⽂⾔例

3.�トークン3Dセキュア
*�⾮推奨化のご案内
*�⾮推奨化の理由
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移⾏に際しての対応内容

• PAY.JP�APIの仕様としては、互換性が維持されます。

• ご利⽤中の全加盟店で⼀括で切替えを⾏います。

• 切替えは弊社側で⾏われ、加盟店側で⾏っていただく作業はない予定です。

システム⾯においては、2022年10⽉3⽇に、以下の通り弊社で切替え作業を実施予定です。そ
のため、加盟店様に⾏なっていただく対応はございません。

EMV3Dセキュアの特性上、加盟店様側で個⼈情報保護法に基づいた対応をしていただく必要が
ございます。（顧客からの明⽰的な同意取得など）
また提供していた⼀部機能の提供を停⽌する予定がございますので、詳細は以降のページをご
参照ください。

PAY.JPで対応する内容

加盟店様で対応が必要な内容
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同意取得への対応_個⼈情報保護法への遵守に関する留意点

• EMV3Dセキュア(3Dセキュア2.0)サービスの仕様において利⽤できるデータ項⽬の中に、個⼈情報
またはそれになり得る情報が含まれます。

• 事業者様が個⼈情報取扱事業者としてそれらの項⽬を取り扱うためには、情報主体（カード会
員）から情報取得・利⽤・提供にかかる同意を取得するなど、個⼈情報保護法などの関連する法
令等を遵守する必要があります。

• 外国にある第三者（海外イシュアー）に個⼈データを提供する場合は、本⼈の同意取得が必要に
なります。
※PAY.JPでは海外発⾏のクレジットカードのご利⽤も可能です。

下記の加盟店様におかれましては、顧客からの同意取得が必要となります。

■すでに3Dセキュア1.0を導⼊している
2022年10⽉より弊社で切替えの上、EMV3Dセキュアに移⾏しますので、10⽉までのご⽤意をお願い
いたします。

■これからEMV3Dセキュアを導⼊する
導⼊時点までにご検討いただき、同意取得にご対応いただく必要があります。

※参考元：クレジット取引セキュリティ対策協議会「ＥＭＶ３-Ｄセキュア導⼊ガイド１．０版」

https://www.j-credit.or.jp/download/news20220309b4.pdf
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同意取得への対応_PAY.JP3Dセキュアでの連携項⽬

PAY.JPの3Dセキュアにおける連携対象項⽬は以下の通りです。

EMV3Dセキュア提供時点で連携される項⽬

• デバイス情報
• IPアドレス

将来的に連携可能となる可能性がある項⽬

• 購⼊者⽒名
• 顧客住所
※加盟店様の任意で連携いただける項⽬になる想定です。
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同意取得への対応_弊社⾒解について

個⼈情報の保護に関する法律では、第三者に個⼈データを提供する場合や提供した個⼈関連情報
を提供先が個⼈データとして取得する場合には、あらかじめ本⼈の同意を取得することが求めら
れます。

前ページのとおり、現時点でカード発⾏会社に連携される情報は、「デバイス情報」および「IPア
ドレス」のみとなります。しかしながら、加盟店様が各カード発⾏会社における当該連携情報の
取扱⽅法や購⼊者本⼈からの同意の取得状況を把握することは現実的ではありません。

また、将来的に個⼈情報である購⼊者⽒名や住所の情報を連携して3Dセキュアが実施される場合
には購⼊者の同意を取得する必要があります。
以上を踏まえ、PAY.JPの3Dセキュアを利⽤いただくには、購⼊者の同意取得をしていただくよう
お願いいたします。

詳細は以下ガイドラインのP.30以降をご参照ください。

クレジット取引セキュリティ対策協議会「ＥＭＶ３-Ｄセキュア導⼊ガイド１．０版」

https://www.j-credit.or.jp/download/news20220309b4.pdf
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同意取得への対応_画⾯の構成例

■個⼈情報の第三者提供
お客様から収集した以下の個⼈情報等は、
カード発⾏会社が⾏う不正利⽤検知・防⽌
のために、お客様が利⽤されているカード
の発⾏会社へ提供させていただきます。
〜

個⼈情報の取り扱いに同意する

次へ

■個⼈情報の第三者提供
お客様から収集した以下の個⼈情報等は、
カード発⾏会社が⾏う不正利⽤検知・防⽌
のために、お客様が利⽤されているカード
の発⾏会社へ提供させていただきます。
〜

同意する同意しない

画⾯の下段に同意する旨のチェックボックス
を設け、本⼈がチェックを⾏うことで次のス
テップに進むボタンを押下できる仕様とする

※参考元：クレジット取引セキュリティ対策協議会「ＥＭＶ３-Ｄセキュア導⼊ガイド１．０版」

画⾯の下段に[同意する][しない]のボタンを
明⽰的に設け、本⼈が[同意する]ボタンを押
下することで次のステップに進む仕様とする

例① 例②

カードホルダーから提供をうける個⼈属性情報は本⼈に利⽤について明⽰的に同意を取るような画⾯構成とします。

https://www.j-credit.or.jp/download/news20220309b4.pdf
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同意取得への対応_⽂⾔例

■利⽤上の注意
クレジットカード番号などの情報の盗⽤による不正利⽤を防ぎ、安全にクレジットカードをご利
⽤いただくため、国際ブランドの推奨する本⼈認証サービス「EMV�３ D�セキュア」を⽤いていま
す。EMV3Dセキュアを利⽤するためには、カード発⾏会社に、お客様に関する情報などを送信す
る必要がございます。以下の「■個⼈情報の第三者提供」をご確認いただき、同意の上カード情
報をご⼊⼒ください。

■個⼈情報の第三者提供
お客様から収集した以下の個⼈情報等は、カード発⾏会社が⾏う不正利⽤検知・防⽌のために、
お客様が利⽤されているカードの発⾏会社へ提供させていただきます。
⽒名、電話番号、email�アドレス、インターネット利⽤環境に関する情報等
(加盟店の態様に応じて提供する個⼈情報を特定し記載ください。)
お客様が利⽤されているカードの発⾏会社が外国にある場合、これらの情報は当該発⾏会社が所
属する国に移転される場合があります。お客様が未成年の場合、親権者または後⾒⼈の承諾を得
た上で、本サービスを利⽤するものとします。

※参考元：クレジット取引セキュリティ対策協議会「ＥＭＶ３-Ｄセキュア導⼊ガイド１．０版」

※画⾯構成および同意取得⽂⾔は例となります。すでにある画⾯に⽂⾔を追加するなど、具体的
な同意取得の⽅法は事業者様にて法令の趣旨に則り、ご検討、ご対応ください。

https://www.j-credit.or.jp/download/news20220309b4.pdf


16©2022�PAY,�Inc.

トークン3Dセキュア_⾮推奨化のご案内

PAY.JPの3Dセキュアでは、トークン作成時に3Dセキュアを実施する機能を提供して

おります。

しかしながら、EMV3Dセキュアへの移⾏に伴い、以下の理由からトークン3Dセキ
ュアが想定の挙動をしないことが予想されます。

そのためEMV3Dセキュア切替え以降は、当⾯の間トークン3Dセキュア機能のご利
⽤は⾮推奨とさせていただきます。

トークン3Dセキュアをご利⽤いただいている加盟店様におかれましては、⽀払いごとの3Dセキュアのご利
⽤への切替えをご検討くださいますようお願いいたします。
すでに設定済みのお客様において設定がオフになるまたは利⽤するとエラーになるといったことはございま

せんが、前述の通り想定通りの挙動をせず、ほぼチャレンジフローに⼊らない可能性がありますのでご了承
ください。

⾮推奨化の詳細な理由につきましては次ページをご参照ください。
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トークン3Dセキュア_⾮推奨化の理由

3Dセキュアv1環境下でのトークン3Dセキュアは、カード有効性確認のための少額与信に対して3D
セキュアを⾏っておりました。

⼀⽅で、EMV3Dセキュアは、リスクベース認証の結果、リスク中と判断されたもののみがチャレ
ンジフローの対象となります。

少額与信に対して通常のリスクベース認証が⾏われた場合、低リスクと判断され実際の認証が⾏
われないケースが多くなると予想され、3Dセキュア未設定による認証スキップと合わせると⼤半
のケースで認証が⾏われないと考えられます。

これらのことから、不正利⽤対策として⾼い確度でのご利⽤推奨が難しいと判断いたしました。

今後EMV�3Dセキュアにおける新機能である⾮決済認証への対応が広がった際には、トークン作成
時の3Dセキュアが再開できる⾒通しでございます。
https://3dsecure2.com/jp/non-payment-authentication/

しかしながら、現時点では各カード会社や上流接続先において、本機能への対応が進んでいない
実情があり、再開時期は未定となっております。

https://3dsecure2.com/jp/non-payment-authentication/
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移⾏に関するFAQ

Q1. デバイス情報・IPアドレス情報のみでも同意を取得する必要はありますか。
弊社⾒解をP13に記載しておりますのでこちらをご確認ください。

Q2.トークン3Dセキュアに変わる機能はありますか。
⽀払い作成時の3Dセキュアをご利⽤いただくことをご検討ください。
※EMV3Dセキュアへの移⾏により、3Dセキュア1.0に⽐べエンドユーザー様の認証負担は軽減されることが予想されております。

Q3.トークン3Dセキュアの再提供予定を教えてください。
各社（カード発⾏会社等を含む）の対応状況次第となりますため、現時点では未定となります。
進捗がありましたら改めてお知らせいたします。

Q4. 同意取得について、既存のものに⽂⾔を追加する⽅法で問題ないですか。
同意取得の要件は、P10~15に記載した通りとなります。要件を満たす具体的な同意取得⽅法は各
社様で検討いただく必要がございますので、各加盟店様の担当部署内でご確認をお願いします。

Q5. 10⽉3⽇移⾏⽇当⽇のスケジュールの詳細を教えてください。
当⽇のスケジュールについては詳細が確定次第、アナウンスブログでお知らせいたします。

https://payjp-announce.hatenablog.com/
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参考資料

■クレジット取引セキュリティ対策協議会「ＥＭＶ３-Ｄセキュア導⼊ガイド１．０版」
https://www.j-credit.or.jp/download/news20220309b4.pdf

■3D�Secure�2.0�by�EMVco
https://3dsecure2.com/jp/

https://www.j-credit.or.jp/download/news20220309b4.pdf
https://3dsecure2.com/jp/

