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ｆｊコンサルティングとセキュアスカイ・テクノロジー、 

最新版 PCI DSS v4.0 に対応したオンライン研修サービスを提供開始 

〜PCI DSS 準拠済み企業向け「アプリケーション開発者向け年次オンライントレーニングコース」〜 

 

ｆｊコンサルティング株式会社（本社︓東京都千代⽥区 代表取締役 CEO︓瀬⽥ 陽介）と株式会社セキュ

アスカイ・テクノロジー（本社︓東京都千代⽥区 代表取締役︓⼤⽊ 元）は、PCI DSS(※1)準拠維持のた

めの「PCI DSS v4.0 対応アプリケーション開発者向け年次オンライントレーニングコース」を 2022 年 8

⽉ 1 ⽇より提供開始いたします。 

 

本コースは、2022 年 3 ⽉に改訂された PCI DSS の最新バージョンである PCI DSS v4.0 要件 6.2.2 にお

いて、年次で実施が定められた特注およびカスタムアプリケーションの開発者向けのトレーニングを、オン

ラインによるライブ講義形式で提供するものです。 

 

※1 PCI DSS︓クレジットカードなどペイメントカード会員データを安全に取り扱う事を⽬的として策定さ

れた国際セキュリティ基準。Payment Card Industry Data Security Standard の頭⽂字をとったもので、

国際ブランド 6 社 ( American Express・Discover・JCB・MasterCard・UnionPay・VISA ) が関与する

PCI SSC ( Payment Card Industry Security Standards Council ) によって策定・管理されています。 

 

●サービスの特徴 

PCI DSS v4.0 要件 6.2.2 において、特注およびカスタムアプリケーションの開発者に少なくとも 1 年間に

1 回受講が求められているトレーニングを、お客様の企業・団体ごとに個別提供します。 

1. PCI DSS を専⾨とするペイメントカードセキュリティ業界のコンサルタントと国内のセキュリティ

コミュニティの第⼀⼈者が作成したオリジナル教材による実践的な講義です。 

2. お客様の企業・団体のアプリケーション開発者向けに、PCI DSS v4.0 要件 6.2.2 で求められる内

容を全て含むトレーニングを実施します。 

3. PCI DSS v3.2.1 要件 6.5 で求められるトレーニングの内容も含みますので、v3.2.1 で準拠して

いる企業も利⽤できます。 

4. ⾃社受講者のみが参加しているので、他社に気兼ねなく⾃社システムに特化した質問ができます。 

5. オンライン講義⽅式ですので、受講者は場所を選ばずリモートで受講できます。 



 

●教材のイメージ 

 
 

 

●「PCI DSS v4.0 対応アプリケーション開発者向け年次オンライントレーニングコース」について 

受講対象者︓ ・クレジットカードなどのカード情報を取り扱うアプリケーション開発 

   にかかわる担当者 

  ・カード情報を取り扱うアプリケーションの開発ベンダーの担当者 

所要時間︓ 約 3時間 

トレーニング内容︓ 1. セキュアなアプリケーションを開発するための前提 

  2. セキュア開発の原則的な考え⽅ 

  3. 近年の攻撃動向（オンラインスキミングの増加） 

  4. 攻撃⼿法・脆弱性とその対策 

  5. より安全なWebアプリケーションのために  

  ※⾃社で検査を実施している企業様向けに、「脆弱性を検出するツール（OWASP ZAP） 

   の使い⽅」を含めることも可能です。 

サービス料⾦︓ 50万円〜 （税別）／受講者 5〜20名程度を想定 

サービス詳細︓ https://www.fjconsulting.jp/training/elearning_for_developers/ 
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侵入後にペイメントカード情報を
盗むための改ざんを行う

攻撃の前段階として、攻撃者は
弱い箇所からの侵入を試みる

オンラインスキミングの原因

侵入後にソースコードを改ざんし、
ペイメントカード情報入力フォームの

送信先を書き換える

WebサーバーやDNSサーバーの
管理画面への侵入

ミドルウェアやサーバーソフトウェアの
脆弱性を悪用した侵入

自社アプリケーションの脆弱性を
悪用した侵入

広告配信など、そのサイトで使われている
外部サービスへの侵入

改ざんした広告用JavaScript
によってペイメントカード情報入力
フォームの内容を盗み取る
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認証の突破 ≫ PCI DSSにおける多要素認証

それぞれの認証機構の独立性

}一方の認証の成否が他方の認証に影響を与えないこと

①ID/パスワードを
入力してPCにログイン

NGな例

②PC内の鍵ファイルを
使って認証

PCにログインできれば鍵ファイルにアクセス可
能であるため、PCへのログインと鍵ファイルに
よるログインは独立と見なされない



●講師のご紹介 

⻑⾕川 陽介 

株式会社セキュアスカイ・テクノロジー 

取締役 CTO 

 

技術⾰新が⽬まぐるしいWebセキュリティ業界の研究において、最先端で活躍

を続けている。国内、海外でのカンファレンスでの講演や記事執筆も多数。2015

年 7 ⽉に株式会社セキュアスカイ・テクノロジーの常勤技術顧問を経て、現在取締役 CTO に就任。2022

年 3 ⽉に「セキュリティ・キャンプ協議会」の代表理事（会⻑）に就任。 

Ø ⼀般社団法⼈セキュリティ・キャンプ協議会 会⻑ 

Ø 千葉⼤学 ⾮常勤講師 

Ø OWASP Kansai ボードメンバー 

Ø OWASP Japan ボードメンバー 

Ø CODE BLUE カンファレンス 実⾏委員、レビューボードメンバー 

 

●教材監修 

瀬⽥ 陽介 

ｆｊコンサルティング株式会社 

代表取締役 CEO 

 

PCI DSS の認定評価機関（QSA）代表、⽇本初の PCI SSC認定フォレンジック機関（PFI）ボードメン

バーを経て 2013 年ｆｊコンサルティング株式会社を設⽴。キャッシュレスやセキュリティのコンサル

タントとして、講演・執筆活動を⾏う。直近の著書は『改正割賦販売法でカード決済はこう変わる』（⽇

経 BP 社） 

 

【ｆｊコンサルティング株式会社 会社概要】 

社名  ︓ｆｊコンサルティング株式会社 

本社所在地 ︓東京都千代⽥区神⽥駿河台 4-3 新お茶の⽔ビルディング 3F 

設⽴  ︓2013 年 4 ⽉ 

代表者  ︓代表取締役 CEO 瀬⽥ 陽介 

事業内容  ︓キャッシュレスセキュリティ分野におけるコンサルティングおよび教育 

URL  ︓https://www.fjconsulting.jp/ 

 



【株式会社セキュアスカイ・テクノロジー 会社概要】 

社名  ︓株式会社セキュアスカイ・テクノロジー 

本社所在地 ︓東京都千代⽥区神⽥司町 2-8-1 PMO神⽥司町 2F 

設⽴  ︓2006 年 3 ⽉ 

代表者  ︓代表取締役 ⼤⽊ 元 

事業内容  ︓Web アプリケーションの脆弱性診断 

クラウド型 WAF サービス、セキュリティ教育・⽀援サービス、コンサルティング  

URL  ︓https://www.securesky-tech.com/ 
 
【お問い合わせ先】 
ｆｊコンサルティング株式会社 
広報担当  ︓板垣 朝⼦（いたがき あさこ） 
E-mail  ︓info@fjconsulting.jp 
 
株式会社セキュアスカイ・テクノロジー 
広報担当  ︓露⼝ 理央（つゆぐち りお） 
E-mail  ︓pr@securesky-tech.com 
TEL  ︓050-5445-8822 


