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PCI DSS v4.0：予想されるタイムラインと最新情報 

業界からのフィードバックと、ペイメント、テクノロジ、セキュリティの変化により、

PCI DSS v4.0 へのアプローチが進んでいます。業界関係者との話し合いで、PCI DSS 

v4.0 について多くの質問を受けました。以下では、データセキュリティ基準担当ディ

レクターである Lauren Holloway にインタビューをし、PCI DSS v4.0 で起こっている

ことに関する重要な質問に回答いたしました。 

注：この記事に記載されているすべての日付は現在の予測に基づいており、変更
される可能性があります。 

 

PCI DSS v4.0 は開発プロセスのどの段階ですか？ 

Lauren Holloway ：2019 年 10 月～ 12 月に行われた Request For Comments 

（RFC）では 3,000 件以上のコメントが寄せられ、PCI SSC では、寄せられたフィー

ドバックの各項目を慎重に確認および検討しています。2020 年 9 月～ 10 月には追加

の RFC が予定されています。この RFC には、2019 年の RFC で寄せられたフィード

バックを基に現在開発を進めている PCI DSS v4.0 の更新されたドラフトが含まれる予

定です。 

今後の RFC と RFC プロセスの詳細については、RFC ページをご覧ください。 

 

PCI DSS v4.0 はいつリリースされますか？ 

Lauren Holloway ：PCI DSS v4.0 の最終版は、現時点では 2021 年中頃に完成する見

通しです。 

この PCI DSS の更新版の作成期間が、以前の改訂よりも著しく長くなっています。こ

の期間の延長は、関係者が更新プロセス中に情報を提供するためのフィードバック案件

数の増加をサポートするように設計されました。   

詳細を読む：PCI DSS v4.0 の作成について知っておくべき 3 つのこと 
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2019 年の RFC 中に受け取ったフィードバックの詳細な分析は提供されますか？ 

Lauren Holloway ：3,000 件を超える RFC フィードバック項目のレビューと PCI DSS 

v4.0 ドラフトの更新が完了したら、PCI ポータル経由で 2019 年の RFC 参加者に RFC 

フィードバックサマリーを提供します。このサマリーには、フィードバックの各項目に

対してどのように対応したかが記載されており、次回の PCI DSS RFC が実施される際

に参加者が利用できるようになります。さらに、四半期ごとの関係者向けウェブキャス

トや今年後半に予定されているコミュニティミーティングで決定がなされた際には、

PCISSCコミュニティに最新情報が提供されます。 

 

自己問診（SAQ）はいつ更新されますか？ また、更新には何が含まれますか？ 

Lauren Holloway ：SAQ、準拠に関するレポート（ROC）テンプレート、PCI DSS 用

語集、優先的なアプローチ(Priortized Approach) などのサポート文書の更新は、PCI 

DSS が更新されるたびに、改訂サイクルの一部となります。今年後半に PCI DSS v4.0 

に合わせてすべてのサポート文書の更新作業を開始し、作成の進捗に応じて更新版を提

供します。これらの文書は、PCI DSS v4.0 の最終リリースから数カ月以内に完成し、

リリースできるようにする予定です。 

以下は、RFC や PCI DSS v4.0 資料の完成予定を含む、PCI DSS v4.0策定作業の現在

のタイムラインの概要です。 
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公開後、組織は v4.0 を実装するのにどれくらいの時間がかかりますか？ 

Lauren Holloway ：PCI DSS v4.0 がリリースされると、組織が PCI DSS v3.2.1 から 

PCI DSS v4.0 にアップデートするための延長された移行期間が提示されます。この移

行をサポートするために、PCI DSS v3.2.1 は、PCI DSS v4.0 のすべての資料、つまり

、基準、サポート文書（SAQ、ROC、AOC を含む）、トレーニング、プログラムのア

ップデートがリリースされてから 18 カ月間は引き続き有効です。 

注：PCI DSS v4.0 基準は、PCI DSS v4.0 の使用をサポートするために必要なサ
ポート文書、トレーニング、およびプログラムの更新のリリースの 6カ月前に完成す
る予定です。したがって、PCI DSS v4.0 基準は、PCI DSS v3.2.1 の廃止の 2 年前に利
用可能となります。 

この期間の延長により、組織は v4.0 の変更点を熟知し、レポートテンプレートやフォ

ームを更新し、更新された要件を満たすための変更を計画して実装する時間を確保する

ことができます。移行期間が終了すると、PCI DSS v3.2.1 は廃止され、v4.0 が唯一の

有効なバージョンになります。 

v3.2.1 と v4.0 が両方が有効になる 18 カ月の期間に加えて、v4.0 では「未来日付」とし

て特定された新しい要件を段階的に導入するために定義された追加の期間があります。 

 

「未来日付」とはどのようなものですか？ また、その要件はいつ有効になるのでし

ょうか？ 

Lauren Holloway ：PCI DSS では、組織が実装を完了するための追加の時間を提供す

るために、新しい要件が将来の日付で指定されることがあります。将来的な要件は、将

来の日付になるまでのベストプラクティスと見なされます。この間、組織は将来的な要

件を検証する必要はありません。必須ではありませんが、新しい要件を満たすためのコ

ントロールを導入し、明記された未来の日付の前にコントロールを評価する準備ができ

ている組織は、そうすることをお勧めします。指定された未来日付に到達すると、すべ

ての未来日付要件が有効になり、適用されます。 

PCI DSS v4.0 には、将来的な要件になる可能性のある新しい要件が多数含まれると予

想していますが、基準が確定するまで新しい要件の数はわかりません。 

これらの新しい要件の発効日は、PCI DSS v4.0 の公開準備が整うまで確定されません

が、組織は新しい要件をすべて満たすために、必要に応じて新しいセキュリティ制御と

プロセスを計画および実装するための十分な時間を確保することができます。未来の日
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付は、新しい要件が基準に与える全体的な影響に依存します。現在のドラフトに基づい

て、未来の日付は予定されている移行期間を超えて延長されることが予想され、PCI 

DSS v4.0 が公開されてから 2 年半～ 3 年後になる可能性があります。 

計画されている移行のタイムラインの概要と、将来的な要件のタイミングの予測を以下

に示します。 

 

 

詳細を読む：業界からのフィードバックが PCI DSS の将来をどのように形作るか 

 

PCI DSS v4.0 のドラフトは、最終化される前に公開されますか？ 

Lauren Holloway ：基準のドラフトは、レビューと情報のインプットのために PCI 

SSC 関係者と共有されます。PCI DSS の次のドラフトは、QSA 会社、ASV 会社、参

加団体 (Participating Organization) に提供され、今年 9 月/10 月の次の RFC 期間中、

レビューとコメントを行います。 
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次の PCI DSS v4.0 RFC に参加したいと思います。どうすれば参加できますか？ 

Lauren Holloway ：どの組織も参加団体になることができます。ドラフトの PCI セキ

ュリティ基準に関するフィードバックを提供するだけでなく、参加団体になるメリット

には、分科会（Special Interest Group）への提案、投票、参加、年次の PCI SSC コミ

ュニティ・ミーティングに 2 回無料パスで出席でき、顧客やビジネスパートナーにペ

イメントセキュリティへのコミットメントを示すことができます。メリットおよび PO 

になる方法の詳細については、こちらをご覧ください。 

 

PCI DSS v4.0 に備えるために、私たちの組織にできることは何ですか？ 

ローレン・ホロウェイ：PCI DSS v4.0 は作成中ですが、すべての事業体は注意深く作

業し、PCI DSS v3.2.1 のセキュリティ制御を継続して維持することをお勧めします。

これにより、セキュリティが継続的に確保されるだけでなく、PCI DSS v4.0 への移行

も容易になります。 

初期のドラフト版にアクセスできる組織は、新しい要件や更新された要件の実装を試み

る前に、PCI DSS v4.0 の最終バージョンがリリースされるまで待つことを強くお勧め

します。RFC のバージョンはドラフトのみであり、最終リリースされるバージョンで
は基準が異なります。 

PCI DSS v4.0 の詳細を読む 
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