
 

 

日銀シス第 9 3 号 

2021 年 3 月 25 日 

 

日銀ネット利用先 

日銀ネット利用金融機関等 

 

 

日 本 銀 行 

 

 

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」の一部改正等 

に関する件 

 

 

日本銀行では、日本銀行金融ネットワークシステム（以下「日銀ネット」とい

う。）における情報セキュリティの更なる強化の観点からパスワード等の管理方

法を見直すこと、または規程整備の観点から、標記規程を別紙１のとおり一部改

正し、本年４月５日から実施するとともに、移行措置を別紙２のとおり講じるこ

ととしましたので通知します。 

本改正により権限者パスワード、オペレータパスワード、端末認証装置暗証

番号、および権限者登録カード暗証番号について、「大文字、小文字、数字お

よび記号のうち２つ以上を組み合わせた、８桁以上の類推され難いもの」とす

る必要がありますが、これらの定期的な変更の必要は無くなります。移行措置

に定める期限までにご対応をお願いします。  

―― 本件の詳細およびご照会先は、後日、端末装置のデスクトップ上の運

用管理アイコンをダブルクリックし表示されるページ上の、カテゴリ

（その他）欄の「確認事項」に掲載します。掲載後、日銀ネットの「お

知らせ情報」欄にて連絡します。 

―― なお、２０２１年４月４日以前にセンターに登録された入力者につい

ては、２０２１年４月５日以降も権限者パスワードおよびオペレータパ

スワードにつき、引き続き、有効期限（前回パスワードを変更した日の

翌日から起算して３１日）が設定されており、２０２１年４月５日以

降、パスワードを変更するまでの間は、入力者情報照会を実施すると、

パスワード有効期限が表示される点、ご留意ください。 

 

以 上 

御中 



別紙１ 

 

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」中一部改正 

 

 

○ 第１編Ⅰ．４．（２０）を横線のとおり改める。 

 

（２０）ＰＫＩミドルウェア管理ツール 

権限者登録カード等の暗証番号の変更、端末認証装置のロック解除また

は発行済みの権限者カードを再利用する場合の権限者カードの初期化を

行うためのツールをいいます。日本銀行が利用先に貸与する「日銀ネット

端末システム用セットアップＣＤ媒体」に収録して利用先に提供します。 

 

 

○ 第１編Ⅰ．５．（備考）を横線のとおり改める。 

 

（備 考） 

日本銀行が利用先に貸与する物件は次のとおりとします。 

貸 与 物 件 名 備       考 

端末認証装置 日本銀行が必要と判断する数 

テスト用端末認証装置 〃 

権限者カード 〃 

テスト用権限者カード 〃 

権限者登録カード 〃 

日銀ネット端末セットアップＣＤ媒体
（設定マニュアルおよびセキュリティ製
品等を収録したＣＤ媒体）（注） 

〃 

日本銀行金融ネットワークシステム用Ｉ
Ｐアドレス通知 

〃 

日本銀行金融ネットワークシステムファ
イルアップロード・ダウンロード機能説
明書等を収録したＣＤ媒体 

ファイルアップロード・ダウンロード機
能を利用する利用先に貸与 

日本銀行金融ネットワークシステムコン
ピュータ接続仕様書等を収録したＣＤ媒
体 

コンピュータ接続先に貸与 

上記のほか日本銀行が特に必要と認める
もの 

必要に応じ別途通知 



（注）汎用パソコンを日銀ネット専用端末装置として用いるためのパソコン設

定手順等を格納した「日銀ネット端末システム用セットアップＣＤ媒体」

と、ウイルス対策ソフトのインストール手順等を格納した「日銀ネット端末

システムウイルス対策ソフト」の２種類のＣＤ媒体を貸与します。 

 

 

○ 第１編Ⅳ．２．（２）を横線のとおり改める。 

 

（２）端末認証装置等の受領 

日銀ネット主管店は、上記依頼にもとづき発行に必要な所要の処理を行

い、上記（１）の端末認証装置引換証（注１）の持参人に対して、当該引換証と

引換えに端末認証装置、端末認証装置発行済通知および端末認証装置暗証

番号等通知を交付します（注２）。端末認証装置発行済通知には、端末認証装

置番号、シリアル番号等が記載され、端末認証装置暗証番号等通知には、

端末認証装置暗証番号（注３）、シリアル番号および端末認証装置ロック解除

コード（注４）が記載されます。 

利用先は、速やかに、受領した端末認証装置発行済通知および端末認証

装置が依頼内容と一致していること等を確認し（注５）、端末認証時に表示さ

れる端末認証装置暗証番号の入力画面またはＰＫＩミドルウェア管理ツー

ル（注６）を利用し、端末認証装置暗証番号の変更を行ってください（注７）。暗

証番号を設定する際には、大文字、小文字、数字および記号のうち２つ以上

を組み合わせた、８桁以上１６桁以内の類推され難いもの（注８）としてくだ

さい。 また、受領した端末認証装置のグループ割当てを行う場合は、後述

７．（２）を参照してください。 

 

（注１） 

 ∫    略（不変） 

（注７） 

（注８）例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単純

な組合せ（abcd1234、w0x1y2z3等）およびキーボードの配列

（qwertyui等）は、他人から類推されやすいため避けてください。 

 

 

○ 第１編Ⅳ．２．（３）ロ．およびニ．を横線のとおり改める。 

 

（３）端末認証装置等の管理 



 

ロ．端末認証装置暗証番号の変更 

利用先は、端末認証時に表示される端末認証装置暗証番号の入力画面

またはＰＫＩミドルウェア管理ツールを利用し、月に１度以上端末認証装

置暗証番号（注１）の変更を行うこととしてください。端末認証装置暗証番号

は、を随時変更することが可能です。ただし、端末認証装置（障害時用）

のうち、端末認証装置暗証番号を月に１度以上変更することが困難なもの

については、当該端末認証装置（当該端末認証装置（障害時用）の端末認

証装置暗証番号を紙その他の媒体に記録するときは、当該媒体を含みま

す。）を紛失、破損等の惧れのない施錠可能なロッカー等に保管すること

により、月に１度以上端末認証装置暗証番号を変更することを要しないも

のとします（注２）。 

 

（注１）略（不変） 

（注２）一旦端末認証装置（障害時用）を使用した場合には、用済み後

に端末認証装置暗証番号の変更を実施したうえで保管してくだ

さい。 

 

ニ．端末認証装置証明書（注１）の更新 

利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 031111）に従い、

年に１度以上端末認証装置証明書の更新（注２）を行うこととしてください。

なお、上記ロ．の規定にもとづき、月に１度以上端末認証装置暗証番号

を変更することを要しない端末認証装置（障害時用）であっても、年に１

度以上端末認証装置証明書の更新を行うこととしてください。端末認証

装置証明書は随時更新することが可能です。 

また、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 034122）に

従い、端末認証装置証明書の有効期限を確認することができます。 

 

（注１）略（不変） 

（注２）略（不変） 

 

 

○ 第１編Ⅳ．３．（２）を横線のとおり改める。 

 

（２）権限者登録カード等の受領 

日銀ネット主管店は、上記依頼にもとづき発行に必要な所要の処理を行



い、上記（１）の権限者登録カード引換証（注１）の持参人に対して、当該引換

証と引換えに権限者登録カード、権限者登録カード発行済通知および権限

者登録カード暗証番号等通知を交付します（注２）。権限者登録カード発行済通

知には、カードＩＤ番号、シリアル番号等が記載され、権限者登録カード暗

証番号等通知には、権限者登録カード暗証番号（注３）、シリアル番号および権

限者登録カードロック解除コード（注４）が記載されます。 

利用先のセキュリティ対策責任者は、速やかに、受領した権限者登録カ

ード発行済通知および権限者登録カードが依頼内容と一致していること等

を確認し（注５）、ＰＫＩミドルウェア管理ツールの手順に従い権限者登録カ

ード暗証番号の変更を行ってください（注６）。暗証番号は、大文字、小文字、

数字および記号のうち２つ以上を組み合わせた、８桁以上１６桁以内の類推

され難いもの（注７）としてください。 

 

（注１） 

 ∫    略（不変） 

（注６） 

（注７）例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単純

な組合せ（abcd1234、w0x1y2z3等）およびキーボードの配列

（qwertyui等）は、他人から類推されやすいため避けてください。 

 

 

○ 第１編Ⅳ．３．（３）ロ．およびニ．を横線のとおり改める。 

 

ロ．権限者登録カード暗証番号の変更 

利用先のセキュリティ対策責任者（注１）は、ＰＫＩミドルウェア管理ツ

ールの手順（注２）に従い、月に１度以上権限者登録カード暗証番号（注３）の

変更を行うこととしてください。権限者登録カード暗証番号は、を随時変

更することが可能です。ただし、利用先において障害その他の事由によ

り使用することとしている権限者登録カードであって、権限者登録カー

ド暗証番号を月に１度以上変更することが困難なものについては、当該

権限者登録カード（当該権限者登録カードにかかる権限者登録カード暗証

番号を紙その他の媒体に記録するときは、当該媒体を含みます。）を紛失、

破損等の惧れのない施錠可能なロッカー等に保管することにより、月に

１度以上権限者登録カード暗証番号を変更することを要しないものとし

ます（注４）。 

 



（注１） 

 ∫    略（不変） 

（注３） 

（注４）一旦権限者登録カードを使用した場合には、用済み後に権限者

登録カード暗証番号の変更を実施したうえで保管してください。 

 

ニ．権限者登録カード証明書（注１）の更新 

利用先のセキュリティ対策責任者（注２）は、所定の端末操作手順（業務処

理区分コード 031111）に従い、年に１度以上権限者登録カード証明書の

更新（注３）を行うこととしてください。なお、月に１度以上権限者登録カ

ード暗証番号を変更することを要しない権限者登録カードであっても、

年に１度以上権限者登録カード証明書の更新を行うこととしてください。 

権限者登録カード証明書は、随時更新することが可能です。 

また、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 034121）に

従い、権限者登録カード証明書の有効期限を確認することができます。 

 

（注１） 

 ∫    略（不変） 

（注３） 

 

 

○ 第１編Ⅳ．４．（４）イ．およびロ．を横線のとおり改める。 

 

イ．権限者パスワードの登録 

利用先のセキュリティ対策責任者から権限者カードを受領した送信権

限者は、処理済通知に記載されたＩＤ番号および初期パスワード（注１）を

使用して、速やかに日銀ネットにサインオンを行い、権限者パスワード

の登録を行ってください。パスワードは、大文字、小文字、数字および記

号のうち２つ以上を組み合わせた、８桁以上１５桁以内の類推され難いも

の（注２）としてください。 

なお、送信権限者は、ここで登録した権限者パスワード（注２３）と権限者

カードを使用して以後日銀ネット関係事務を行います。 

 

（注１）略（不変） 

（注２）例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単

純な組合せ（abcd1234、w0x1y2z3等）およびキーボードの配列



（qwertyui等）は、他人から類推されやすいため避けてください。 

（注２３）略（不変） 

 

［端末操作手順：第３編参照］ 

 

ロ．権限者パスワードの変更 

利用先の送信権限者は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード

031201）に従い、月に１度以上権限者パスワードの変更（注１）を行ってくだ

さい。権限者パスワードは、を随時変更することが可能です。ただし、

利用先において障害その他の事由により使用することとしている権限者

カードであって、権限者パスワードを月に１度以上変更することが困難

なものについては、当該権限者カード（当該権限者カードにかかる権限者

パスワードを紙その他の媒体に記録するときは、当該媒体を含みます。）

を紛失、破損等の惧れのない施錠可能なロッカー等に保管することによ

り、月に１度以上権限者パスワードを変更することを要しないものとし

ます（注２）。 

なお、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 034121）に

従い、権限者パスワードの変更状況を確認することができます。 

 

（注１）権限者パスワード変更日の翌日から起算して３１日間経過後に

サインオンを試みる場合には、「パスワード有効期限切れ」の警告

メッセージが入力端末装置に表示され、続いてパスワード変更画

面が表示されます。この場合、送信権限者は速やかに権限者パス

ワードの変更を行ってください。 

（注２）一旦権限者カードを使用した場合には、用済み後に権限者パス

ワードの変更を実施したうえで保管してください。 

 

［端末操作手順：第３編参照］ 

 

 

○ 第１編Ⅳ．４．（５）を横線のとおり改める。 

 

（５）権限者カード証明書（注１）の更新 

利用先の送信権限者は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード031111）

に従い、年に１度以上権限者カード証明書の更新（注２）を行うこととしてく

ださい。なお、上記（４）ロ．の規定にもとづき、月に１度以上権限者パス



ワードを変更することを要しない障害その他の事由により使用することと

している権限者カードであっても、年に１度以上権限者カード証明書の更

新を行うこととしてください。権限者カード証明書は、随時更新すること

が可能です。 

また、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード034121）に従

い、権限者カード証明書の有効期限を確認することができます。 

 

（注１） 

略（不変） 

（注２） 

 

［端末操作手順：第３編参照］ 

 

 

○ 第１編Ⅳ．５．（１）を横線のとおり改める。 

 

（１）日銀ネット主管店への権限者カード（権限者未登録）の交付依頼 

利用先は、８月５日および２月５日の年２回の時期（当日が休日の場合に

は翌営業日。）までに、翌期中に使用する権限者カード（権限者未登録）の

枚数を見積もり、交付が必要な場合には、日銀ネット主管店に「権限者カー

ド（権限者未登録）交付依頼書」（第２４号書式）（注）により依頼します。た

だし、これらの時期以外の時期であっても、権限者カード（権限者未登録）

の不足が見込まれる場合には、日銀ネット主管店に連絡し権限者カード（権

限者未登録）交付依頼書」（第２４号書式）（注）、その指示するところに従い

権限者カード（権限者未登録）のにより交付依頼を行うことができます。ま

た、権限者カード（権限者未登録）引換証（記名捺印または署名は不要）も

作成し、同時に提出してください。 

 

（注）略（不変） 

 

 

○第１編Ⅳ．６．（２）イ．およびロ．を横線のとおり改める。 

 

イ．オペレータパスワードの登録 

上記（１）により処理済通知を受領したオペレータは、処理済通知に記

載されたＩＤ番号および初期パスワード（注１）を使用して、速やかに日銀ネ



ットにサインオンを行い、オペレータパスワードの登録を行ってください。

パスワードは、大文字、小文字、数字および記号のうち２つ以上を組み合

わせた、８桁以上１５桁以内の類推され難いもの（注２）としてください。 

なお、オペレータは、ここで登録したオペレータパスワード（注２３）とＩ

Ｄ番号を使用して以後日銀ネット関係事務を行います。 

 

（注１）略（不変） 

（注２）例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単

純な組合せ（abcd1234、w0x1y2z3等）およびキーボードの配列

（qwertyui等）は、他人から類推されやすいため避けてください。 

（注２３）略（不変） 

 

［端末操作手順：第３編参照］ 

 

ロ．オペレータパスワードの変更 

利用先のオペレータは、所定の端末操作手順（業務処理区分コード

031101）に従い、月に１度以上オペレータパスワードの変更（注）を行って

ください。オペレータパスワードは、を随時変更することが可能です。 

なお、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 034121）に

従い、オペレータパスワードの変更状況を確認することができます。 

 

（注）オペレータパスワード変更日の翌日から起算して３１日間経過後

にサインオンを試みる場合には、「パスワード有効期限切れ」の警

告メッセージが入力端末装置に表示され、続いてパスワード変更

画面が表示されます。この場合、オペレータは速やかにオペレー

タパスワードの変更を行ってください。 

 

［端末操作手順：第３編参照］ 

 

 

○第２編Ⅰ．１．（３）ヘ．を横線のとおり改める。 

 

ヘ．日銀ネット端末セットアップＣＤ媒体 

汎用パソコンを日銀ネット専用端末装置として用いるためのパソコン

設定手順等を格納した「日銀ネット端末システム用セットアップＣＤ媒体」

と、ウイルス対策ソフトのインストール手順等を格納した「日銀ネット端



末システムウイルス対策ソフト」の２種類のＣＤ媒体を貸与します。これ

らのＣＤ媒体には、以下のソフトウェアを格納しています。 

 

（イ）セキュリティ製品 

送信権限者および利用先の認証を行うほか、ＰＫＩ（Public Key 

Infrastructure）技術を使用した通信時におけるデータの改竄を防止す

るためのソフトウェアです。「日銀ネット端末システム用セットアップ

ＣＤ媒体」に格納しています。 

 

（ロ）ＰＫＩミドルウェア管理ツール 

権限者登録カード等の暗証番号の変更、端末認証装置等のロック解除、

発行済みの権限者カードを再利用する場合の権限者カードの初期化を

行うためのソフトウェアです。「日銀ネット端末システム用セットアッ

プＣＤ媒体」に格納しています。 

 

（ハ）略（不変） 

 

 

○ 第２編Ⅰ．４．（２）を横線のとおり改める。 

 

（２）コンピュータウイルス対策 

利用先は、ウイルス対策ソフトが定める手順に従って、端末装置内のすべ

てのハードディスクに対してコンピュータウイルスの有無を毎月定期的に

調査してください（注１）。また、ファイルアップロード・ダウンロード機能の

使用や日本銀行からの指示により記憶媒体を使用する場合には、その都度、

ウイルス対策ソフトを用いてコンピュータウイルスの有無を調査してくだ

さい。万一、端末装置にコンピュータウイルスが存在することを検知した場

合には、当該端末装置の利用を停止し、端末装置からＬＡＮケーブルを抜い

たうえで、直ちにセンターに連絡してその指示に従ってください。 

なお、「日銀ネット端末セットアップＣＤ媒体」に格納された手順に従っ

た設定が完了している端末装置は、ＯＳを起動した状態（端末認証装置によ

る端末接続は不要です。）であれば、端末装置で管理している時刻にもとづ

き、午後０時から午後３時３０分までの間にウイルス対策ソフトの定義ファ

イルが自動的に更新されますので、端末装置は時刻を正しく設定したうえで

使用してください。ウイルス対策ソフトの定義ファイルが自動的に更新され

ない端末装置は、使用前に必ず手動で定義ファイルを更新し、オンライン配



信される最新の定義ファイルに更新した状態で使用してください。 

また、予備として保有しており通常時にはＯＳを起動していない端末装置

を利用する場合には、手動によるウイルス対策ソフトの定義ファイルの更

新（注２）に加え、端末装置内のすべてのハードディスクに対してコンピュー

タウイルスの有無を調査したうえで利用してください（注１）。 

 

（注１） 

略（不変） 

（注２） 

 

なお、利用先は、日銀ネットのウイルス感染を予防するため、次に掲げる

措置を講じてください。 

 

① 

     ∫   略（不変） 

③ 

 

 

○ 第２編Ⅰ．４．（３）イ．およびハ．を横線のとおり改める。 

 

イ．端末認証装置 

利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 031111）に従い、

端末認証装置証明書の有効期限を毎年定期的に更新してください。なお、利

用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 034122）に従い、端末

認証装置証明書の有効期限を確認することができます。 

また、端末認証時に表示される端末認証装置暗証番号の入力画面またはＰ

ＫＩミドルウェア管理ツールを利用し、端末認証装置暗証番号を毎月定期

的に変更してくださいすることが可能です（注１）（注２）。 
 
 
 

（注１） 

略（不変） 

（注２） 

 

ハ．権限者登録カード 

利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 031111）に従い、



権限者登録カード証明書の有効期限を毎年定期的に更新してください。な

お、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 034121）に従

い、権限者登録カード証明書の有効期限を確認することができます。 

また、ＰＫＩミドルウェア管理ツールを利用し、権限者登録カード暗証

番号を毎月定期的に変更してくださいすることが可能です（注）。 

 

（注）略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 開局処理 端末接続」の（１） 

   入力手順  の②を横線のとおり改める。 

 

②  端末認証装置暗証番号を入力します。 

（例）[12345ABC] 

端末認証装置暗証番号（利用者ＰＩＮ）を入力します。 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 開局処理 端末接続」の（２）を横

線のとおり改める。 

 

入力画面 

 

略（不変） 

 

入力手順 

 

  端末装置を起動します。 

略（不変） 

 

① 略（不変） 

②  端末認証装置暗証番号を入力します。 

（例）[12345ABC] 

端末認証装置暗証番号（利用者ＰＩＮ）を入力します。 

 



③ 

略（不変） 

④ 

 

処理結果 

 

略（不変） 

 

入力手順 

 

①  新しい端末認証装置暗証番号を入力します。 

（例）[12345ABC] 

変更後の端末認証装置暗証番号（利用者ＰＩＮ）を入力します。 

 

②  新しい端末認証装置暗証番号を再度入力します。 

（例）[12345ABC] 

変更後の端末認証装置暗証番号（利用者ＰＩＮ）を入力します。 

 

③ 略（不変） 

 

処理結果 

 

略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 サイン関係処理 サインオン」の  

入力手順  の（１）を横線のとおり改める。 

 

（１）オペレータサインオンの場合 

① 

    略（不変） 

② 

 

③  オペレータパスワードを入力します。 



（例）［ABCDEFGH］ 

センターに登録したオペレータパスワード（半角英数字等８桁以

上１２桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード）を入力

します（注）。この場合、入力したオペレータパスワードは、ＯＳに応

じて「●●●●●●●●」等と表示されます。 

 

（注）略（不変） 

 

④ 略（不変） 

 

⑤  実行ボタンを押します。 

入力者の認証後、お知らせ情報画面または索引画面（注１）（注２）を表

示します。 

なお、１週間以内にパスワードの有効期限が切れる場合には、実

行ボタンを押した後、パスワード変更を促す確認メッセージが表示

されます。続いて、ＯＫボタンを押すとパスワード変更画面が表示

され、キャンセルボタンを押すと入力者の認証後、索引画面が表示

されます。また、パスワードが初期化された場合または有効期限が

切れている場合には、パスワード変更が必要である旨のメッセージ

が表示され、ＯＫボタンを押すとパスワード変更画面が表示されま

すので、オペレータパスワードの登録・変更（業務処理区分コード

031101）の手順に従ってパスワードを変更してください。 

（注１） 

      略（不変） 

（注２） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 サイン関係処理 サインオン」の  

入力手順  （２）を横線のとおり改める。 

 

①  

       略（不変） 

②   

③  権限者パスワードを入力します。 



（例）［ABCDEFGH］ 

センターに登録した権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１

２桁以内）（各入力者で設定した類推され難いパスワード）を入力

します（注）。この場合、入力した権限者パスワードは、ＯＳに応じて

「●●●●●●●●」等と表示されます。 

 

（注）略（不変） 

 

④略（不変） 

 

⑤  実行ボタンを押します。 

入力者の認証後、お知らせ情報画面または索引画面（注１）（注２）を表

示します。 

なお、１週間以内にパスワードの有効期限が切れる場合には、実行

ボタンを押した後、パスワード変更を促す確認メッセージが表示され

ます。続いて、ＯＫボタンを押すとパスワード変更画面が表示され、

キャンセルボタンを押すと入力者の認証後、索引画面が表示されます。

また、パスワードが初期化された場合または有効期限が切れている

場合には、パスワード変更が必要である旨のメッセージが表示され、

ＯＫボタンを押すとパスワード変更画面が表示されますので、権限

者パスワードの登録・変更（業務処理区分コード 031201）の手順に

従ってパスワードを変更してください。また、３か月以内に権限者

カードの証明書の有効期限が切れる場合には、実行ボタンを押した

後、証明書の有効期限を警告するメッセージが表示されます。この

メッセージが表示された場合には、ＯＫボタンを押して操作を続け

てサインオンしたうえで、証明書更新（業務処理区分コード 031111）

を行い、証明書を更新してください。 

（注１） 

      略（不変） 

（注２） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 画面検証」（コード００

５１０１）の（１）入力手順  の③を横線のとおり改める。 



③  権限者パスワードを入力します。 

（例）［1234abcd］ 

権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者で

設定した類推され難いパスワード）を入力します。（注）この場合、入

力したパスワードは、ＯＳに応じて「●●●●●●●●」等と表示

されます。 

 

（注）略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 画面検証」（コード００

５１０１）の（２）  入力手順  の④を横線のとおり改める。 

 

④  権限者パスワードを入力します。 

（例）［1234abcd］ 

権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者で

設定した類推され難いパスワード）を入力します。（注）この場合、入

力したパスワードは、ＯＳに応じて「●●●●●●●●」等と表示

されます。 

 

（注）略（不変） 

 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 画面検証」（コード００

５１０１）の（３）を横線のとおり改める。 

 

（３）権限者登録カード暗証番号の入力が必要な場合 

 

略（不変） 

 

入力画面 

 

略（不変） 



入力手順 

 

① 略（不変） 

②  権限者パスワード（注）を入力します。 

（例）［1234abcd］ 

権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者で

設定した類推され難いパスワード）を入力します。 

 

（注）略（不変） 

 

   ③ 略（不変） 

 

入力画面（送信確認画面 ) 

      

略（不変） 

 

入力手順 

 

④ 

      略（不変） 

⑤   

⑥  権限者登録カード暗証番号（利用者ＰＩＮ）（注）を入力します。 

（例）［1234abcd］ 

「権限者登録カード」の暗証番号（利用者ＰＩＮ）の入力画面が

表示されますので、権限者登録カード暗証番号（利用者ＰＩＮ）を

入力します。なお、本画面が表示されない場合（権限者登録カード

が必要となる「権限者の登録・権限者および権限者カードの抹消」、

「権限者カードの発行許可・許可取消」および「証明書更新」の端

末操作を実施後に送信した場合や「権限者登録カード」を装填した

まま連続して送信した場合等）は、⑥～⑧の入力手順は不要です。 

 

（注）略（不変） 

 



⑦ 

       略（不変） 

⑧   

 

処理結果 

 

略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 送信」（コード００５１

０２）の（１）  入力手順  の③を横線のとおり改める。 

 

③  権限者パスワードを入力します。 

（例）［1234abcd］ 

権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者で

設定した類推され難いパスワード）を入力します。（注）この場合、入

力したパスワードは、ＯＳに応じて「●●●●●●●●」等と表示

されます。 

（注）略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 送信」（コード００５１

０２）の（２）  入力手順  の④を横線のとおり改める。 

 

④  権限者パスワードを入力します。 

（例）［1234abcd］ 

権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者で

設定した類推され難いパスワード）を入力します（注）。この場合、

入力したパスワードは、ＯＳに応じて「●●●●●●●●」等と表

示されます。 

 

（注）略（不変） 

 



○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 送信」コード００５１０

２）の（３）  入力手順  を横線のとおり改める。 

 

入力手順 

 

① 略（不変） 

 

②  権限者パスワード（注）を入力します。 

（例）［1234abcd］ 

権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者で

設定した類推され難いパスワード）を入力します。 

 

（注）略（不変） 

 

③ 

   ∫  略（不変） 

⑤   

⑥  権限者登録カード暗証番号（利用者ＰＩＮ）（注）を入力します。 

（例）［1234abcd］ 

「権限者登録カード」の暗証番号（利用者ＰＩＮ）の入力画面が

表示されますので、権限者登録カード暗証番号（利用者ＰＩＮ）を

入力します。なお、本画面が表示されない場合（権限者登録カード

が必要となる「権限者の登録・権限者および権限者カードの抹消」、

「権限者カードの発行許可・許可取消」および「証明書更新」の端

末操作を実施後に送信した場合や「権限者登録カード」を装填した

まま連続して送信した場合等）は、⑥～⑧の入力手順は不要です。 

（注）略（不変） 

⑦ 

       略（不変） 

⑧   

 

 

 



○ 第３編の業務処理区分「基本処理関連 ファイルアップロード・ダウンロー

ド ファイル送信」（コード００５４０２）の  入力手順  の⑤を横線のとお

り改める。 

 

⑤  権限者パスワードを入力します。 

（例）［1234abcd］ 

権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者

で設定した類推され難いパスワード）を入力します。（注）この場合、

入力したパスワードは、ＯＳに応じて「●●●●●●●●」等と表

示されます。 

 

（注）略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者パスワードの

登録・変更」（コード０３１２０１）の  概要  を横線のとおり改める。 

 

 

概 要 

 

権限者パスワードの登録または変更を行います。 

権限者パスワード（８桁以上１２桁以内大文字、小文字、数字および記号のう

ち２つ以上を組み合わせた、８桁以上１５桁以内の類推され難いもの（注１））には、

半角英数字等(注１２)を自由に組合わせることが可能ですが、新パスワード設定時

には、①同一の半角英数字等のみで構成されていないこと、②現パスワードに

含まれていない半角英数字等を４文字以上使用することおよび③初期パスワー

ド（登録した識別年月日を西暦表記（８桁）にしたもの。）でないことがシステ

ム的にチェックされ、これらの条件を満たさない場合にはエラーとなります(注

２３)。 

なお、初期パスワードおよび変更後一定期間（変更日の翌日から起算して３１

日間）を経過したパスワードについては、パスワードの登録または変更を行わ

ない限り、当該権限者ＩＤを使用できません。 

 

（注１）例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単

純な組合せ（abcd1234、w0x1y2z3 等）およびキーボードの配列



（qwertyui等）は、他人から類推されやすいため避けてください。 

（注１２）略（不変） 

（注２３）パスワード変更時におけるシステム的な制約の具体例 

現パスワード［12345678］ → 新パスワード［1234ABCD］  

⇒上記①、②を満たしているため可。 

現パスワード［ 12345678$Ru7e3v8@i］  →  新パスワード

［1234@#$?#Dc9g7h8?G2］  

⇒上記①、②を満たしているため可。 

現パスワード［ 12345678#Dc9g7h8?G2］  →  新パスワード

［A3215678$Dc9g7h8?G2］  

⇒上記②を満たしていない（現パスワードに含まれていない

半角英数字等を１文字「A$」しか使用していない）ため不可。 

現パスワード［11345678］ → 新パスワード［11225678］  

⇒上記②を満たしていない（現パスワードに含まれていない

半角英数字等を２文字「2」しか使用していない）ため不可。 

現パスワードが初期パスワード → 新パスワード［20130511］  

（識別年月日が平成２５年５月１１日の場合） 

⇒上記③を満たしていない（初期パスワードである）ため不可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者パスワードの

登録・変更」（コード０３１２０１）の 入力画面を横線のとおり改める。 

 

 

入力画面 

 

（基本領域） 

■031201 セキュリティ 

■権限者パスワードの登録・変更 

ID番号 001（注） 

現パスワード    ①    

新パスワード    ②    

新パスワード（再入力）    ③    

※パスワードは、半角英数字等 8桁以上 1215桁以内で入力して下さい。 

④ 実 行  キャンセル 

（注）略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者パスワードの

登録・変更」（コード０３１２０１）の  入力手順  を横線のとおり改める。 

 

入力手順 

 

①  現パスワードを入力します。 

（例）［1234abcd］ 

現在のパスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者で

設定した類推され難いパスワード）を入力します（注）。なお、パスワ

ードを連続して４回誤入力した場合には、権限者ＩＤの使用は差し

止められ、強制的にサインオフ状態となります。この場合、権限者

パスワードの初期化（業務処理区分コード０３１２０２）を行いま

す。 

 

（注）略（不変） 

 



②  新パスワードを入力します。 

（例）［5678efgh］ 

新パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内入力者で設定し

た類推され難いパスワード）を入力します（注）。 

 

（注）略（不変） 

 

③  新パスワードを再入力します。 

（例）［5678efgh］ 

新パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内入力者で設定し

た類推され難いパスワード）を再入力します（注）。 

 

（注）略（不変） 

 

④ 略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者パスワードの

登録・変更」（コード０３１２０１）の  出力帳票  を横線のとおり改める。 

 

出力帳票 

 

（別領域）                          （0312-00100） 

＊＊＊ 権限者パスワードの登録・変更済通知 ＊＊＊ （    ）（注１） 

 

金融機関等店舗    ［    ］ ［                ］ 

ＩＤ番号       ［  ］ 

パスワード有効期限  ［    ］（注２） 

 

                    （注23） 

 

（注１）略（不変） 

（注２）パスワード有効期限は「無期限」と表示されます。 

（注２３）略（不変） 

 

 



○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者の登録・権限者

および権限者カードの抹消」（コード０３１２０３）の  概要  を横線のとお

り改める。 

 

概 要 

 

自店所属の権限者の氏名、識別年月日（注１）をセンターに登録します。また、

「抹消」はセンターに登録された権限者の氏名および識別年月日ならびに発行

済の権限者カードを抹消します。送信権限者が本電文を検証後に送信する際に

は、権限者登録カードを使用します（注２）。 

なお、「権限者カードの発行」（業務処理区分コード０３１２０６）を行う場

合は、本処理を終了後、「権限者カードの発行許可」（業務処理区分コード０３

１２０５）を行う必要があります。新たに送信権限者を登録し、登録した送信権

限者に権限者カードを発行する場合には、次の順序で処理します。また、①入力

後の「画面検証」または「送信」、②入力時においては、セキュリティグループ

に割当てられた送信権限者によるサインオン後、権限者登録カードを使用しま

すので、同カードをあらかじめ準備してください。 

①「権限者の登録・権限者および権限者カードの抹消」（業務識別コード０３

１２０３） 

── 入力方式が再鑑方式であるため、入力後、「画面検証」（業務識別コ

ード００５１０１）または「送信」（業務識別コード００５１０２）が

必要です。それぞれ、端末操作手順中、「（３）権限者登録カード暗証

番号の入力が必要な場合」の入力手順を参照してください。 

―― なお、「権限者登録カード暗証番号の入力画面」が表示されない場合

（権限者登録カードが必要となる「権限者パスワードの初期化」、「権

限者カードの発行許可・許可取消」および「証明書更新」の端末操作

を実施後に送信した場合や権限者登録カードを装填したまま連続して

送信した場合等）は、暗証番号の入力は不要です。 

②「権限者カードの発行許可・許可取消」（業務識別コード０３１２０５） 

③「権限者カードの発行」（業務識別コード０３１２０６） 

④「権限者のグループ割当て」（業務識別コード０３１２０４） 

── 入力方式が再鑑方式であるため、登録後、「画面検証」（業務識別コ

ード００５１０１）または「送信」（業務識別コード００５１０２）が

必要です。 

 

（注１）略（不変） 



（注２）送信権限者が、本電文の検証データを「画面検証」（業務処理区分コ

ード００５１０１）または「送信」（業務処理区分コード００５１

０２）によりセンターに送信する時に「権限者登録カード暗証番

号の入力画面」が表示されますので、権限者登録カード暗証番号

（利用者ＰＩＮ）の入力が必要となります（入力手順については、

「画面検証」または「送信」の端末操作手順を参照してくださ

い。）。なお、「権限者登録カード暗証番号の入力画面」が表示さ

れない場合（権限者登録カードが必要となる「権限者パスワード

の初期化」、「権限者カードの発行許可・許可取消」および「証

明書更新」の端末操作を実施後に送信した場合や権限者登録カー

ドを装填したまま連続して送信した場合等）は、暗証番号の入力

は不要です。 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者カードの発行

許可・許可取消」（コード０３１２０５）の  概要  を横線のとおり改める。 

 

概 要 

 

自店所属の送信権限者について、権限者カードの発行許可・許可取消を行い

ます。送信権限者が本電文を送信する際には、権限者登録カードを使用します
（注）。権限者カードの発行許可については、当営業日のみ有効となります。本

処理で発行を許可した枚数分の権限者カードは、当営業日中に「権限者カード

の発行」（業務処理区分コード０３１２０６）により発行をしてください。 

本処理を行う前に、必ず「権限者の登録」「権限者の登録・権限者および権限

者カードの抹消」（業務処理区分コード０３１２０３）により、権限者の登録を

実施して下ください。 

 

（注）略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者カードの発行

許可・許可取消」の（１）を横線のとおり改める。 

 

（１）許可の場合 

 



入力手順 

 

① 

   ∫  略（不変） 

③   

④  権限者パスワード（注１）を入力します。 

（例）［12345678］ 

権限者パスワード（８桁以上１２桁以内、半角英数字等各入力者

で設定した類推され難いパスワード）を入力します。（注２）この場合、

入力したパスワードは、ＯＳに応じて「●●●●●●●●」等と表

示されます。 

（注１） 

      略（不変） 

（注２） 

 

⑤ 略（不変） 

 

入力画面 

 

略（不変） 

 

入力手順 

 

⑥  権限者登録カード暗証番号（利用者ＰＩＮ）（注）を入力します。 

（例）[12345ABC] 

権限者登録カード暗証番号（利用者ＰＩＮ）を入力します。なお、

本画面が表示されない場合（「権限者登録カード」を装填したまま処

理を連続して実施した場合等）は⑥～⑧の入力手順は入力不要です。 

 

（注）略（不変） 

 

⑦ 

      略（不変） 

⑧   

 



○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者カードの発行

許可・許可取消」（コード０３１２０５）の（２）を横線のとおり改める。 

 

（２）許可取消しの場合 

 

入力手順 

 

① 

   ∫  略（不変） 

③   

 

④  権限者パスワードを入力します（注１）。 

（例）［12345678］ 

権限者パスワード（８桁以上１２桁以内、半角英数字等各入力者

で設定した類推され難いパスワード）を入力します。（注２）この場合、

入力したパスワードは、ＯＳに応じて「●●●●●●●●」等と表

示されます。 

（注１） 

      略（不変） 

（注２） 

 

⑤ 略（不変） 

 

入力画面 

 

略（不変） 

 

入力手順 

 

⑥  権限者登録カード暗証番号（利用者ＰＩＮ）（注）を入力します。 

（例）[12345ABC] 

権限者登録カード暗証番号の入力画面が表示されますので、権限

者登録カード暗証番号（利用者ＰＩＮ）を入力します。なお、本画

面が表示されない場合（「権限者登録カード」を装填したまま処理を

連続して実施した場合等）は、⑥～⑧の入力手順は不要です。 

 



（注）略（不変） 

 

⑦ 

      略（不変） 

⑧   

 

出力帳票 

 

略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者カードの発行」

（コード０３１２０６）の  概要  を横線のとおり改める。 

 

概 要 

 

自店所属の送信権限者の権限者カードを発行します。なお、本処理を行うた

めには、権限者登録済（「権限者の登録・権限者および権限者カードの抹消」（業

務処理区分コード０３１２０３）により権限者がセンターに登録済であること）

および権限者カード発行許可済（「権限者カードの発行許可・許可取消」（業務処

理区分コード０３１２０５）により権限者カードがの発行許可を済であるませ

ていること）であることが必要です（注）。 

 

（注）略（不変） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者カードの発行」

（コード０３１２０６）の  出力帳票  を横線のとおり改める。 

 

出力帳票 

 

（別領域）                           （0312-00060） 

＊＊＊ 権限者カードの発行済通知 ＊＊＊ （    ）（注１） 

 

金融機関等店舗    ［    ］ ［                ］ 

カードＩＤ番号    ［  ］ 

パスワード有効期限  ［     ］（注２） 

シリアル番号     ［       ］ 

証明書有効期限    ［     ］ 

発行許可枚数     ［  ］（注２３） 

 

                    （注３４） 

 

（注１）略（不変） 

（注２）無期限と表示されます。 

（注２３）略（不変） 

（注３４）略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ オペレータ関連 オペレータパス

ワードの登録・変更」（コード０３１１０１）の  概要  を横線のとおり改め

る。 

 

概 要 

 

オペレータパスワードの登録または変更を行います。 

オペレータパスワード（８桁以上１２桁以内大文字、小文字、数字および記号

のうち２つ以上を組み合わせた、８桁以上１５桁以内の類推され難いもの（注１））

には、半角英数字等(注１２)を自由に組合わせることが可能ですが、新パスワード

設定時には、①同一の半角英数字等のみで構成されていないこと、②現パスワ

ードに含まれていない半角英数字等を４文字以上使用することおよび③初期パ



スワード（登録した識別年月日を西暦表記（８桁）にしたもの。）でないことが

システム的にチェックされ、これらの条件を満たさない場合にはエラーとなり

ます（注２３）。 

なお、初期パスワードおよび変更後一定期間（変更日の翌日から起算して３１

日間）を経過したパスワードについては、パスワードの登録または変更を行わ

ない限り、当該オペレータのＩＤを使用できません。 

 

（注１）例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単

純な組合せ（abcd1234、w0x1y2z3 等）およびキーボードの配列

（qwertyui等）は、他人から類推されやすいため避けてください。 

（注１２）略（不変） 

（注２３）パスワード変更時におけるシステム的な制約の具体例 

現パスワード［12345678］ → 新パスワード［1234ABCD］  

⇒上記①、②を満たしているため可。 

現パスワード［ 12345678$Ru7e3v8@i］  →  新パスワード

［1234@#$?#Dc9g7h8?G2］  

⇒上記①、②を満たしているため可。 

現パスワード［ 12345678#Dc9g7h8?G2］  →  新パスワード

［A3215678$Dc9g7h8?G2］  

⇒上記②を満たしていない（現パスワードに含まれていない

半角英数字等を１文字「A$」しか使用していない）ため不可。 

現パスワード［11345678］ → 新パスワード［11225678］  

⇒上記②を満たしていない（現パスワードに含まれていない

半角英数字等を２文字「2」しか使用していない）ため不可。 

現パスワードが初期パスワード → 新パスワード［20130511］  

（識別年月日が平成２５年５月１１日の場合） 

⇒上記③を満たしていない（初期パスワードである）ため不可。 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ オペレータ関連 オペレータパス

ワードの登録・変更」（コード０３１１０１）の  入力画面  を横線のとおり

改める。 

 

入力画面 

 

（基本領域） 



■031101 セキュリティ 

■オペレータパスワードの登録・変更 

ID番号 001（注） 

現パスワード  ①   

新パスワード  ②   

新パスワード（再入力）  ③   

※パスワードは、半角英数字等 8桁以上 1215桁以内で入力して下さい。 

④ 実 行  キャンセル 

（注）略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ オペレータ関連 オペレータパス

ワードの登録・変更」（コード０３１１０１）の  入力手順  を横線のとおり

改める。 

 

入力手順 

 

①  現パスワードを入力します。 

（例）［1234abcd］ 

現在のパスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者で

設定した類推され難いパスワード）を入力します（注）。なお、パスワ

ードを連続して４回誤入力した場合には、オペレータＩＤの使用は

差し止められ、強制的にサインオフ状態となります。この場合、送

信権限者がパスワード初期化機能（業務処理区分コード 031102）を

用いてオペレータのパスワードを初期化します。 

 

（注）略（不変） 

 

オペレータパスワードの初期化を行った場合または新規にオペレ

ータを登録した場合には、初期パスワードを入力します。 

 

②  新パスワードを入力します。 

（例）［5678efgh］ 

新パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者で設定



した類推され難いパスワード）を入力します（注）。 

 

（注）略（不変） 

 

③  新パスワードを再入力します。 

（例）［5678efgh］ 

新パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁以内各入力者で設定

した類推され難いパスワード）を再入力します（注）。 

 

（注）略（不変） 

 

④ 略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ オペレータ関連 オペレータパス

ワードの登録・変更」（コード０３１１０１）の  出力帳票  を横線のとおり

改める。 

 

出力帳票 

 

（別領域）                           （0311-00100） 

＊＊＊ オペレータパスワードの登録・変更済通知 ＊＊＊ （    ）（注１） 

 

金融機関等店舗    ［    ］ ［                ］ 

ＩＤ番号       ［  ］ 

パスワード有効期限  ［    ］（注２） 

 

                    （注２３） 

 

（注１）略（不変） 

（注２）無期限と表示されます。 

（注２３）略（不変） 

 

 

 

 



○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 照会 入力者等情報照会」（コード

０３４１２１）の（１）  入力画面  を横線のとおり改める。 

 

入力画面 

 

（基本領域） 

■入力者登録状況一覧（26年 09月 17日） 

金融機関等店舗 0001-100 みずほ本店 日銀本店 

照会対象区分 オペレータ 該当件数 10件  

グループ  ①  パスワード変更後経過日数 ② ▼ 日以上 表示順序 ③   ▼ 

※1 パスワード有効期限切れ* ※2 パスワード不突合回数 ④表示更新 

ID 

番号 

(注１) 

氏名 登録日 
パスワード 

有効期限（注２） 
※1 ※2 差止め日 グループ（注３） 

001 ミズホ タロウ 18-10-17 
26-10-09無期

限 
 0  301 

002 ミズホ ハナコ 18-10-17 
26-09-10無期

限 
* 0  301 

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 

009 ミズホ ジロウ 19-04-22 
26-10-11無期

限 
 0  001 002 

010 ミズホ ゴロウ 19-09-05 
26-10-06無期

限 
 4 26-09-16 003 

  印 刷   終 了  

（注１）略（不変） 

（注２）有効期限切れの場合には、有効期限日が赤字で無期限と表示さ

れます。 

（注３）略（不変） 

 

 

 

 

 

 



○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 照会 入力者等情報照会」（コード

０３４１２１）の（１）  処理結果  を横線のとおり改める。 

 

処理結果 

 

（別領域） 

オペレータ情報（26年 09月 17日）  

金融機関等店舗コード 0001-100 

金融機関等店舗名称 みずほ本店 日銀本店 

氏名 ミズホ タロウ 

ID番号 001 

登録日 18-10-17 

グループ 301 

差止め・同解除日／区分  

パスワード登録変更日 26-09-08 

パスワード有効期限（注） 26-10-09無期限 

パスワード不突合回数 0 

   印 刷   閉じる  

（注）有効期限切れの場合には、有効期限日が赤字で無期限と表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 照会 入力者等情報照会」（コード

０３４１２１）の（２）  入力画面  を横線のとおり改める。 

 

入力画面 

 

（基本領域） 

■入力者登録状況一覧（26年 09月 17日） 

金融機関等店舗 0010-051 りそな大阪営業部 日銀大阪 

照会対象区分 権限者 該当件数 6件  

グループ  ①  パスワード変更後経過日数 ② ▼ 日以上 表示順序 ③   ▼ 

※1 パスワード有効期限切れ* ※2 パスワード不突合回数 ④表示更新 

※3 証明書有効期限切れ：*、証明書即時失効：+(注１)、権限者カード未発行等：- 

ID 

番号 

（注２） 

氏名（注３） 登録日 

パスワード 

有効期限 

（注４） 

※

1 
※2 差止め日 

証明書 

有効期限 

（注４） 

※

3 

グループ 

（注５） 

001 リソナ タロウ 18-10-17 
26-10-09無

期限 
 0  27-01-17  001 002 

002 リソナ ハナコ 18-10-17 
26-10-10無

期限 
 4 26-09-16 27-01-17  002 

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 

005 リソナ ジロウ 19-04-22 
26-10-11無

期限 
 0  27-07-23  003 301 

006 リソナ ゴロウ 19-09-05 
26-09-10無

期限 
* 0  27-09-05  301 

  印 刷   終 了  

（注１） 

 ∫   略不変 

（注３） 

（注４）有効期限切れの場合には、有効期限日が赤字で表示されます。

また、パスワード有効期限が無期限の場合には、「無期限」と表示

されます。 

（注５）略（不変） 

 

 



○ 第３編の業務処理区分「セキュリティ 照会 入力者等情報照会」（コード

０３４１２１）の（２）  処理結果  を横線のとおり改める。 

 

処理結果 

 

（別領域） 

権限者情報（26年 09月 17日） 

金融機関等店舗コード 0010-051 

金融機関等店舗名称 りそな大阪営業部 日銀大阪 

氏名 リソナ タロウ 

ID番号 001 

登録日 18-10-17 

グループ 001 002 

差止め・同解除日／区分  

パスワード登録変更日 26-09-08 

パスワード有効期限（注） 26-10-09無期限 

パスワード不突合回数 0 

権限者カードシリアル番号 123456789012 

証明書有効期限（注） 27-01-17 

証明書失効事由  

   印 刷   閉じる  

（注）有効期限切れの場合には、有効期限日が赤字で表示されます。ま

た、パスワード有効期限が無期限の場合には、「無期限」と表示さ

れます。 

 

（参考） 

略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「業務運営 当日処理終了 当日処理終了・取消（当

座勘定取引）」（コード０７１１０１）の  入力手順  の②を横線のとおり改

める。 

 



②  センターに登録した権限者パスワードを入力します。 

センターに登録した権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁

以内各入力者で設定した類推され難いパスワード)（注）を入力します。こ

の場合、入力した権限者パスワードは、「●●●●●●●●」等と適宜

の符号により表示されます。 

 

（注）略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「業務運営 当日処理終了 当日処理終了・取消（外

国為替円決済）」（コード０７１２０１）の  入力手順  の②を横線のとおり

改める。 

 

②  センターに登録した権限者パスワードを入力します。 

センターに登録した権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁

以内各入力者で設定した類推され難いパスワード)（注）を入力します。

この場合、入力した権限者パスワードは、「●●●●●●●●」等と適

宜の符号により表示されます。 

 

（注）略（不変） 

 

 

○ 第３編の業務処理区分「業務運営 当日処理終了 当日処理終了・取消（国

債振替決済）」（コード０７１３０１）の  入力手順  ②を横線のとおり改め

る。 

 

②  センターに登録した権限者パスワードを入力します。 

センターに登録した権限者パスワード（半角英数字等８桁以上１２桁

以内各入力者で設定した類推され難いパスワード)（注）を入力します。

この場合、入力した権限者パスワードは、「●●●●●●●●」等と適

宜の符号により表示されます。 

 

（注）略（不変） 

 

 



年 月 日

（金融機関等名）

（依  頼  者）

備考
作業日程表

の有無
作業日

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

日本銀行

金融機関等店舗コード

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり端末認証装置の抹消を依頼します。また、当該端末認証装置を貴行に返却いたします。

記

検印取扱者

（日本銀行記入欄）

シリアル番号端末認証装置番号

以　　上

（注）記入例および記入要領（第１６号書式および第１８号書式記入要領）に従って記入する。

○第１８号書式を次のとおり改める（全面改正）。

長殿

端末認証装置抹消依頼書　　　

（第１８号書式）

（届出印）



年 月 日

（金融機関等名）

（依  頼  者）

備考
作業日程表

の有無
作業日

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

端末認証装置番号

金融機関等店舗コード

（日本銀行記入欄）

日本銀行 長殿

記

以　　上

（注）記入例および記入要領（第１６号書式および第１８号書式記入要領）に従って記入する。

    端末認証装置抹消依頼書（控）  

取扱者

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり端末認証装置の抹消を依頼します。また、当該端末認証装置を貴行に返却いたします。

シリアル番号 検印

（届出印）



年 月 日

（金融機関等名）

（依  頼  者）

備考
作業日程表

の有無
作業日

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

金融機関等店舗コード

    端末認証装置抹消依頼書（利用先控）  

（日本銀行記入欄）

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり端末認証装置の抹消を依頼します。また、当該端末認証装置を貴行に返却いたします。

記

日本銀行 長殿

シリアル番号 取扱者

以　　上

（注）記入例および記入要領（第１６号書式および第１８号書式記入要領）に従って記入する。

端末認証装置番号 検印

（届出印）



年 月 日

長殿

（金融機関等名）

（依  頼  者）

備考
作業日程表

の有無
作業日

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

以　　上

権限者登録カード抹消依頼書　　　

シリアル番号ＩＤ番号

○第２１号書式を次のとおり改める（全面改正）。

金融機関等店舗コード

取扱者

記

日本銀行

（第２１号書式）

（注2） 記入例に従って記入する。

検印

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり権限者登録カードの抹消を依頼します。
また、下記の権限者登録カードを貴行に返却いたします。

（日本銀行記入欄）

（注1） 紛失および盗難の場合には、権限者登録カードの返却は不要。

（届出印）



年 月 日

長殿

（金融機関等名）

（依  頼  者）

備考
作業日程表

の有無
作業日

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

以　　上

シリアル番号

（日本銀行記入欄）

取扱者

金融機関等店舗コード

日本銀行

検印

（注2） 記入例に従って記入する。

（注1） 紛失および盗難の場合には、権限者登録カードの返却は不要。

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり権限者登録カードの抹消を依頼します。
また、下記の権限者登録カードを貴行に返却いたします。

記

ＩＤ番号

権限者登録カード抹消依頼書（控）

（届出印）



年 月 日

長殿

（金融機関等名）

（依  頼  者）

備考
作業日程表

の有無
作業日

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

以　　上

（日本銀行記入欄）

シリアル番号 検印ＩＤ番号

金融機関等店舗コード

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり権限者登録カードの抹消を依頼します。
また、下記の権限者登録カードを貴行に返却いたします。

記

（注1） 紛失および盗難の場合には、権限者登録カードの返却は不要。

権限者登録カード抹消依頼書（利用先控）

日本銀行

取扱者

（注2） 記入例に従って記入する。

（届出印）



 

○ 第２２号書式を次のとおり改める（全面改正）。 

 

（第２２号書式） 

 

 

権限者カード返却届 

   年   月   日 

 

 

日本銀行       長殿 

  （金融機関等名） 

               

  （届出者）                  

               

 

 

 

 

 

返 却 数  

 

 

（注）代表者またはその者から日銀ネットに関する権限を付与された者の役職名を記載のうえ、記

名捺印または署名する。役職名、氏名および印鑑または署名は、印鑑届等により日本銀行に届

け出たものを使用すること。 

 

（届出印） 
  



 

 

○ 第１号様式を横線のとおり改める。 

（第１号様式） 

端 末 認 証 装 置 

 

（表 面） 右上に記載の英数字は、１２桁または１４桁となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏 面） 裏面の内容は、以下のいずれかの記載になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （注）  規格  縦 54.03mm、横 85.72mm 

            色   金 

１．この端末認証装置の所有権は日本銀行にあり、他に貸与・

譲渡することはできません。 
２．万一、端末認証装置を紛失、または盗難に遭ったときは速
やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。 

３．端末認証装置は次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に
返却してください。 

(1) 日銀ネット利用廃止等で不要となった場合。 

(2) 破損等で使用できなくなった場合。 
(3) 日本銀行から返却の要求があった場合。  
   

端 末 認 証 装 置 番 号  

 

 

１．この端末認証装置の所有権は日本銀行にあり、他に貸与・
譲渡することはできません。 

２．万一、端末認証装置を紛失、または盗難に遭ったときは速

やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。 
３．端末認証装置は次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に
返却してください。 

(1) 中継端末の廃止等により不要となった場合。 
(2) 使用できなくなったため再発行を依頼する場合。 
(3) 日本銀行から返却の要求があった場合。  

   

中継端末番号 系番号 

 

 



 

 

○ 第２号様式を横線のとおり改める。 

（第２号様式） 

テ ス ト 用 端 末 認 証 装 置 

 

（表 面） 右上に記載の英数字は、１２桁または１４桁となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏 面） 裏面の内容は、以下のいずれかの記載になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  規格  縦 54.03mm、横 85.72mm 

 色   ピンク 

１．この端末認証装置の所有権は日本銀行にあり、他に貸与・
譲渡することはできません。 

２．万一、端末認証装置を紛失、または盗難に遭ったときは速

やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。 
３．端末認証装置は次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に
返却してください。 

(1) 日銀ネット利用廃止等で不要となった場合。 
(2) 破損等で使用できなくなった場合。 
(3) 日本銀行から返却の要求があった場合。  

   

端 末 認 証 装 置 番 号 

 

 

１．この端末認証装置の所有権は日本銀行にあり、他に貸与・

譲渡することはできません。 
２．万一、端末認証装置を紛失、または盗難に遭ったときは速
やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。 

３．端末認証装置は次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に
返却してください。 

(1) 中継端末の廃止等により不要となった場合。 

(2) 使用できなくなったため再発行を依頼する場合。 
(3) 日本銀行から返却の要求があった場合。  
   

中継端末番号 系番号 

 

 



 

 

○ 第３号様式を横線のとおり改める。 

（第３号様式） 

権 限 者 登 録 カ ー ド 

 

 

（表 面） 右中央に記載の英数字は、１２桁または１４桁となります。  

 

 

 

 

 

（裏 面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 規格  縦 54.03mm、横 85.72mm 

色   橙 

 

１．この権限者登録カードの所有権は日本銀行にあり、他人に
貸与・譲渡することはできません。セキュリティ対策責任者
はこのカードを厳重に管理してください。 

２．万一、権限者登録カードを紛失、または盗難に遭ったとき
は速やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。 

３．権限者登録カードは次の場合、交付を受けた日本銀行本支

店に返却してください。 

(1) 日銀ネット利用廃止等で不要となった場合。 
(2) 破損等で使用できなくなった場合。 

(3) 日本銀行から返却の要求があった場合。 

権限者登録カード 



 

○ 第４号様式を横線のとおり改める。 

（第４号様式） 

権 限 者 カ ー ド                

 

 

（表 面） 右中央に記載の英数字は、１２桁または１４桁となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏 面） 裏面の内容は、以下のいずれかの記載になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 規格  縦 54.03mm、横 85.72mm 

 色   青 

 

１.このカードの所有権は日本銀行にあり、他人に貸与・譲渡

することはできません。 

２．万一、カードを紛失、または盗難に遭ったときは速やか

に交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。 

３．カードは次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却

してください。 

（１）日銀ネット利用廃止等で不要となった場合。 

（２）破損等で使用できなくなった場合。 

（３）日本銀行から返却の要求があった場合。 

このカードはＰＫＩミドルウェア 

管理ツールで初期化可能です。 

 

 

１.このカードの所有権は日本銀行にあり、他人に貸与・譲渡

することはできません。 

２．万一、カードを紛失、または盗難に遭ったときは速やか

に交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。 

３．カードは次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却

してください。 

（１）転勤等により所属店舗が変った場合、または退職等に

よりカードが不要となった場合。 

（２）使用できなくなったため再発行を依頼する場合。 

（３）日本銀行から返却の要求があった場合。 

 

 

 



 

○ 第５号様式を横線のとおり改める。 

（第５号様式） 

テ ス ト 用 権 限 者 カ ー ド                

 

 

（表 面） 右中央に記載の英数字は、１２桁または１４桁となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏 面） 裏面の内容は、以下のいずれかの記載になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 規格  縦 54.03mm、横 85.72mm 

  色   緑 

 

１．このカードの所有権は日本銀行にあり、他人に貸与・譲

渡することはできません。 

２．万一、カードを紛失、または盗難に遭ったときは速やか

に交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。 

３．次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却してくだ
さい。 

(1) 日銀ネット利用廃止等で不要となった場合。 
(2) 破損等で使用できなくなった場合。 
(3) 日本銀行から返却の要求があった場合。 

 

このカードの所有権は日本銀行にあり、他人に貸与・譲渡す

ることはできません。 

万一、カードを紛失、または盗難に遭ったときは速やかに交

付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。 

 



 

 

別紙２ 

 

移行措置 

 

 

○ 以下の場合においては、改正後の関連規程によらず、本措置のとおり取扱っ  

てください。 

 

１．２０２１年４月４日以前にセンターに登録された入力者が２０２１年４月

５日以降に日銀ネットへのサインオンを試みた場合において、権限者パスワ

ードまたはオペレータパスワード（以下「パスワード」という。）の変更に

かかるメッセージが端末装置に表示されたときには、入力者は速やかに、大

文字、小文字、数字および記号のうち２つ以上を組み合わせた、８桁以上１

５桁以内の類推され難いものに変更を行ってください。 

 

２．端末認証装置および権限者登録カードの暗証番号については、２０２１年

４月５日以降、同月中に、大文字、小文字、数字および記号のうち２つ以上

を組み合わせた、８桁以上１６桁以内の類推され難いものに変更を行ってく

ださい。ただし、障害その他の事由により使用することとしている端末認証

装置および権限者登録カードであって、暗証番号を同月中に変更することが

困難なものについては、これら端末認証装置等を従前のとおり施錠可能なロ

ッカー等に保管したうえ、次回使用時にこれら端末認証装置等の暗証番号を

大文字、小文字、数字および記号のうち２つ以上を組み合わせた、８桁以上

１６桁以内の類推され難いものに変更してください。 


