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サイバーセキュリテ

ィー要件 

説明 本件が重要である理由 

1.資産保護とシステム設定 Barclays Data 

および資産、または、それを格納または処理するシステムは

、物理的改ざん、損失、損害または強制、および、不適切な

設定または変更から保護しなければなりません。 

この原則が履行されない場合、不適切に保護されたBarclays  Data 

は危害を受ける可能性があり、法律上および規制上の制裁、または、Barcl

ays の名声の毀損を招くおそれがあります。   同様に、Barclays Data 

への不正アクセス、サービスの損失、または、他の悪意ある行為を可能に

するセキュリティー上の問題に対して、サービスが脆弱になる可能性があ

ります。 

2.変更とパッチの管理 Barclays 

Dataおよびそれを格納または処理するシステムは、有効性や

整合性に危害を加える可能性がある不適切な変更から保護し

なければなりません。 

この原則が履行されない場合、消費者データが危害を受けたり、サービス

の損失、または、他の悪意ある行為を可能にしたりする、セキュリテーィ

上の問題に対して、サービスが脆弱になる可能性があります。  

3.クラウド/インターネット

コンピューティング 

公開インターネット接続のクラウドに格納された Barclays  

Data 

は、データ漏洩を防止するために、適切な管理によって保護

しなければなりません。 

この原則が履行されない場合、不適切に保護された Barclays  Data 

は危害を受ける可能性があり、法律上および規制上の制裁、または、名声

の毀損を招く場合があります。  

4.サイバーセキュリティリス

ク管理 

Barclays Data 

および重要なインフラストラクチャーは、ふさわしい人員と

テクノロジー管理によって適切に保護し、サイバー攻撃後の

サービス中断を防止しなければなりません。 

この原則が履行されない場合、Barclays 

の情報が曝露され、および/または、サービスの損失が発生する可能性があ

り、法律上および規制上の制裁、または、名声の毀損を招く場合がありま

す。 

5.マルウェア保護 ウィルスや他の形式のマルウェアなどの悪意あるソフトウェ

アから適切に保護するために、マルウェア対策管理とツール

を整備しなければなりません。 

この原則が履行されない場合、Barclays 

の情報が曝露され、法律上および規制上の制裁、または、名声の毀損を招

く場合があります。  

6.ネットワークセキュリティ

ー 

サービスの一部として、外部および内部ネットワークのすべ

てを特定し、それを通した攻撃に対して、防御を行うため適

切な保護をしなければなりません。 

この原則が履行されない場合、外部または内部ネットワークは、その内部

サービスまたはデータにアクセスしようとする攻撃者により、弱体化され

るおそれがあります。 
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サイバーセキュリテ

ィー要件 

説明 本件が重要である理由 

7.セキュリティーの高い開発 モバイルアプリケーションを含むサービスやシステムは、そ

のセキュリティーに関する脆弱性や脅威を軽減し、保護する

ように設計・開発しなければなりません。 

この原則が履行されない場合、消費者データが危害を受けたり、サービス

の損失、または、他の悪意ある行為を可能にしたりする、セキュリテーィ

上の問題に対して、サービスが脆弱になる可能性があります。 

8.セキュリティー評価 システムおよびサービスは、脆弱性を、単独で、徹底的にテ

ストしなければなりません。 

この原則が履行されない場合、Barclays 

の情報が曝露され、および/または、サービスの損失が発生する可能性があ

り、法律上および規制上の制裁、または、名声の毀損を招く場合がありま

す。  

9.システム監視 システムの監視、監査、ログ記録は、不適切または悪意ある

活動を検知するため、整備しなければなりません。 

この原則が履行されない場合、サプライヤーは、彼らのサービスまたはデ

ータの不適切または悪意ある利用を、妥当なタイムスケール内に検知して

対応することができません。 

10.銀行専用スペース 正式な銀行専用スペース（BDS）が要求されるサービスには

、特定のBDS用物理的および技術的要件を整備しなければな

りません。（契約書の表７は、BDSがサービスの要件である

かどうかを裏付けます）。 

この原則が履行されない場合は、適切な物理的および技術的管理が整備さ

れず、サービスの遅延または中断、または、サイバーセキュリティー違反

に発生を招く可能性があります。 

11.暗号 部外秘およびBarclays Data 

は、暗号化しなければなりません。 

この原則が履行されない場合は、適切な物理的および技術的管理が整備さ

れず、サービスの遅延または中断、または、サイバーセキュリティー違反

に発生を招く可能性があります。 
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1.資産保護 - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

IT資産マネジメン

ト 

棚卸 すべての適切なIT資産の棚卸が整備されていなければなりません。IT資産棚卸が最新、完全、正確であることを検証す

るために、少なくとも1年に1回はテストを行わなければなりません 

IT資産マネジメン

ト 

輸送中の物理的保護 すべてのITハードウェアは、輸送中は常に物理的に保護されていなければなりません 

IT資産マネジメン

ト 

バックアップメディア Barclays 

の情報が含まれ、サービス提供用に使用されるすべてのバックアップおよびアーカイブ用メディアは、暗号化され、サ

プライヤーにより所有、運用または契約された、安全で環境管理された保管エリアに、情報分類および処理計画に沿っ

て収容されなければなりません。  

IT資産マネジメン

ト 

安全なデータ/メディア廃

棄 

紙に印刷/書込まれたBarclays 

Data/部外秘情報は、不要になったら直ちに、確実に破棄しなければなりません。メディア上の不要になったデータは、

情報を読み出せないように、確実に一掃しなければなりません 

IT資産マネジメン

ト 

モバイルコンピューティ

ング 

モバイルコンピューティングの使用は、モバイルデバイス業務使用ポリシーと、データ漏洩および誤用防止のための手

順に従って、常時安全に設定しなければなりません 

  



2015年7月付け第6.0版 

 

2.変更およびパッチ管理 - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

変更とパッチの管理 変更管理 すべての主要なIT変更は、実施前にログを取り、テストし、承認済みの堅固な変更管理プロセスによる承認を受けて

、いかなるサービス中断やセキュリティー違反も防止しなければなりません 

変更とパッチの管理 緊急修正プログラム サプライヤーは、緊急修正プログラムが入手可能になり、承認された場合、そのことが高いビジネスリスクを招かな

い限り、必ず実装しなければなりません。サプライヤーの、何らかの理由で更新できないシステムには、脆弱なシス

テムを完全に保護する安全手段をインストールしなければなりません。すべての変更は、サプライヤーの変更管理プ

ロセスに従って、取り扱われなければなりません。 

変更とパッチの管理 パッチ管理 • サプライヤーは、マネージメントコントロールにより立証され、パッチ管理手順と運用文書により裏付けら

れたパッチ運用戦略を策定し、実行しなければなりません。サプライヤーは、マネージメントコントロール

により立証され、パッチ管理手順と運用文書により裏付けられたパッチ運用戦略を策定し、実行しなければ

なりません。 

• 使用可能になったらすぐに、ITセキュリティーパッチおよび脆弱性セキュリティー更新を、承認されたプロ

セスにより、タイムリーな方法でインストールし、セキュリティー違反を防止しなければなりません。サプ

ライヤーの、何らかの理由で更新できないシステムには、脆弱なシステムを保護する安全手段をインストー

ルしなければなりません。すべての変更は、承認済み変更管理プロセスに従って、取り扱われなければなり

ません。 

• オープンソースのアプリケーションでは、未解決の脆弱性を確認します。 
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3.クラウドおよびインターネットコンピューティング - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

クラウドコンピューティン

グ 

クラウドコンピューティン

グ 

Barclays 向けサービスの一部として使用されるクラウドコンピューティングの使用はすべて、Barclays 

により承認を受けることが必要であり、データとサービスを保護する管理は、データ漏洩とサイバー違反を防

止するために、リスクプロフィールに相応でなければなりません。 

クラウドコンピューティン

グ 

クラウドコンピューティン

グ 

• 資産は、災害復旧用ロケーションを含めて、承認された国/地域の中に所在しなければなりません。 

• 資産情報は、クラウドサービスを提供するために使用される仮想システムを含めてキャプチャーしな

ければなりません。資産は、DLP要件、ウィルス対策、HIDS、NIDS、HD暗号化、暗号化管理により保

護しなければなりません。すべての機密データおよびデータ棚卸に関しては、クラウド環境、ポータ

ブルストレージなどにデータを転送するには、事前に正式合意していなければなりません。 

• バックアップメディア - 

暗号化しなければなりません。暗号鍵は、保護され、アクセスが制限されなければなりません 

• クラウドサービスに関連するすべての管理は、Barclays 

と打ち合わせ、承認されなければなりません。 
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4.サイバーセキュリティーリスク管理 - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

サイバーセキュリティ

リスク管理 

サイバーリスク評価 組織運営、資産および個人へのサイバーセキュリティリスクプロフィールは、次の観点から理解しなければなりません 

• 資産アクセスの脆弱性 

• 内部および外部、両方の脅威の特定 

• ビジネスへの影響の可能性評価 

リスクと脅威を特定し、軽減するために、優先順位を付けてそれに従って措置を取らなければなりません。サプライヤ

ーは、情報セキュリティーに関連する、定期的なリスク評価を実施し（いかなる場合でも1年間に1回以上とします）、

特定されたリスクを軽減するために必要となった管理を履行し、ステップを実行するものとします。Barclays 

の名声または提供するサービスに悪い影響を与える可能性がある、重大なリスクが特定された場合は、サプライヤーは2

4時間以内にBarclays に通知しなければなりません。 

サイバーセキュリティ

リスク管理 

サイバーセキュリティ

ーガバナンス 

適切なサイバーセキュリティーガバナンスを制定し、以下を担保しなければなりません： 

• 情報セキュリティーとサプライヤーのビジネスを統合することに一貫した責任を負う、専門家情報/サイバーセ

キュリティー機能が確立していること 

• サプライヤーの規制上、法律上、サイバーリスク上、環境上、および、運用上の要件が、理解され、文書化さ

れ、整備され、年1回のベースで上級経営陣により承認されることを管理し、監視するポリシー、手順、および

、プロセス 

• サプライヤーは、重要なIT環境（サプライヤーのシステムを含む）、アプリケーション、コンピューターのイ

ンストール、ネットワーク、および、システムをサポートする開発活動が、サプライヤー組織内の独立した職

責により実行される、徹底的な定期監査/審査を条件とすることを保証するものとします。Barclays 

の名声、または、Barclays 

が提供するサービスに悪い影響を与える可能性がある、重大な脆弱性が特定された場合は、サプライヤーは24

時間以内にBarclays に通知しなければなりません。 

サイバーセキュリティ

リスク管理 

役割と責任 • サプライヤーは、定期的に、またいかなる場合も期間内の暦年に1度以上、この表への適合を測定し、審査し、

文書記録しなければなりません。最低条件として、サプライヤーは、Barclays 

より提示されたアンケートを迅速に完成させ、20営業日以内に返送しなければなりません。 

• Barclays の他の権利や救済手段を損なうことなく、Barclays はサプライヤーからBarclays 
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にレポートされた不適合のリスク評価を行うことができ、サプライヤーが合理的に要求された改善をそれ以内

に完了させることが求められる、時間枠を規定することができます。 

サイバーセキュリティ

リスク管理 

インシデント対応 セキュリティーインシデントやデータ侵害に対応し、Barclays 

に迅速に報告し、また、改善措置を進めなければなりません。Barclays のデータおよび/またはBarclays 

により使用されるサービスに関連する侵入をタイムリーに処理し、報告するインシデント対応プロセスを確立すること

が必要です。これには、フォレンジック調査への適切なアプローチが含まれる必要があります 

サイバーセキュリティ

リスク管理 

意識向上教育 サイバーセキュリティー意識を含む適切な教育資料、および、関連するすべての社員が、自分の役割と責任を実行する

ために適切に教育されることを保証します 
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5.マルウェア保護 - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

マルウェア保護 マルウェア保護 サービス中断やセキュリティー違反を防止するため、最新のマルウェア保護を、サービス提供のために使用されるすべ

てのIT資産に対して、常時、適用しなければなりません 

• サプライヤーは、適切な業界の慣行に従って、悪意あるコード/マルウェアに対する保護を確立し、維持管理す

るものとします。 

• サプライヤーは、悪意あるコードをBarclays、Barclays の顧客、および、Barclays 

のシステムを使用する他のサードパーティー、または、現状の業界標準方法を使用するサプライヤーのシステ

ムに送信しないように防御するものとします。 
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6.ネットワークセキュリティ - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

ネットワークセキュ

リティー 

外部接続 • サプライヤーは、そのネットワークが、現状および予見されるレベルのトラフィックに対応できるように設計、

実装され、入手可能な内蔵セキュリティー管理を使用して保護されることを保証するものとします。 

• サプライヤーは、サービスの提供に関連するサプライヤーのネットワークが、すべてのシステムコンポーネント

や他システムへのインターフェースを含む正確で最新の図面により立証され、文書化された管理要件と手順によ

り裏付けられることを保証するものとします。 

• ネットワークへのすべての外部接続は文書記録し、ファイヤーウォールを経由させ、接続が確立される前に検証

し承認することで、データセキュリティー違反を防止しなければなりません 

ネットワークセキュ

リティー 

無線アクセス ネットワークへのすべての無線アクセスは、例えばセキュリティー違反を防止するWPA2のような、承認、認証、分離、暗

号化プロトコルを必須条件とします。 

いかなる無線接続も、サプライヤーの所在地からのみが許可され、Barclays の承認を受ける必要があります。 

ネットワークセキュ

リティー 

ファイヤーウォール • サプライヤーは、サプライヤーが所有または管理しないすべてのネットワークが、サプライヤーのネ

ットワークへのアクセスが許可される前に、ファイヤーウォールを経由することを保証するものとし

ます。 

• ファイヤーウォールは内部と外部のシステムの確実な接続を保証する必要があり、要求されるトラフ

ィックのみが通過することを許可されるように設定されなければなりません。ファイヤーウォール設

定は定期的に見直し、冗長または不適切なルール、および、証明用に使用可能な、該当するサインオ

フを削除しなければなりません。  

ネットワークセキュ

リティー 

侵入検知/防止 侵入検知、防止システムおよびツールをネットワークの適切な位置に配置し、持続的標的型攻撃（APT）を含む、サイバー

セキュリティー違反を検知するために、アウトプットを監視しなければなりません。 

ネットワークセキュ

リティー 

分散サービス妨害（DD

oS） 

多層防御アプローチを、ネットワークと主要システムに実装し、サイバー攻撃によるサービス中断を常時、防止しなけれ

ばなりません。これには、サービス妨害（DoS）および分散サービス妨害（DDoS）攻撃が含まれます。 
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7.セキュリティ開発 - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

セキュリティーの高

い開発 

セキュリティーの高い

開発の方法論 

すべての開発は、いつでも、承認され、文書化された「システム開発方法論」に沿って取り組まなければなりません。セ

キュアコーディング標準を、適切な業界の慣行に沿って整備し採択することで、セキュリティーの脆弱性やサービス中断

を防止しなければなりません。可能性があるよく知られた脆弱性を防御するコード。 

セキュリティーの高

い開発 

環境の分離 すべてのシステム開発/構築は、非運用環境で取り扱い、任務を強制的に分離して、データ漏洩や不意のデータ改ざん/削

除を防止しなければなりません。事前にBarclays 

によって合意されていない場合、実データでテストすることはできません。 

セキュリティーの高

い開発 

非運用環境での実デー

タ 

サプライヤーは、実データ（個人データを含む）が、Barclays 

による書面による事前の承認と、その実データを保護するために実装される管理に関する合意なしに、非運用環境で使用

されることがないことを保証するものとします。実データが非運用環境で使用される場合は、サプライヤーは、Barclays 

Data のオーナーによる承認の後、運用環境と同じ範囲のセキュリティーでなければならないこと保証するものとします。 

セキュリティーの高

い開発 

セキュアコーディング

実務書 

サプライヤーは、セキュリティー要求事項の定義とテストを含む、自社およびサブコントラクター用の、セキュア開発実

務書を備えるものとします。このような実務書は、完全に文書化するものとします。 

セキュリティーの高

い開発 

任務の分離 サプライヤーは、緊急時にブレークグラス方式などの適切な管理によってアクセスが保護されない限り、システム開発者

が実環境にアクセスできないことを保証することを含む、システム開発の任務の分離を保証するものとします。これらの

環境におけるこのような活動では、ログが作成され、単独で審査できるものとします。 

セキュリティーの高

い開発 

品質保証 品質保証機能は、すべての主要なセキュリティー活動がシステム開発プロセスに組み込まれ、サービス中断やセキュリテ

ィー脆弱性を防止していることを確認しなけれなりません 
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8.セキュリティ評価 - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

セキュリティー評価 侵入試験 • サプライヤーは、災害復旧サイトを含めた、ITインフラストラクチャーの単独のITセキュリティー評価/侵入試験

を保証するものとします。このことは、サイバー攻撃により Barclays Data 

のプライバシーを侵すために利用されるおそれがある脆弱性を特定するために、少なくとも年1回実施しなければ

なりません。すべての脆弱性は、解決のために、優先順位を付けて追跡しなければなりません。テストは、業界

の適切な慣行に沿って、認知されたセキュリティー評価業者によって取り組まなければなりません。 

• サプライヤーは、セキュリティー評価の範囲、および、テスト活動、特に開始および終了日時を Barclays 

に通知して合意し、Barclays 

の監視システムが発生させるイベントを可能にするものとします。また、年度末レポートなどの、Barclays 

の主要な活動を中断させることを防止します。 

• Barclays および/または代理人は、20営業日以前の Barclays 

からサプライヤー宛ての書面による通知を条件として、サプライヤーシステムのセキュリティー評価を実行する

権利を有するものとします。セキュリティー評価の実施に使用される頻度、範囲、方法は、セキュリティー評価

開始の15営業日前に、サプライヤーに伝達されるものとします。  

• サプライヤーがリスク許容と決定したすべての問題は、Barclays に伝えられ、同意を受けなければなりません。  
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セキュリティー評価は、以下の目的で、サプライヤーのシステムで実行されるテストを意味します： 
a) アプリケーション上、または、インフラストラクチャー上の設計および/または機能上の問題の特定； 

b) アプリケーション、ネットワーク外縁、または、他のインフラストラクチャー要素の弱点、および、プロセスまたは技術的対策の弱点の精査； 

c) 不十分または不適切なシステム設定に起因する脆弱性、既知および/または未知のハードウェアの欠陥の特定。悪意ある活動によるサプライヤーまたは 

Barclays 

のリスクを露呈させることができる、次の例のインフラストラクチャーおよびアプリケーションのテストを含みますが、これらに限定されません； 

i. 無効またはサニタイズされていない入力；  

ii. 破損したアクセス管理；  

iii. 破損した認証とセッション管理；  

iv. クロスサイトスクリプティング（XSS）欠陥；  

v.  
vi. バッファオーバーフロー；  

vii. インジェクション欠陥；  

viii. 不適切なエラー処理；  

ix. セキュリティーの低いストレージ；  

x. サービス妨害；  

xi. セキュリティーの低い設定管理；  

xii. SSL/TLSの適切な使用；  

xiii. 暗号化の適切な使用； および  

xiv. ウィルス対策の信頼性と試験。 

この評価は、通常、一般に侵入試験と呼ばれる作業も含みます。 
セキュリティ評価業者とは、セキュリティー評価を実行するために契約された、適切に認定されたサードパーティーを意味します。 
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9.システム設定 - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

システム設定 システム時刻 すべてのデバイスおよびシステムは、常時、正確で整合が取れたシステム時刻を使用し、システムエラーを防ぎ、または、活

動がフォレンジックに調査できることを保証しなければなりません。 

整合が取れた時刻を保証する、容認されたメカニズムはフォレンジックに厳密に適合します。例えば、機器を3つか4つの 

stratum 2 NTPサーバーに同期させて平均を取るか、2つの承認済み stratum 1 サーバーに同期させることを推奨します。 

システム設定 リモートアクセス システムへのすべてのリモートアクセスは、アクセスが確立される前に Barclays 

により許可および承認され、データセキュリティー違反を防止しなければなりません。リモートアクセスは多要素認証を経由

しなければなりません。ユーザー活動は、ログが作成され、審査できるものとします。 

 

システム設定 セキュアビルド サプライヤーシステムの一部を形成するホストシステムやネットワークデバイスは、適切な業界の慣行、適用規格、機能要件

に従って機能するように設定し、無許可または不適切な更新が、このようなシステムおよびネットワークデバイスに適用され

ることを防止しなければなりません 
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10.システム監視 - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

システム監視 ログ管理 すべての主要システムは、主要アプリケーションも含めて、主要イベントのログを作成するように設定しなければなり

ません。ログは集中化し、適切にセキュリティー管理し、最低限12か月間保持しなければなりません。主要イベントと

は、Barclays 

へのサービスの守秘性、完全性および可用性に影響を与える可能性があるイベント、および、サプライヤーシステムに

関連して発生する重大なインシデント、および/または、アクセス権違反を特定または調査するために役に立つイベン

トを意味します。  

サプライヤーは Barclays 

に、顧客データの損失またはシステムへの深刻な危害などの、重大なインシデントを報告しなければなりません。違反

報告の規制上の要件があります  

サプライヤーは最低限、以下を記録し、監視しなければなりません： 

i. ユーザーID 

ii. イベントのタイプ 

iii. 日付と時刻 

iv. 成功または失敗の識別 

v. イベントの起点 

vi. 影響を受けたデータ、システムコンポーネントまたはリソースのIDまたは名前 

vii. 管理者の活動 

システム監視 ログ審査 ログは、可能性があるサイバーセキュリティー違反/詐欺行為がレビューできる必要があり、NTPと同期しなければなり

ません。イベントデータは、複数のソースやセンサーから収集され、関連付けされなければなりません。検出されたイ

ベントは、攻撃目標と方法を理解するために、分析されなければなりません。重要なインシデントおよび/またはアク

セス権違反が特定されたら、必ず、インシデント管理プロセスに従うものとします 
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11.視察の権利 - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

視察の権利 Barclays 

による視察の権利 

Barclays 

は10営業日以上の書面による通知をもって、サプライヤーまたはサプライヤーのサブコントラクターにより、サービ

スの提供または回復のために運用されるサプライヤーシステムを開発、テスト、改良、保全するために使用される、

または、使用される必要があるいずれの現場も、セキュリティー審査を行い、サプライヤーのその義務へのコンプラ

イアンスを審査することができます。また、Barclays 

はセキュリティーインシデントの後は、即時、視察を実施することができます。  

視察の間に Barclays によって特定された不適合は、Barclays によりリスク評価され、Barclays 

は、その間にサプライヤーが要求されたあらゆる改善を完了させる必要がある時間枠を指定し、サプライヤーはその

時間枠内で要求された改善を完了させるものとします。サプライヤーは、どの視察にも関連して、Barclays 

から合理的に要求されたすべての支援を提供するものとします。 
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12.銀行専用スペース ― 管理要件（注：必要に応じて、ソーシング担当者に確認してください） 

管理エリア 管理対象 管理内容 

銀行専用スペース 物理的分離 占有される物理的エリアは、Barclays 専用とし、他の会社/ベンダーと共有させることはできません。 

銀行専用スペース 物理的アクセス管理 BDSへのアクセスには、以下を含み、セキュリティー自動管理を運用しなければなりません： 

1) 公認スタッフの場合； 

 i) 常時見ることができる写真付きIDバッジ 

 ii) 近接カードリーダーを実装 

iii) アンチパスバックメカニズムを有効化 

2) ビジター/ベンダー管理  

 i) 台帳に署名  

 i) 常時見ることができる限定使用バッジ 

銀行専用スペース 物理的アクセス管理 可聴式アクセス管理付きの集中型アクセスシステムを経由してレポートされるように、アラームを設定しなければなり

ません 

銀行専用スペース 物理的アクセス管理 BDSおよび他の重要なエリアへの、適切なアクセスを許可することを確実とする管理を監視します 

銀行専用スペース 整理整頓 認可された電気技術者、エアコンメンテナンス、清掃などの支援スタッフのみがBDSへの立ち入りを許可されます 

銀行専用スペース 環境管理 火災、洪水、ハリケーン、竜巻、疫病、侵入、湿度、温度、埃、飲食による汚染などの環境要因に対する保護のため、

管理を実施しなければなりません 

銀行専用スペース メディアの取り扱い Barclays 

に供給されるサービスに関連する、すべてのメディアへのアクセスは、厳密に管理され、認定されなければなりません 



2015年7月付け第6.0版 

 

銀行専用スペース クリーンルーム管理（

ビッグデータのみ） 
クリーンルーム要件のみの特殊な管理は、ビッグデータのプライバシー要件によりアドバイスされたとおり、実施され

ます。 

銀行専用スペース リモートアクセス - 

ID&V 

すべての個々のユーザーは、BDSから Barclays のネットワークに、Barclays 

が提供する多要素認証トークンの使用のみによって認証されなければなりません 

銀行専用スペース リモートアクセス - 

ソフトウェアトークン 

RSAソフトウェアおよびソフトトークンのインストールは、承認されたBDS内のみで、管理者によってデスクトップ上で

行われなければなりません 

銀行専用スペース リモートアクセス - 

オフィス外サポート 

BDS環境へのリモートアクセスは、デフォルトでは、オフィス時間外/営業時間外のサポートは提供されません。いずれ

のリモートアクセスも、Barclays によって承認されなければなりません 

銀行専用スペース Eメールとインターネ

ット 

ネットワーク接続性は、ベンダーのネットワーク上のEメールやインターネット活動をブロックするように、安全に設

定されなければなりません 

銀行専用スペース システムとデスクトッ

プ 

BDS内のコンピューター用に、安全なデスクトップビルドを、業界ベストプラクティスに設定しなければなりません 

銀行専用スペース システムとデスクトッ

プ 

汎用または共有または特権アクセスアカウントおよび印刷は、BDS内にホストされ Barclays 

のシステムからは許可することはできません。追加インストールされたアプリケーションまたはツールが、セキュリテ

ィーの弱点を招いてはなりません 

銀行専用スペース システムとデスクトッ

プ 

パッチ処理および更新プロセスおよび手順は、自動と手動のパッチ処理に対応できるように整備されていなければなり

ません 

銀行専用スペース テストおよび開発環境 ソフトウェア開発は、BDS内で Barclays 所有プログラム用にのみ実施しなければなりません 

銀行専用スペース ソースコード ソースコードは安全に実行、保存、Barclays 宛てに送信されなければなりません。 

銀行専用スペース ネットワーク管理 - 

転送 

すべての情報は、BDS環境と Barclays 

との間で、安全に転送されなければならず、ネットワークデバイスの管理は、保護プロトコルを使用して行わなければ

なりません 

銀行専用スペース ネットワーク管理 - ルーティング設定は、Barclays 
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ルーティング ネットワークへの接続を確保する必要があり、他のネットワークにルーティングしてはなりません 

銀行専用スペース ネットワーク管理 - 

無線 

無線ネットワークは、サービス提供用の Barclays ネットワークセグメントで使用することはできません。 

銀行専用スペース ネットワーク分離 分割されたネットワークセグメントが必要です（すなわち、業務処理/ライブシステムサポート/システム開発） 

銀行専用スペース ファイルストレージ すべてのファイルストレージは、BDS環境内にあることが必須です 

銀行専用スペース リモートアクセス - 

ソフトウェアトークン 

RSAソフトウェアおよびソフトトークンのインストールは、承認されたBDS内のみで、管理者によってデスクトップ上で

行われなければなりません 

銀行専用スペース リモートアクセス - 

オフィス外サポート 

BDS環境へのリモートアクセスは、デフォルトでは、オフィス時間外/営業時間外のサポートは提供されません。いずれ

のリモートアクセスも、Barclays によって承認されなければなりません 

銀行専用スペース Eメールとインターネ

ット 

ネットワーク接続性は、ベンダーのネットワーク上のEメールやインターネット活動をブロックするように、安全に設

定されなければなりません 

銀行専用スペース システムとデスクトッ

プ 

BDS内のコンピューター用に、安全なデスクトップビルドを、業界ベストプラクティスに設定しなければなりません 

銀行専用スペース システムとデスクトッ

プ 

汎用または共有または特権アクセスアカウントおよび印刷は、BDS内にホストされた Barclays 

のシステムからは許可することはできません。追加インストールされたアプリケーションまたはツールが、セキュリテ

ィーの弱点を招いてはなりません 

銀行専用スペース システムとデスクトッ

プ 

パッチ処理および更新プロセスおよび手順は、自動と手動のパッチ処理に対応できるように整備されていなければなり

ません 

銀行専用スペース テストおよび開発環境 ソフトウェア開発は、BDS内で Barclays 所有プログラム用にのみ実施しなければなりません 
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銀行専用スペース ソースコード ソースコードは安全に実行、保存、Barclays 宛てに送信されなければなりません。 

銀行専用スペース ネットワーク管理 - 

転送 

すべての情報は、BDS環境と Barclays 

との間で、安全に転送されなければならず、ネットワークデバイスの管理は、保護プロトコルを使用して行わなければ

なりません 

銀行専用スペース ネットワーク管理 - 

ルーティング 

ルーティング設定は、Barclays 

ネットワークへの接続を確保する必要があり、他のネットワークにルーティングしてはなりません 

銀行専用スペース ネットワーク管理 - 

無線 

無線ネットワークは、サービス提供用の Barclays ネットワークセグメントで使用することはできません。 

銀行専用スペース ネットワーク分離 分割されたネットワークセグメントが必要です（すなわち、業務処理/ライブシステムサポート/システム開発） 

銀行専用スペース ファイルストレージ すべてのファイルストレージは、BDS環境内にあることが必須です 
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13.暗号 - 最小限の管理要件 

管理エリア 管理対象 管理内容 

暗号 暗号鍵管理 サプライヤーは、Barclays Data 

の身元および/または名声を保護するために秘密またはプライベート暗号鍵が使用される場合、鍵はその寿命の間、適切な業

界の慣行に整合した、文書化された管理要件及び要領に従って安全に管理されることを保証し、また、鍵が許可のないアクセ

スまたは破壊から確実に保護されることを保証するものとします。 

暗号 暗号鍵管理 サプライヤーは、すべての暗号使用の記録を、すべての鍵、証明書、および、サプライヤーによって管理される暗号デバイス

を含めて維持管理し、Barclays から要求がある場合は、閲覧可能とするものとします。 

暗号 公開鍵基盤 サプライヤーは、公開鍵基盤（PKI）が使用または運用される場合、基本オペレーティングシステムを「強化」し、公開鍵証

明書認証局へのアクセスを制限することにより、保護されることを保証するものとします。 

暗号 公開鍵基盤 サプライヤーは、Barclays を示す、すべてのデジタル証明書が、Barclays 

の集中証明書管理機能から直接取得されることを保証し、また、サプライヤーは継続的な有効性を確実にするために、証明書

のライフサイクルを管理するものとします。 

暗号 公開鍵基盤 サプライヤーは、Barclays 

Data、身許および/または名声を保護するためにプライベート暗号鍵が使用される場合、すべての鍵が、FIPS 140-

2レベル3以上の証明書付きハードウェアセキュリティーモジュール（HSM）により保護されることを保証するものとします。 

 


