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管理領域／項目 管理説明  本件が重要である理由 

1. 役職と責務 サプライヤーは、情報セキュリティに対する役職と責務を定義し、周知しなければなりません。サプライヤーの経

営モデルや事業に対して重大な変更を行った後には、この件に関する見直しを実施しなければなりません。 

主要な役職には、情報セキュリティに対して責任を負う上級役員を含む必要があります。 

 役職と責務の明確な説明は、外部サプライヤー管理

義務付属書の実施をサポートします。 

2. 情報セキュリティ・リ

スク報告 

書面管理とプロセスは、情報セキュリティ・インシデントを確実に報告、管理するために設定しなければなりま

せん。 

情報セキュリティ・インシデントと情報漏えいはサプライヤーが対応を行い、直ちに Barclays へ報告する必要が

あります。Barclays の情報および／または Barclays の使用するサービスへの侵入に対する適時処理と定期

報告のための、Barclays インシデント対応プロセスを設立しなければなりません。 

サプライヤーは、明らかになったインシデントに続く是正措置が改善計画（アクション、帰属、実行日）にしたが

って取り扱われ、Barclays と共有、および同意することを保証しなければなりません。 

 インシデント対応プロセスは、インシデントを迅速に抑

え、その後の拡大を防ぐことを確実にするためのサポー

トを実施します。 

3. 現地の法制および

法定基準の遵守 

サプライヤーは、サプライヤーが運用する管轄権に適用される法制および法定基準に関連した情報セキュリテ

ィを遵守し、当該コンプライアンスを適切に記録します。  

注意：追加要件は、Barclays Switzerland、および Barclays Monaco をサポートするサプライヤーに対して、

現地の銀行法や規則に関連した現地のチームにより規定されることがあります。 

 現地の法令や法定基準の順守を怠った場合、サプラ

イヤーと Barclays の双方に対して、罰金などの重大な

影響を及ぼすことがあり、極端な場合には Barclays の

銀行ライセンスのはく奪もあり得ます。 

4. 教育および啓発 サプライヤーは、新規サプライヤー職員すべてに対して、適正な期間において、必ず情報セキュリティと責務の

理解を徹底するためのトレーニングを完了してください。 

 教育と啓発は、本付属書内のその他すべての管理を

サポートします。 

5. 情報資産 サプライヤーは、Barclays の情報資産所有者と連絡を取るために指定された連絡方式を備える必要があり

ます。 

 情報資産の所有権は、情報資産を適切に保護する

ための基盤となるものです。 
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6. 情報表示スキーマ 適切な場合に*、サプライヤーは Barclays 情報表示スキーマ（添付資料 A、表 A1）、もしくは Barclays と合

意した代替スキーマを、Barclays を代表して保有または処理するすべての情報資産に対して適応する必要

があります。 

--------------- 

注意：参考資料として、Barclays 情報表示スキーマに関する取扱い要件を添付資料 A の表 A2 に記載し

ます。 

* 「適切な場合」とは、関連費用に対してバランスの取れた利益が表示により生じる場合を意味します。例え

ば、そうすることで不正加工防止要件の規制違反となる場合は、この文書表示は適切な方法ではありませ

ん。 

 完成した正確な情報資産一覧は、適切な管理を行う

ために不可欠です。 

7. 安全な保管と処理 管理は、情報資産（サプライヤーが Barclays へ提供するサービスに関連するもの）に対して、保存や処理され

る場所に関わらず、確実に保護する必要があります。 

 情報資産は一般的にまとめて保存されており、これはリ

スクの集中を意味するため、安全に保護しなければな

りません。 

8. バックアップとリカバリ

ー 

規則は、Barclays 情報資産所有者との合意要件を満たすよう、情報が適切にバックアップされることおよびリ

カバリーされることが確実となるように作成される必要があります。そして情報資産のセキュリティはプロセスを通

して確実に維持されます。 

 

バックアップの頻度と処理方法は、情報資産所有者との合意が必要です。 

 

バックアップされた情報資産は、アクセスが必要な時に限定して与えられるよう、規定の範囲内での管理を行

わなければなりません。 

 情報資産をコピーしたバックアップ保存についても、同

様の管理下に置く必要があります。 
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9. 使用許諾 サプライヤーは、サプライヤー職員に対してその責務を通知する許諾使用要件を作成、および公表する必要

があります。  

 

以下の項目は考慮する必要があります： 

(a)  インターネットの使用 

(b)  ソーシャルメディアの使用 

(c)  ソーシャルメディアの使用 

(d)  インスタントメッセージの使用 

(e)  サプライヤーが提供した IT 機器の使用 

(f)  サプライヤーによる提供ではない IT 機器（自身の機器の持ち込み）の使用 

(g)  Barclays 情報資産を取り扱う際の責任 

(h)  データ漏えい経路のアウトプット 

 

サプライヤーは、許諾使用要件の遵守を徹底するために、適切なステップを踏む必要があります。 

 許諾使用要件は、情報資産を保護する管理環境の

基盤をサポートします。 
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10. ロジカル・アクセス管

理（LAM） 

情報へのアクセスは、関係者以外極秘、最小権限、および職務分担の原則を十分に考慮し、制限する必

要があります。情報資産所有者は、誰がどのアクセスを必要とするかを決定する責任があります。 

 関係者以外極秘の原則とは、担当者が権限のある責務を実行するために知る必要のある情報

へのアクセスに、限定しなければならないということです。例えば、従業員がイギリスを拠点とする顧

客に限定して取引を行う場合、アメリカを拠点とする顧客に関係する情報は知る必要はないという

ことです。 

 最小権限の原則とは、担当者が権限のある責務を実行するために必要となる権限は、最小限度

とすべきであるということです。例えば、従業員が顧客の住所を確認する必要はあるが変更する必

要がない場合、必要とされる「最小権限」では、読み取り／書き込みのアクセス権ではなく、読み

取り限定のアクセス権を付与されるものとします。 

 職務分担の原則とは、少なくとも 2 名が、エラーや不正行為を防ぐためにいかなる職務も分担して

職務を行うことを意味します。例えば、アカウント作成を依頼された従業員は、依頼を承認する者

と同一人物とはならないようにすべきです。 

 

これらの原則は、情報の機密性レベルを考慮し、リスクに基づいて適用しなければなりません。 

それぞれのアカウントは、アカウントを使用して実行するいかなる活動に対して責任をもつべき各個人に関連

付けられる必要があります。 

これには共有アカウントの使用は含みませんが、各個人は各共有アカウントに引き続き責任を持つ必要があ

ります。 

アクセス管理プロセス設定し、以下の事項を最低限含む必要があります： 

 所定のロバスト権限プロセスは、アカウントの作成、変更、削除より優先します。 

 期間限定ユーザーアクセスは、プロセスを再確認します。 

 異動者管理－アクセスの変更または削除は、異動日 5 日営業日以内に実施します。 

 退職者管理－ネットワークおよびリモートアクセスは退職日の 24 時間以内に削除し、その他のセ

カンダリーアクセスは 7 日以内に削除します。 

 活動休止中のアカウントが連続して 60 日以上使用されていない場合、停止にする必要がありま

す。 

 

 適切な LAM 管理は、情報資産を不適切な使用から

の保護に役立ちます。 
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11. アクセスメソッド アカウントを使用して実施される活動は、固有の個人を追跡出来る必要があります。適切なレベルでの情報

資産へのアクセスを確保するために、技術およびプロセスの測定を適用する必要があります。 

 

アカウントに関連するセキュリティ管理（強力な認証や、ブレイク・グラス手順）は、アカウントのセキュリティ侵害

や誤用のリスクに見合ったものでなければなりません。 

 

インタラクティブ・アカウントのパスワードは、少なくとも 90 日ごとに変更し、前回の 12 文字のパスワードとは違

ったものにする必要があります。 

 

権限つきアカウントは使用するごとに変更し、90 日ごとを最短とします。 

 

インタラクティブ・アカウントは、最大で連続して 5 回の失敗後、無効化する必要があります。 

 

リモートアクセスコントロールは、Barclays と合意している仕組みを通じてのみ許可されるべきであり、複数項

目による本人確認を実施する必要があります。 

 アクセスマネジメント管理は、承認されたユーザーのみ

が情報資産へのアクセスできるようにするために役立ち

ます。 

12. データ漏えい防止 サプライヤーが Barclays に対し、ネットワークや物理メディアを通じた出口を提供するサービスに関連する情報

のデータ漏えいリスクは、査定し、低減しなければなりません。 

 

以下のデータ漏えい経路が予想されます： 

 携帯電子メディア（ノートパソコン、モバイル機器、および携帯メディアの電子情報など）の Barclays

情報資産の損失、または盗難、 

 携帯メディアへ無許可での転送、 

 第三者との安全でない情報交換、 

 情報の不適切な印刷や複写、 

 資産分類および表示のエラーまたは記載漏れ、 

 DNS を経由した無許可の情報流出、 

 適切なデータ流失防止管理は、情報セキュリティにお

ける重要な要素であり、Barclays の情報が失われない

ようサポートするものです。 

13. 転送中のセキュリテ

ィ 

Barclays の情報資産（「制限されていない」、またはそれと同様でない場合）は、転送時においても関連する

リスクに対応した保護を行う必要があります。 

 転送中の管理は、Barclays の情報を妨害や暴露から

守ります。 

14. 物理的および論理

的情報の破壊／

削除／廃止 

Barclays の情報資産は物理的または電子的な形態で保存されており、破壊や削除を行う時には、安全な

方法で関連するリスクに対して適切に実施し、回復が不可能な状態にします。 

 情報資産の安全な破壊は、Barclays の情報資産を

損失や悪意のある行動による暴露を避ける助けとなり

ます。 
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15. 円陣防御 サプライヤーは、外部ネットワーク接続、インターネットアクセス可能なホストや、Barclays のデータを送受信し

たり、あるいは第三者へ送る際に使用するデータ送信の一覧を維持する必要があります（[サプライヤーの]下

請け契約者も含みます）。 

マルチゾーンや分離ネットワークの設計は、リスクへのエクスポージャーやビジネスニーズを基にして外部に構築

する必要があります。 

外部ネットワークとのアクセスを必要とするまたは推進するデバイスのみ、外部へ設置すべきです。 

 外部のための適切な防御策は、ネットワークと

Barclays の情報資産が適切に保護されるようサポート

します。 

16. 情報資産の分離 サプライヤーは、Barclays の情報資産を他のクライアントから（論理的または物理的に）分離されたネットワー

クへ保存する必要があります。 

 分離ネットワークは、Barclays の情報資産を無許可の

公開から十分にに保護するために役立ちます。 

17. 悪意のあるコードや

マルウェアからの保

護 

オペレーティングシステムレベル、IT システム、IT サービス、および IT デバイスは、いつでもサービスの破壊やセ

キュリティ侵害を防ぐために対マルウェア・ソリューションを備える必要があります。  

サプライヤーがすべきこと： 

 適正業界基準（NIST、ISO27001 など）に従った、最新の悪意のあるコードやマルウェア対策の構

築および維持、および 

 業界標準手法（NIST、ISO27001 など）に従った、Barclays システム、Barclays 顧客、および第三

者への悪意のあるコード送信に対する保護、 

   対マルウェア・ソリューションは、悪意のあるコードに対す

る Barclays の情報資産保護の根幹です。 

18. 安全なビルドスタン

ダード 

すべて構築できる大容量ですぐに使えるソフトウェア（オペレーティングシステムやデータベース）、および一般的

にインフラで使用されているファームウェア（SAN、またはネットワークデバイス）のために、サプライヤーは、ビルドス

タンダードを設定し、実行しなければなりません。 

 

ビルドスタンダードは、それぞれ異なったバージョンに適応するため、最低限のセキュリティ要件を文書化しなけ

ればなりません。ビルドスタンダードは、毎年再検証し、必要に応じて更新しなければなりません。 

 ビルドスタンダード管理は、情報資産を無許可のアクセ

スから守るために役立ちます。 

19. セキュリティ変更調

整および監査ログ 

ビルドスタンダードの遵守はモニターされ、サプライヤーが指定したスタッフメンバーへ報告されなければなりませ

ん。ビルドスタンダードを遵守していない場合には、改善する必要があります。セキュリティ変更（セキュリティ構

成変更、アカウント権限の変更など）については、常にログを作成し、不正改ざん防止環境に保管しなけれ

ばなりません。 

調整は、適用された変更と、権限のある変更との間で実施しなければなりません。 

 スタンダード構築と管理の遵守は、変更が権限のもと

で実施され、Barclays の情報資産が確かに保護され

ることに役立ちます。 

20. アプリケーション保護 アプリケーションは、安全なコーディング手法を使い、安全な環境下で開発されなければなりません。  

 

アプリケーション・バイナリーは、配置されている期間とソースライブラリーにある期間において、無許可の変更か

ら保護される必要があります。 

 アプリケーション保護管理の開発は、アプリケーションが

配置される際に安全に保たれるようサポートします。 
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21. ネットワークアクセス

およびリモートアクセ

ス 

サプライヤーは、インターネットネットワークへのアクセスがモニターされ、適切なネットワークアクセス管理を通じ

て権限をもつデバイスのみ許可される必要があります。 

Barclays 情報資産へのリモートアクセスが許可される場合、2 つの認証ファクターとエンドポイントの認証が実

施され、ユーザーの本人認証、デバイスの種類、および証明書のセキュリティ状況（パッチレベル、対マルウェア

対策状況、ルートまたは非ルート化モバイル機器など）を考慮する必要があります。 

 ネットワークアクセス管理は、安全性に欠けるデバイス

をサプライヤーのネットワークに接続しないことで、新た

なウイルスを引き込まないようサポートします。 

22. 暗号化 サプライヤーは、ユーザーの目的に合うように暗号化技術やアルゴリズムを再検証および評価する必要があり

ます。配置された暗号技術の強化は、運用や実施に影響を与える可能性があることから、リスク選好度に合

わせる必要があります。 

 

暗号化の実施は、規定の要件とアルゴリズムに準拠していなければなりません。 

 最新で適切な暗号化保護とアルゴリズムは、Barclays

の情報資産を確実に継続的に保護します。 

23. クラウドコンピューテ

ィング 

Barclays のサービスの一環として使用されるすべてのクラウドコンピューティングの使用は、該当する Barclays

チーム（チーフセキュリティ部門など）により承認される必要があり、Barclays の情報とサービスを保護するため

の管理は、データ漏えいとサイバー侵害を防ぐために、情報資産のリスクプロフィールと重要度に釣り合うもの

である必要があります。 

 この原則が実行されない場合、不適切に保護された

Barclays の情報資産が危険にさらされる可能性があ

り、法律や規制による制裁や、風評被害をもたらす可

能性があります。 
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用語 定義 

災害復興環境 災害の場合に、製造環境に対して代替えの処理設備を提供するハードウェアおよびソフトウェアによる環境。 

情報資産 組織にとって価値がある、単一、またはグループ化した情報。特に高い（事業プロセス）レベルでグループ化される。 

情報資産所有者 Barclays 内の個人であり、資産の分類に責任を持ち、取扱いを正しく行うよう徹底する者。 

最小権限 ユーザーやアカウントがその業務での役割を果たすために必要な最低限レベルでのアクセスや許可。 

権限つきアカウント 特定の IT システムを対象とする管理レベルの引き上げを行うアカウント。このアカウントは、特にシステムメンテナンス、セキュリティ管理、または IT システム構成

の変更を行う際に使用します。 

 

この例には「アドミニストレータ」、「ルート」、uid=0 のユニックスアカウント、サポートアカウント、セキュリティ管理アカウント、システム管理アカウント、およびローカ

ル管理者アカウントがあります。 

共有アカウント 1 つのアカウントに 1 名以上の従業員、コンサルタント、契約者、およびエージェントが携わっているアカウントのこと。各個人はアクセス権を持っているが、アクセ

スするシステムの特徴により個人アカウントは提供されていません。 

システム 本文書におけるシステムとは、人、手順、IT 機器、およびソフトウェアをさします。この複合体の要素は、意図された業務やサポート環境で与えられた業務を遂

行する、または特定の目的、サポート、または任務要求を達成するために合わせて使用されます。 

ユーザー サプライヤー従業員、コンサルタント、契約者やエージェントなどに指定された、高い特権なしで Barclays 所有のシステムへのアクセスの承認をうけたアカウント 

添付資料 A：Barclays 情報表示スキーマ 

表 A1： Barclays 情報表示スキーマ 

表示 定義 例示 

極秘 極秘に分類される情報は、無許可の開示により Barclays が不利益を被る場合

や、総合リスクマネジメント（ERMF）により「重大（Critical）」と評価された場合（財務

上または非財務上）。 

 

この情報は取扱者を制限し、組織の許可なしで配布してはなりません。閲覧者に

は、情報所有者の明示的な許可により、外部受信者を含むことがあります。 

 合併や買収の可能性に関する情報。 

 戦略プラン情報 – 事業または組織。 

 セキュリティ構成情報に関する情報。 

 特定の監査結果や報告。 

 執行役員会の議事録。 

 認証または本人確認および検証（ID&V）の詳細－顧客、クライアン

ト、同僚。 

 大容量のカードホルダー情報。 

 利益予測や年次財務報告（公開前のもの）。 

 正式の秘密保持契約（NDA）の対象項目。 
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限定 - 内部 想定された受信者が Barclays や Barclays のマネージド・サービス・プロバイダー

（MSP）により有効な契約による権限を与えられた従業員で、特定の閲覧者に限

定される場合、情報は「限定 - 内部」と分類しなければなりません。 

無許可の公開が Barclays に不利益な影響を与える可能性があり、ERMF で「主

要（Major）」または「限定的（Limited）」と評価されたもの（財務上または非財務

上）。 

この情報は、一般公開を意味するものではありませんが、必要最小限の原理に従

い受信者により転送あるいは共有されることがあります。 

 戦略や予算。 

 業績評価。 

 スタッフ報酬や個人データ。 

 脆弱性評価。 

 監査結果および報告。 

限定 – 外部 想定された受信者が Barclays 権限を与えられた従業員やにより有効な契約のあ

る Barclays の MSP で、情報所有者による権限を受けた外部団体または特定の

閲覧者に限定される場合、情報は「限定 – 外部」と分類しなければなりません。 

無許可の公開が Barclays に不利益な影響を与える可能性があり、ERMF で「主

要（Major）」または「限定的（Limited）」と評価されたもの（財務上や非財務上）。 

この情報は、一般公開を意味するものではありませんが、必要最小限の原理に従

い、受信者により転送あるいは共有されることがあります。 

 新製品プラン。 

 クライアントとの契約。 

 法的契約。 

 外部への送信を意図した、個人／低容量の顧客／クライアント情

報。 

 顧客やクライアントとの通信内容。 

 新規発行の提供素材（総合案内書や販売メモなど）。 

 最終調査報告書。 

 Barclays ではない未公開情報（MNPI） 

 すべての調査報告書  

 特定のマーケティング素材。 

 市場反応情報。 

非制限 一般公開を意図した情報や、公開された場合に組織に影響を与えることのない情

報。 
 マーケティング素材。 

 出版物。 

 公開発表。 

 求人広告。 

 Barclays に対して影響を与えない情報。 

 

表 A2: Barclays 情報表示スキーマ－取扱い要件 

ライフサイクル・ス

テージ 

限定 – 内部 限定 – 外部 極秘 

作成および導入  資産には、情報所有者を任命しなければな

りません。 

 資産には、情報所有者を任命しなければな

りません。 

 資産には、情報所有者を任命しなければな

りません。 

保管  資産（物理的、電子的かを問わず）は公共

の場（敷地内の公共エリアでビジターが監督

権なしでのアクセスが可能な場所）に保管し

てはいけません。 

 資産（物理的、電子的を問わず）は権限の

ない人物が閲覧できたりアクセスできる場所

に保管してはいけません。 

 資産（物理的、電子的かを問わず）は権限

のない人物が閲覧できたりアクセスできる場

所に保管してはいけません。 
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 情報はビジターが監督権なしでのアクセスが

可能な場所である、敷地内の公共の場に

放置してはいけません。 

 保管している電子資産は、権限のない者が

アクセスできるような重大なリスクがある場

合、暗号化や適切な補償管理により保護

する必要があります。 

 保管している電子資産は、権限のない者が

アクセスできるような重大なリスクがある場

合、暗号化や適切な補償管理により保護

する必要があります。 

 Barclays データ、本人認証、および風評の

保護に使用するすべてのプライベート・キー

は、FIPS 140-2 レベル 3 かそれ以上のレベル

で認定されたハードウェア・セキュリティ・モジュ

ール（HSM）によって保護されなければなりま

せん。 

アクセス＆使用  資産（物理的、電子的かを問わず）は敷地

外の公共の場に放置してはいけません。 

 資産（物理的、電子的かを問わず）はビジタ

ーが監督権なしでのアクセスが可能な場所

である、敷地内の公共の場に放置してはい

けません。 

 電子資産は、必要に応じて、適切なロジカ

ル・アクセス・マネージメント管理により保護さ

れなくてはいけません。 

 資産（物理的、電子的かを問わず）は権限

のない人物が閲覧できたりアクセスできる場

所で作業を行ったり、不在のまま放置したり

してはいけません。資産は適切に管理された

場所（プライバシースクリーンのある場所など）

で作業を行うようにしましょう。 

 印刷した資産は、プリンターからすぐに回収し

なければなりません。これが難しい場合には、

安全な印刷ツールの使用が必要です。 

 電子資産は、適切なロジカル・アクセス・マネ

ージメント管理により保護されなくてはいけま

せん。 

 資産（物理的、電子的を問わず）は権限の

ない人物が閲覧できたりアクセスできる場所

で作業を行ったり、不在のまま放置したりして

はいけません。資産は適切に管理された場

所（プライバシースクリーンのある場所など）で

作業を行うようにしましょう。 

 

 印刷した資産は、安全な印刷ツールを使用

して印刷しなければなりません。 

 

 電子資産は、適切なロジカル・アクセス・マネ

ージメント管理により保護されなくてはいけま

せん。 

共有  ハードコピー資産には、見やすい情報ラベル

を表示しなければなりません。この表示は少

なくとも表紙に記載しなければなりません。 

 電子資産には、わかりやすい情報表示を明

記しなければなりません。 

 資産は、組織により承認されたシステム、メ

ソッド、またはサプライヤーのみを用いて配布

する必要があります。 

 資産は組織により雇用された人、組織と適

切な契約を結んだ人、または契約交渉など

明らかにビジネスで必要であると認識される

場合にのみ配布されなくてはなりません。 

 ハードコピー資産には、見やすい情報表示を

明記しなければなりません。この表示は少な

くとも表紙に記載しなければなりません。 

 封筒に入ったハードコピー資産には、見やす

い情報表示を表に明記しなければなりませ

ん。 

 電子資産には、わかりやすい情報表示を明

記しなければなりません。複数ページに渡る

文書の電子コピーは、各ページに見やすい

情報表示を明記しなければなりません。 

 資産は、組織により承認されたシステム、メ

ソッド、またはサプライヤーのみを用いて配布

する必要があります。 

 資産は組織により雇用された人、組織と適

切な契約を結んだ者、または契約交渉など

明らかにビジネスで必要であると認識される

場合にのみ配布されなくてはなりません。 

 資産は事業上受け取る必要のある人にのみ

配布しなければなりません。 

 ハードコピー資産には、各ページに見やすい

情報表示を明記しなければなりません。 

 封筒に入ったハードコピー資産には、見やす

い情報表示を表に明記し、不正開封の跡

がすぐ分かる方法で封緘しなければなりませ

ん。  この資産はラベル表示のないもう一つの

封筒内に入れ、配布する必要があります。  

 電子資産には、わかりやすい情報表示を明

記しなければなりません。複数ページに渡る

文書の電子コピーは、各ページに見やすい情

報表示を明記しなければなりません。 

 資産は、組織により承認されたシステム、メソ

ッド、またはサプライヤーのみを用いて配布す

る必要があります。 

 資産は組織により雇用された人、組織と適

切な契約を結んだ者、または契約交渉など

明らかにビジネスで必要であると認識される

場合にのみ配布されなくてはなりません。 
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 資産は、受信者がその資産を回収できる状

態であることを送信者が確認していない場合

には、FAX で送信してはいけません。 

 電子資産は、インターネットネットワークへ転

送する際には、承認された暗号化保護方式

を使って暗号化されなければなりません。 

 資産は情報所有者により受領することを特

別に認められた人物へのみ配布しなければ

なりません。 

 資産はファックスしてはいけません。 

 資産は、インターネットネットワークへ転送す

る際には、承認された暗号化保護方式を使

って暗号化されなければなりません。   

 電子資産の検証の連鎖（CoC）は維持され

なければなりません。 

アーカイブおよび廃棄  ハードコピー資産は、機密廃棄サービスを利

用して廃棄しなければなりません。 

 電子資産のコピーは、システムの「ゴミ箱」や

類似の機能から適時に削除しなければなり

ません。 

 ハードコピー資産は、機密廃棄サービスを利

用して廃棄しなければなりません。 

 電子資産のコピーは、システムの「ゴミ箱」や

類似の機能から適時に削除しなければなり

ません。 

 ハードコピー資産は、機密廃棄サービスを利

用して廃棄しなければなりません。 

 電子資産のコピーは、システムの「ゴミ箱」や

類似の機能から適時に削除しなければなり

ません。 

 保存された機密電子資産のメディアは、あら

かじめ、もしくは廃棄の際に秘密にするべき

情報を削除しなければなりません。 

 

*** システムセキュリティ構成情報、監査、および個人情報はいずれも内部限定または機密に分類され、これは無許可での公開が事業に与える影響の度合によります。 


