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管理エリア/対象 管理内容   本件が重要である理由 

役割と責任 サプライヤーは、情報セキュリティ（論理アクセス管理、情報の分類と取り扱い、および、安

全な環境）の役割と責任を定義し、伝達するものとします。これらは、サプライヤーの業務モ

デルまたはビジネスに重要な変更があった場合には見直しが必要です。  

主な役割には、情報セキュリティに責任を負う上級役員を含むものとします。 

 役割と責任に関する明確な定義は、BEAMスケ

ジュール実施をサポートします 

情報セキュリティリスク

報告 

情報セキュリティインシデントを報告、管理するための文書化された管理およびプロセスを確

立するものとします。 

サプライヤーは、情報セキュリティに関するインシデントおよび情報侵害が発生した場合に

は、速やかにBarclays に報告するものとします。Barclays情報、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害が発生した場合にそれらをタイムリーに処理し報告する

ためのインシデント対応プロセスを確立するものとします。 

 

サプライヤーは、インシデント後に特定された改善措置が、改善計画（アクション、責任者、

実施日）によって対処され、Barclaysに対して開示され、合意を得ることを確認するものとし

ます。 

 インシデント対応プロセスは、インシデント

を速やかに解決し、エスカレートすることを

防止するためのものです。 

継続的監視 サプライヤーは、定期的に、またいかなる場合も暦年に1度以上、本スケジュールに従っている

ことを評価、審査し、文書化するものとします。 

 継続的な保証により、サプライヤーでの管理

環境が維持されます 

現地法制要件の遵守 サプライヤーは、サプライヤーが営業する司法管轄区に適用される、情報セキュリティ関連の

法規制上の要件に従い、要件への適合を文書化するものとします。   

注意Barclays Switzerlandをサポートするサプライヤーには特定の指示が与えられます 

 現地の法規制上の要件に従わない場合、サプ

ライヤーとBarclaysの双方に深刻な影響を及

ぼす場合があり、それには罰金、また極端な

ケースではBarclaysの銀行業の営業許可証の

剥奪も含まれます。 

教育と意識向上 サプライヤーは、情報セキュリティに関する役割と責任を確実に理解させるための教育を実施

し、サプライヤーの新しい人員すべてがこれらを合理的な期間内に完了することを確認するも

のとします。 

 

 教育と意識向上は、本スケジュール内のその

他すべての管理を支援します 
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管理エリア/対象 管理内容   本件が重要である理由 

情報資産 サプライヤーは、Barclays情報資産所有者と連携するための特別な連絡担当者を任命するもの

とします。 

 情報資産の所有は、情報資産に関する十分な

保護のための基本となります。 

情報分類 サプライヤーは、分類に基づいた情報資産の機密性、完全性、および可用性の要件を満たすた

めの管理体制を設けるものとします。分類はBarclaysにより提供されます。 

 分類は、情報資産に必要な管理レベルを決定

します 

登録と分類 サプライヤーは、Barclaysの情報分類スキーム（付属書B、表1）を、Barclaysの代理として保

有および処理するすべての情報資産に適用するか、代替のスキームについて合意するものとし

ます。 

 情報資産の完全かつ正確なインベントリー

は、適切な管理を確認するために不可欠です 

ラベル付け 該当する場合、サプライヤーは、Barclaysの情報分類スキーム（または合意済みの代替スキー

ム）の要件に従い、適宜*、情報資産のラベル付けを行うものとします。  

 *適宜とは、関連コストに対しラベル付けのメリットが見合う場合を意味します。例え

ば、文書のラベル付けは、それを行うことにより法的な改ざん防止要件に違反する場

合には不適切です。 

 標準外のラベル（すなわち、合意された分類スキームから外れた何らかのラベル）を

使用する必要がある場合は、Barclaysの合意を取得するものとします。  

 ラベル付けは、ユーザーに資産の管理要件を

通知する機能を持ちます  

安全な保管 情報資産が保管においては、常にこれを保護するための管理を設けるものとします（これは、

体系的および非体系的方法の一環として保管される情報に適用されます）。 

その他の情報資産の保護またはアクセスに使用される、暗号化キーまたはパスワードなどの情

報資産については、それ自体を暗号または同等の管理で保護するものとします。  

 情報資産は通常共に保管されることによりリ

スクが集中するため、これらを安全に保管す

るものとします。 

バックアップ バックアップは、情報資産の機密性、完全性、可用性（CIA）評価に則って保護されるものとし

ます。  

バックアップの頻度と方法については、情報資産所有者との合意を得るものとします。 

メディアはバックアップを促進するため、またはバックアップ後にオフサイトに保管するた

め、物理的に移送する必要がある場合、移送のセキュリティを徹底するための管理を設けるも

のとします（例えばメディアの暗号化、安全な輸送コンテナ）。 

バックアップされた情報資産に関し、必要な場合にのみアクセス権が与えられるようにするた

め、定義された管理体制を設けるものとします。  

 

 バックアップには情報資産のコピーが保管さ

れるため、同様の管理下に置かれるものとし

ます 
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管理エリア/対象 管理内容   本件が重要である理由 

安全な抽出 サプライヤーは、Barclaysが承認した個人にのみ情報資産を開示するものとします。 

一連の文書化/記録の保管手順が設けられ、抽出プロセス全体で維持されるものとします。 

 

抽出の手順を円滑にするためにメディアを物理的に移送する必要がある場合、移送におけるセ

キュリティを確保するための管理体制を設けるものとします。 

 

物理的なセキュリティ管理要件は、物理的セキュリティサプライヤー要件（BEAM）に定義され

ています。 

 

 

 

 

 一連の適切な管理により、情報資産は損失か

ら保護されます  

許可される使用 サプライヤーは、許可される使用要件を作成、公表し、サプライヤーの人員に自らの責任を通

知するものとします。アクセスと使用に関する要件は、最低でも、許容できるインターネッ

ト、ソーシャルメディア、企業メール、インスタントコミュニケーション、サプライヤーが提

供するIT機器、Barclays情報資産へのアクセスに使用する自分の持ち込みデバイス（BYOD）機

器、およびBarclays情報資産を取り扱う際の従業員の責任を含むものとします。 

 

サプライヤーは、使用要件に確実に従うための適切な手順を講じるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 許容される使用要件は、情報資産を保護する

管理環境をサポートします 
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ローカルアクセス管理（L

AM） 

LAM管理目標は、すべての種類のITシステムアカウント（ユーザー、特権ユーザー、機能、共

有）に適用されるものとします。 

 

サプライヤーは、本スケジュールに示されるLAM管理目標を実践し、その効果を報告する責任に

合意し、文書化するものとします。 

 

各アカウントに対する個々の説明責任が実施されるものとします（共有アカウントが使用され

る場合、それらに対する説明責任は、リスクに比例する追加の管理およびプロセスを通して達

成されるものとします）。すべてのアカウントおよびアカウントの組み合わせに対し、最小権

限と職務分離の原則が達成されるものとします。 

 

ITシステムへのアクセス権を付与する前に、個人認証を行うものとします。認証はセキュアに

行われ、アクセスする情報資産のリスクに相応の複雑さを伴うものとします（例えば、多要素

認証、複雑なパスワード、認証情報の暗号化）。 

 

アクセス管理プロセスを定義し、プロセスは最低でも以下を含むものとします： 

 新しいアカウントの作成および付与されるアクセスレベルを十分に監視するためのア

カウントプロビジョニングおよび権限の付与 

 アクセスされる情報資産のリスクレベルに基づいた、指定の時間枠に沿ったアクセス

権の変更プロセス、アクセス権の取消、アクセスの停止、アカウントの削除 

 アクセス権のリスクベースの定期的な審査と承認プロセス 

異動者の管理では、役割が異動になったサプライヤーのいずれかの人員に関連するアクセス

を、異動から5就業日以内に、サプライヤーが要請/変更するものとします。 

 

離職者の管理では、以下のスケジュールに従い、アカウント管理チームがアクセスの削除/無効

の要請を行うものとします： 

 

 ネットワークおよびリモートアクセスアカウントの要請は、24時間以内に行うものと

します 

 事前にユーザーが通知する場合、ラインマネージャーは、ユーザーの最終勤務日また

はそれ以前に適切な削除要請を行うものとします。 

 ユーザーが事前に通知しない場合（例えば、ユーザーがオフィスにおける最終日また

はそれ以降に辞任の知らせを送る）、ラインマネージャーは辞任の受理（すなわち契

約終了日）から24時間以内に適切な削除要請を行うものとします 

 ユーザーが組織に通知しない場合、ラインマネージャーは、雇用終了日（すなわち契

約上の終了日）から24時間以内に適切な削除要請を行うものとします 

 ユーザーが解雇された場合、ラインマネージャーは、解雇（すなわち契約上の終了

日）から24時間以内に適切な削除要請を行うものとします 

 ただし、ラインマネージャーは、これがすでに自動化されている場合（例えば人事シ

 適切なLAM管理は、情報資産を不正な使用か

ら守る上で役立ちます 
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ステムを介して）、削除要請を行う必要はありません 

明確化のため、最終勤務日、オフィスでの最終日および契約終了日は同じものを意味します。

特定のビジネスおよび場所の理由によりこれらが異なる場合、契約終了日、すなわち会社が記

録上の従業員の退社を認識する日を考慮するものとします。 

 

 他のすべてのアカウントの要請は、7日以内に行われるものとします。 

 

休止アカウントの管理では、連続60日間以上使用されていないサプライヤー人員のアカウント

は自動的に休止される必要があること、または同等の補償管理が適用されることを確認するも

のとします。 

アクセス方法 情報資産へのアクセスは、CIAのセキュリティ要件を満たす方法によってのみ行われるものとし

ます。これらのアクセス方法は文書化され、CIAの能力を維持するため、定期的な見直しが行わ

れるものとします。 

 

対話型アカウントのパスワードは最低でも90日ごとに変更される必要があり、それ以前の12の

パスワードとは異なるものである必要があります 

 

ITシステム責任者は、有効な特権があるデフォルトのITシステムアカウントについて、パスワ

ードが毎回の使用後、および少なくとも90日ごとに変更されることを確認するものとします。 

 

アカウント管理では、アクセス試行が最高で5回連続失敗した場合、対話型アカウントは無効と

なることを確認するものとします 

 

リモートアクセスの管理では、Barclaysにより合意されたメカニズムを通してのみ許可される

ものとし、リモートアクセスには多要素認証を使用するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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にアクセスできること

を確認する上で役立ちます 
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管理エリア/対象 管理内容   本件が重要である理由 

非構造化情報 非構造化情報リポジトリ管理では、すべての非構造化情報リポジトリが特定され、Barclays情

報資産（秘密、機密または社内限に分類される）を含むすべての非構造化情報リポジトリへの

アクセスが「知る必要があある人物」の原則に従って構築されていることを確認するものとし

ます。 

 非構造化情報の特定は、適正な管理レベルを

適用における基本的な手順です 

本番データの使用 サプライヤーは、本番システム管理と同等の管理が設けられていない限り、データを難読化す

ることなく、テスト環境でBarclaysの本番データを使用してはなりません。 

 

Barclaysの本番の暗号化キーをテスト環境で使用してはなりません。また、本番環境でテスト

キーを使用してはなりません。 

 テスト環境では本番環境と同じセキュリティ

レベルではない場合があり、このためテスト

環境における情報資産は多大なリスクにさら

されます 

データ漏えい防止 サプライヤーは、Barclaysの情報資産タイプがさらされる可能性のあるリスクを評価するもの

とします。想定されるリスクは、最低でも、付録A：Barclaysリスク評価最小要件、表1および2

に記載される脅威および漏えいチャンネル別に通知されるものとします 

 適切なデータ漏えい防止管理は情報セキュリ

ティにおける不可欠な要素であり、Barclays

情報資産の損失を防ぎます 

輸送中の安全 輸送中にBarclaysの情報資産（秘密、機密または社内限として分類される）が、暗号化または

同等の管理により、分類に基づいて保護されるための管理体制を設けるものとします。情報資

産が物理的な形態により移送される場合、物理的セキュリティ外部サプライヤー管理規制（BEA

M）の管理要件が適用されます。 

 輸送中の管理は、Barclaysの情報を傍受や開

示から保護します。 

受取人の身元確認 サプライヤーは、Barclaysの情報をBarclaysが承認した個人にのみ送付するものとします  受取人の身元確認の管理は、Barclaysが情報

の送付先について認識していることを保証し

ます 

物理的および論理的情報

の破壊/削除/処分 

Barclaysによる要請に応じ、サプライヤーは、意味ある形での再組み立てが不可能となるよ

う、電子形式または物理的形式の情報資産を破壊するものとします。 

 

ITシステムおよびメディアに保存される情報資産は、情報資産が必要でなくなった際に回復不

能になるような形で削除または暗号化されるものとします。 

 情報資産を確実に破壊することにより、紛失

または悪意ある活動によるBarclaysの情報資

産の開示を防止します 

境界防御 サプライヤーは、BarclaysのデータのBarclaysへの再送信またはサードパーティ（これには[サ

プライヤーの]下請業者などを含む）への転送に使用される外部ネットワーク接続、インターネ

ットでアクセス可能なホスト、およびデータ転送のインベントリーを保持するものとします。

データ転送は、転送される情報資産の分類に基づいて分類され、所有者が明確に定義され、接

続が安全であることを確認するものとします。 

マルチゾーン、ネットワーク内部分離設計は、ビジネスニーズに基づいた境界について実施さ

 境界の適切な保護は、ネットワークとBarcla

ysの情報が適切に保護されていることを確認

する上で役立ちます。  
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れるものとします。 

外部ネットワークへの/からのアクセスを必要とする、または円滑にする機器のみを境界に配置

するものとします。  

社内ネットワークセキュ

リティ 

サプライヤーはBarclays情報資産を他のお客様とは分離されたネットワーク上に保存するもの

とします。 

 分離されたネットワークは、Barclays情報資

産を不正な開示から十分に保護する上で役立

ちます 

ITシステムの保護 サプライヤーは、リスクベースのアプローチに従ってシステムにパッチを適用し、適用性と予

定表を決定するものとします。アンチマルウェアソリューションを、OSレベルでサポートして

いる場所（例えば、ワークステーションやサーバーなど）に設けるものとします。 

 ITシステムセキュリティ管理は、Barclaysの

情報資産の保護において不可欠です。  

セキュアビルド標準 サプライヤーは、すべての設定可能な追加設定なしのバルク使用ソフトウェア（オペレーティ

ング・システム、データベースなど）およびインフラストラクチャで通常使用されるファーム

ウェア（SANまたはネットワーク機器）のビルド標準を定義、実施するものとします。ビルド標

準では、異なるバージョンのソフトウェアに適用される最低セキュリティ要件を文書化するも

のとします。ビルド標準は毎年見直され、必要に応じ更新されるものとします。 

 標準ビルド管理は、情報資産を不正アクセス

から守る上で役立ちます 

セキュリティ上の変更照

合と監査ログ 

ビルド標準への準拠は監視され、サプライヤーの指定された人員に報告されるものとします。

ビルド標準に従わない場合にはこれを是正するものとします。セキュリティ上の変更（セキュ

リティ設定の変更、アカウント特権の修正など）には、ログを常に作成し、改竄防止環境で保

存するものとします。  

 

適用された変更は、許可された変更と照合するものとします。 

 変更の許可を確認する標準ビルドと管理への

準拠は、Barclaysの情報資産を保護する上で

役立ちます 

ポータブル機器のセキュ

リティ 

ポータブル機器については、当該ポータブル機器に対する管理が失われた場合に（盗難または

マルウェアによる乗っ取りなど）Barclaysの情報資産へのアクセスを防止するものとし、ポー

タブル機器がネットワークに接続していない場合には、データ漏えい防止（DLP）管理が有効に

なっているものとします。 

 ポータブル機器はますます普及しており、こ

のため、ポータブル機器のセキュリティを確

保するための管理の重要性はますます高まっ

ています。 

アプリケーションの保護 サプライヤーは、アプリケーションがセキュアなコーディング手順を使用して作成されてお

り、LAM構造を通じてアクセスできる情報資産を基にした十分なLAM構造があることを確認する

ものとします。  

 

アプリケーションのバイナリー設定は、デプロイの段階またはソースライブラリにある期間

中、不正な変更から保護されるものとします。 

 アプリケーション開発を保護する管理は、デ

プロイにおいてアプリケーションがセキュア

であることを確認する上で役立ちます 

ネットワークアクセスと

リモートアクセス 

サプライヤーは、社内ネットワークへのアクセスが監視され、許可されている機器のみが適切

なネットワークアクセス管理を通じて許可されることを確認するものとします。Barclaysの情

報資産へのリモートアクセスが許可されている場合、ユーザーの身元、機器の種類、機器のセ

 ネットワークアクセス管理は、新たな脆弱性

の原因となる、安全でないデバイスがサプラ

イヤーのネットワークに接続されることを防
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キュリティ面（パッチレベル、アンチマルウェアの状況、ルート化または非ルート化のモバイ

ル機器など）を考慮したエンドポイントの十分な認証および許可を行うものとします。 

止します 

暗号化 サプライヤーは使用する暗号化技術と暗号アルゴリズムの目的適合性を確認するため、これら

をレビュー、評価するものとします。デプロイされた暗号の強度は、業務またはパフォーマン

スに影響を与える可能性があるため、リスク選好に相応したものであるものとします。 

 最新かつ適切な暗号保護とアルゴリズムは、

今後もBarclaysの情報資産を保護します 

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、

関連するBarclaysチームにより承認を受ける必要であります。また、Barclaysの情報とサービ

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、リスクプロフィールおよび

情報資産の重要度に相応したものである必要があります。 

 この原則が履行されない場合、不適切に保護

されたBarclaysの情報資産が危害を受ける可

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。 

  



2016年12月第7.0版         9 

 

定義  

システム この方針の文脈において、システムとは、人員、手順、IT機器およびソフトウェアを指す。この複合体の要素は、与えられたタスクを

行うため、または特定の目的、サポートまたはミッションに関する要件を達成するために意図された運用環境またはサポート環境にお

いて共に使用される。 

テスト環境 ソフトウェアおよびハードウェアにより構成される環境で、本番環境でリリースされる前に変更がテストされる。  

プラットフォーム アプリケーションプログラムが意図された通りに作動[実行]するための存在、機能している必要のあるハードウェアおよびソフトウェ

アプラットフォームには、オペレーティングシステムまたはエグゼクティブソフトウェア、通信用ソフトウェア、マイクロプロセッサ

ー、ネットワーク、入力/出力ハードウェア、ジェネリックソフトウェアライブラリ、データベース管理、ユーザーインターフェース

ソフトウェアなどが含まれる。 

ユーザー 高レベルの特権を持たず、Barclaysが所有するシステムに対するアクセス権を付与されているサプライヤーの社員、コンサルタント、

請負業者または派遣社員に割り当てられるアカウント。 

機能 同じまたは異なるITシステムにアクセスするために使用する、個別の社員IDに割り当てられないアカウント。  

共有  アクセスするシステムの性質上、アクセス権を持つが、個人アカウントのオプションは付与されないBarclaysグループの複数の社員、

コンサルタント、請負業者または派遣社員に付与されるアカウント（Barclaysソーシャルメディアアカウント、仮想データルームアカ

ウント、アプリストアアカウントなど）。 

構造化情報  アプリケーションシステムがアクセスするデータベースに通常保存される情報。 

最小権限 ユーザーまたはアカウントがビジネス上の役割を履行するための最低レベルのアクセス/許可 

災害復旧環境 災害が起こった際に、本番環境に代替処理機能を提供するハードウェアとソフトウェアからなる環境 

情報ライフサイクル 情報資産ライフサイクルとは、情報資産がその存在期間中に通過する様々な段階を指し、以下が含まれる： 

 

作成と導入、保存、アクセスと使用、共有、アーカイブ化、処分 

情報資産 その組織にとっての価値を有する単一または複数の情報 

情報資産の所有者 資産の分類と、それが適正に取り扱われることを保証する責任を負うBarclays内の個人 

特権  特権アカウントとは、特定のITシステムに対して高レベルの管理を提供するアカウントを指す。こららのアカウントは通常、ITシステ

ムのシステムメンテナンス、セキュリティ管理、または、構成変更のために使用される。  

非構造化情報 オフィス自動ファイルタイプ（Microsoft Officeファイルなど）、スクリプトまたは映像の形で保存される情報 

本番環境 ビジネス目的のためのエンドユーザーからの情報の保存および処理に使用される、ハードウェアおよびソフトウェアで構成される本番

環境。これには災害復旧環境が含まれる。 
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付属書A：Barclaysの情報リスク評価最小要件 

表１：脅威 

脅威 説明 

許可されない情報の改変 情報改変のため、コンピューターシステムを許可なく使用すること。これは、不正アクセスしたアカウント、または意

図的にまたは不意に権限を超えた、権限を持つ個人によって発生します。 

許可されない情報の開示 以下の情報を不意にまたは意図的に許可なく開示すること: 

 ビジネス情報（プロジェクト名、顧客名、医療記録、クレジットカード番号など）  

 機密のユーザーアクセスの認証情報（一意のIDおよび認証子） 

ソフトウェアの盗難または不正使用または不

正アクセス 

Barclaysの専有ソフトウェアか、Barclaysがサードパーティーから使用許諾されているかに関わらず（プログラム、コ

ンピューターコード、ソースコード、方法論など）、Barclaysソフトウェアの盗難。 

Barclaysの情報資産への不正アクセス  

または盗難 

以下に対する許可されないアクセスまたは盗難： 

 Barclaysのビジネス情報（顧客リスト、製品設計、営業秘密、または知的財産など） 

 個人を特定できる情報（クレジットカード番号、従業員ID、または医療記録など） 

Barclays情報資産を含むモバイル機器または

携帯ストレージデバイスの盗難または紛失 

ノートPC、タブレット、スマートフォン、携帯ストレージデバイスなどの携帯コンピューター機器の盗難または紛失

（個人によりリモート環境で使用される機器など）。 
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表2：サプライヤーの情報リスク調査の一部として考慮する必要がある、最低限のデータ（情報）漏洩チャンネル：  

チャンネル 例 

Eメール 企業Eメール、ウェブメール、その他のメール 

ウェブ インターネット（ソーシャルネットワーク、Wiki、チャットルームな

ど） 

リムーバブルメディア 許可された/不正な使用、バックアップテープ、USBデバイス（メモリー

スティック、ポータブルHDDを含む）。およびオプティカルメディア、ス

マートカードなど 

物理的デバイス 
会社のデバイス（ノートPC、電話、タブレットなど） 

個人のデバイス（ノートPC、電話、タブレットなど） 

文書/紙ソース（メモ帳、フリップチャートなど） 

紙以外のソース（暗号キーカード、スマートカードなど） 

物理的ファイル 

印刷 すべての印刷 - 個人宅、リモート 

ファイル転送 
ウェブサイト 

クラウドサービス 

ピアツーピア/ＩＭ 

FTP/セキュアFTP 

ファクス 

EDI（電子データ交換） 

人 
ソーシャルエンジニアリング 

強要 

贈収賄 

ヒューマンエラー 

音声 
ディクタフォン 

電話会議 

録音およびボイスメール 

ネットワークと接続性 
セキュリティの低い/個人のネットワーク 

Wi-Fi 

リモートアクセス 

画像 
写真取り込み 

ウェブカメラ 

ビデオ/CCTV 
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付属書B：Barclaysの情報分類スキーム表1：Barclaysの情報分類スキームおよびデフォルトのラベル  

分類 定義 例 

 

秘密 

無許可で開示された場合（内部または外部）、深刻な財務的または名声上の

損害、競争優位性の重大な損失、または規制上の制裁または法的手続きの原

因となる可能性がある情報。   

一部の情報は、短期間のみ「秘密」と考えられる場合があることに注意して

ください。 

 利益予測または年度決算結果（一般公開前） 

 吸収合併または買収可能性の情報 

 戦略計画情報 

 執行委員会議事録 

 特性情報システムセキュリティ設定情報*  

 特定の監査所見およびレポート* 

 特定の依頼人、顧客、スタッフ情報* 

 

 

部外秘 

組織の占有情報、または主要ビジネスプロセスに関連する情報で、すべての

従業員がアクセスする必要はない、または適切でない情報。   

この情報へのアクセスは、自身の責務を果たすために知ることが必要な人員

のみに必要とされます。このような情報は、社内または社外の許可がない人

員に開示された場合、悪影響を及ぼす可能性があります。 

個人および金融顧客の情報は、少なくとも部外秘に分類するものとします。

情報に「個人の秘密」の性格があり、特別な保護が必要な情報は秘密として

分類するものとします。. 

 新製品計画 

 依頼人契約書 

 監査所見およびレポート* 

 法的契約書 

 顧客/依頼人情報* 

 戦略および予算 

 脆弱性評価 

 成績評価 

 スタッフの報酬および個人情報 

 情報システムセキュリティ設定情報* 

 

社外秘 

Barclaysの社内業務に関連する情報、部外秘以外の社内通信および一般通信

に適用され、組織全体への配布が適切なもの。  

このような情報は通常、許可されていない人員に開示された場合でもBarclay

s、その顧客またはビジネスパートナーに重大な影響または結果を及ぼすこと

はありませんが、従業員以外には適切でない、Barclays内部業務の知識をも

たらす可能性があります。   

社外秘情報は、情報資産所有者の許可により、適宜、組織外に送信すること

ができます（業務を委託したサードパーティーなど）。 

 組織のポリシーおよび基準 

 手順書 

 社内発表 

 スタッフの名前および住所録 

 職務権限 

 組織図 

 社員ハンドブック 

 ニュースレター 

 部外秘または秘密に分類されていない社内通信（個人宛または多数

宛） 

 部外秘または秘密に分類されていないミーティング議題/議事録 

 

制限なし 

すでにパブリックドメインにあるか、またはパブリックドメインにあること

を許可された情報、または許可なく一般公開された場合、Barclays、顧客ま

たはビジネスパートナーに重大な影響または結果を及ぼすことのない情報。  

 マーケティング資料 

 求人広告 

 公示 

 Barclaysの一般公開サイト 

 出版物 

*  システムセキュリティ設定情報、監査所見、および個人情報は、無許可の公開がビジネスに及ぼす影響により、部外秘または秘密のいずれかに分類される場合があ

ります  
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Barclaysの情報分類スキーム表2：Barclays情報分類スキームの、情報資産ライフサイクルを通した取り扱い要件    

分類 

ライフサイ

クル 

段階 

社外秘 部外秘 秘密 

作成および導入 

 

 資産には情報所有者を割り当てることが

必須。 

  

 資産には情報所有者を割り当てることが必須。  資産には情報所有者を割り当てることが必須。 

保存  資産（物理または電子）は、公共エリア

（訪問者が監視されずにアクセスするこ

とが可能なサプライヤー施設内の公共エ

リアを含む）に保管してはなりません。 

 

 情報は、訪問者が監視されることなくア

クセスが可能なサプライヤー施設内の公

共エリアに放置してはなりません。 

 資産（物理または電子）は、許可を受けない人物

が表示またはアクセスできる場所に保管してはな

りません 

 

 保管中の電子資産は、許可を受けない人物がアク

セスできる重大なリスクがある場合は、暗号化ま

たは適切な補償管理によって保護することが必須

です。 

 

 資産（物理または電子）は、許可を受けない人物

が表示またはアクセスできる場所に保管してはな

りません。 

 

 保管中の電子資産は、許可を受けない人物がアク

セスできる重大なリスクがある場合は、暗号化ま

たは適切な補償管理によって保護するものとしま

す 

 

 Barclaysのデータ、アイデンティティ、および/ま

たは名声を保護するために使用されるすべてのプ

ライベート鍵は、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モジュール（HSM）

により保護されるものとします 

アクセスおよび

使用 

 資産（物理または電子）は、サプライヤ

ー施設外の公共エリアに放置してはなり

ません。 

 

 資産（物理または電子）は、訪問者が監

視されることなくアクセスが可能なサプ

ライヤー施設内の公共エリアに放置して

はなりません。 

 

 

 電子資産は、必要に応じ、適切な論理的

アクセス管理により保護するものとしま

す 

 資産（物理または電子）は、許可を受けない人物

が表示またはアクセスできる場所で作業したり、

無人状態で放置してはなりません。資産は、適切

な管理が確立されている場合のみ作業可能です

（覗き見防止フィルムなど）。 

 

 印刷された資産は、速やかにプリンターから回収

するものとします。それが不可能な場合は、印刷

セキュリティーツールを使用するものとします。 

 

 電子資産は、適切な論理的アクセス管理により保

護することが必須です 

 資産（物理または電子）は、許可を受けない人物

が表示またはアクセスできる場所で作業したり、

無人状態で放置してはなりません。資産は、適切

な管理が確立されている場合のみ作業可能です

（覗き見防止フィルムなど）。 

 

 印刷されるアセットは、印刷セキュリティツール

を使用して印刷するものとします。 

 

 電子資産は、適切な論理的アクセス管理により保

護するものとします 

共有  紙印刷された資産には、明確な分類ラベ

ルを貼るものとします。ラベルは、最低

 紙印刷された資産には、明確な分類ラベルを貼る

ものとします。ラベルは、最低でもタイトルペー

 紙印刷された資産には、毎ページに明確な分類ラ

ベルを付けるするものとします。 
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分類 

ライフサイ

クル 

段階 

社外秘 部外秘 秘密 

でもタイトルページに貼るものとしま

す。 

 

 電子資産には、明確な分類ラベルを付け

るものとします 

 

 資産は、必ず組織により承認されたシス

テム、方法、またはサプライヤーを使用

して配布するものとします。 

 

 資産は、組織により雇用された、また

は、適切な契約上の義務がある人員宛、

または、契約交渉など明確に認識された

ビジネスの一貫として配布されるものと

します。 

ジに貼るものとします。 

 

 紙印刷された資産が入れられた封筒には、表面に

明確な分類ラベルを貼るものとします 

 

 電子資産には、明確な分類ラベルを付けるものと

します。複数ページの電子文書のコピーには、全

ページに明確な分類ラベルを付けるものとしま

す。 

 

 資産は、必ず組織により承認されたシステム、方

法、またはサプライヤーを使用して配布するもの

とします。 

 

 資産は、組織により雇用された、または、適切な

契約上の義務がある人員宛、または、契約交渉な

ど明確に認識されたビジネスの一貫として配布さ

れるものとします。 

 

 資産は、それを受け取るためのビジネス上のニー

ズがある人員のみに配布するものとします。 

 

 資産は、受信者がその資産をすぐに回収できるこ

とを送信者が確認していない限り、ファックスで

送信してはなりません。 

 

 電子資産は、サプライヤーの社内ネットワーク外

に転送する場合は、承認済みの暗号保護メカニズ

ムを使用して暗号化するものとします。 

 

 

 紙印刷された資産が入れられた封筒には、表面に

明確な分類ラベルを貼り、開封明示シールを貼る

ものとします。それらは配布前に、ラベルのない

別の封筒に入れるものとします。  

 

 電子資産には、明確な分類ラベルを付けるものと

します。複数ページの電子文書のコピーには、全

ページに明確な分類ラベルを付けるものとしま

す。 

 

 資産は、必ず組織により承認されたシステム、方

法、またはサプライヤーを使用して配布するもの

とします。 

 

 資産は、組織により雇用された、または、適切な

契約上の義務がある人員宛、または、契約交渉な

ど明確に認識されたビジネスの一貫として配布さ

れるものとします。 

 

 資産は、情報所有者により受信を個別に許可され

た人員のみに配布するものとします。 

 

 資産はファックスで送信してはなりません。 

 

 電子資産は、サプライヤーの社内ネットワーク外

に転送する場合は、承認済みの暗号保護メカニズ

ムを使用して暗号化するものとします。   

 

 電子資産の流通管理を維持するものとします。 
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分類 

ライフサイ

クル 

段階 

社外秘 部外秘 秘密 

アーカイブ化と

処分 

 紙印刷された資産は、機密文書廃棄処理

サービスを使用して処分するものとしま

す。 

 

 電子資産のコピーは、システムの「ごみ

箱」または類似の機能から適時削除する

ものとします。 

 紙印刷された資産には、機密文書廃棄処理サービ

スを使用して処分するものとします。 

 

 電子資産のコピーは、システムの「ごみ箱」また

は類似の機能から適時削除するものとします。 

 紙印刷された資産には、機密文書廃棄処理サービ

スを使用して処分するものとします。 

 

 電子資産のコピーは、システムの「ごみ箱」また

は類似の機能から適時削除するものとします。 

 

 秘密電子資産が保存されていたメディアは、処分

の前または処分中に、適切に機密情報を分離する

ものとします。 

 

 


