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外部サプライヤー管理要件 

 

論理的アクセス管理（LAM）、情報分類処理（ICH) 

およびレコード管理（該当する場合） 
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管理エ

リア 

管理対象 管理内容   本件が重要である理由 

ガバナンス

と保証 

役割と責任 サプライヤーは、情報リスクマネジメント（「IRM」）

（論理アクセス管理、情報の分類と取り扱い、および、

該当する場合はレコード管理）の役割と責任を定義し、

伝達することが必須です。これらは、サプライヤーの業務モデ

ルまたはビジネスに何らかの実体的変更がある場合は、見直すこと

が必要です。 

主要な役割には、IRMとレコード管理に責任を負う、上

級役員が含まれる必要があります。 

IRMおよびレコード管理には、管理が有効に策

定され、実施され、運用されることを確実とす

るために、高い経営レベルの支援が要求されま

す。 

上級経営陣に、情報リスク管理の策定と運用へ

の保証をもたらすために、継続的な監視が必要

です。 

情報リスク報告 情報リスクインシデントが報告され、管理されることを確実にする

ために、文書化された管理およびプロセスが確立されることが必須

です。 

 

IRMおよびレコード管理インシデントや情報違反は、サプライヤーに

よって、速やかにBarclays 

に報告されなければなりません。Barclays情報、および/または、Ba

rclays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。 

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、改善プ

ラン（アクション、責任者、実施日付）によって対処され、また、B

arclaysに対して開示され、合意を受けることを保証しなければなり

ません。 

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、こ

の表への適合を測定し、審査し、文書記録することが必須です。 
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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

、法制要件に関連するIRMおよびレコード管理が適切に文書化され、

適合していることを保証しなければなりません。 

管理エ

リア 

管理対象 管理内容 本件が重要である理由 

教育と意識

向上 

新人の教育と意識向上 サプライヤーは、IRMおよびレコード管理の役割と責任を確実に理解

させる教育を、サプライヤーの新しい人員すべてが合理的な期間内

に完了することを保証しなければなりません。 

サプライヤーの人員が、IRMおよびレコード管

理に関連する、その責任を理解していることを

確実にするため。このことは、サプライヤーが

、不用意に情報公開することを防止し、リスク

を回避するための一助となります。 
継続的教育と意識向上 サプライヤーは、サプライヤーのすべての人員が、IRMおよびレコー

ド管理の役割と責任を熟知することを確実する必須の教育を、年1回

完了することを保証しなければなりません。 

情報分類リ

スク評価 

情報リスク評価 サプライヤーは、Barclaysの情報資産タイプが公開されるおそれが

あるリスクを、評価しなければなりません。考えられるリスクは、

最小限、付属書A：「Barclaysリスク評価最小要件、表1および２」

にリストされた脅威と漏洩チャンネル毎に、通知される必要があり

ます 

このような要件が実施されなければ、Barclays

の秘密情報が、許可のない改変、開示、アクセ

ス、損傷、遺失、破壊に対して脆弱となる結果

をもたらし、法制上の制裁、名声の毀損、また

は、ビジネスの遺失/損壊を招く場合がありま

す。 情報リスクギャップ分析 サプライヤーは、リスク評価を実行し、文書化して、情報資産タイ

プが適切に保護されているかどうか、情報資産の価値と秘密性を考

慮に入れて判定しなければなりません。すべてのリスクを、尤度と

結果を含めて、文書化することが必要です。 

情報リスクギャップ修復 サプライヤーは、評価後に特定された改善措置が、特定されたギャ

ップ毎の改善プラン（アクション、責任者、実施日付）によって対

処され、また、Barclaysに対して開示され、合意を受けることを保

証しなければなりません。 

情報リスク評価のレビュー IRMリスク評価は、次のようにレビューする必要があります： 

a. 新しいタイプの情報資産が作成されている、または、

導入されている、および、 

b. 最低限年1回としますが、ただし、より高い頻度が求め
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られる場合があります（例えば、新しい脅威が出現し

た場合）。注：完全なリスク評価は、サプライヤーの

リスク環境が大幅に変化した場合のみ必要とされます 

管理

エリ

ア 

管理対象 管理内容   本件が重要である理由 

情報分

類利用

要件 

利用規定 サプライヤーは、サプライヤーの人員に自らの責任を知らしめ

る、利用要件を作成し、公表しなければなりません。 

 
サプライヤーは、利用要件へのコンプライアンスを確実にする

ための、適切な段階を踏む必要があります。 

この要件が実施されていない場合には、Barcla

ysの秘密情報が、許可のない改変、開示、アク

セス、損傷、遺失、破壊に対して脆弱となる結

果をもたらし、法制上の制裁、名声の毀損、ま

たは、ビジネスの遺失/損壊を招く場合があり

ます。 

情報分

類の特

定 

情報所有者 サプライヤーは、情報分類および処理に関する、Ba

rclaysとの窓口となる連絡担当者を指名し、情報資

産が特定され、情報所有者が存在することを確証し

なければなりません。 

情報リスクは、情報とその所有者を特定しなけ

れば、効果的に軽減することはできません。 

 
この要件が実施されていない場合には、Barcla

ysの秘密情報が、許可のない改変、開示、アク

セス、損傷、遺失、破壊に対して脆弱となる結

果をもたらし、法制上の制裁、名声の毀損、ま

たは、ビジネスの遺失/損壊を招く場合があり

ます。 

情報分

類、情

報資産

分類、

および

、ラベ

リング 

情報分類 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、または、代替のスキームを合意しなければ

なりません。 

 

Barclaysの秘密情報が、アクセスを許可された

人員のみに制限されること（守秘）、許可のな

い変更が防止されること（完全性）、必要な際

に取得され、提示されること（可用性）を確実

にするために、適切な管理が効果的に運用され

ることが必須です。 

このような要件が実施されなければ、Barclays

の秘密情報が、許可のない改変、開示、アクセ

ス、損傷、遺失、破壊に対して脆弱となる結果

をもたらし、法制上の制裁、名声の毀損、また

は、ビジネスの遺失/損壊を招く場合がありま

情報のラベリング サプライヤーは、それを行うことが現実的であり、適切である

場合は、Barclaysの情報分類スキーム（または、合意された代

替のスキーム）の要求事項に従って、情報資産にラベル付けを

しなければなりません。 

 
• 現実的とは、ラベル付けの実行可能性を指します -

情報資産に実際にラベル付けすることができますか? 

例えば、文書にラベルを付けることは現実的ですが、
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データベースにラベルを付けることは非現実的です。 

• 適切とは、ラベル付けのメリットが関連コストに見合

うかどうかを意味します。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の合意が必須となります。 

す。 

管理エリア 管理対象 管理内容   本件が重要である理由 

情報分類、情報

資産保護 

情報資産保護 サプライヤーは、情報資産を、ライフサイクル全体でその分類と取り扱

い要件に従って取り扱わなければなりません（付属書B、表2参照）。  

Barclaysの秘密情報が、アクセスを許可された

人員のみに制限されること（守秘）、許可のな

い変更が防止されること（完全性）、必要な際

に取得され、提示されること（可用性）を確実

にするために、適切な管理が効果的に運用され

ることが必須です。 

 
このような要件が実施されなければ、Barclays

の秘密情報が、許可のない改変、開示、アクセ

ス、損傷、遺失、破壊に対して脆弱となる結果

をもたらし、法制上の制裁、名声の毀損、また

は、ビジネスの遺失/損壊を招く場合がありま

す。 

秘密および部外秘情報取り

扱い要件 

サプライヤーは、秘密または部外秘情報、または、サプライヤーが使用

する情報分類スキームに従って相当とされる情報の、受領者または使用

者が、これらの資産に適用される特定の取り扱い要件を熟知しているこ

とを、このような要件がラベリングにより伝達済みでない限りは、確証

しなければなりません。 

ITシステムの保護 秘密または部外秘情報を、この表により、特にBarclaysの情報分類スキ

ームまたは合意された分類スキームに関連して、要求される保護のレベ

ルに達しないITシステムにより保存、処理、共有をしてはなりません（

付属書B、表2参照）。 

 

論理的アクセス

管理の責任と妥

当性 

論理的アクセス管理の妥当

性 

この表に記述されたLAM管理の実施に対する、すべての責任が定義されて

いることを確実にするための管理が確立されていなければなりません。

デフォルトでは、すべてのLAM管理目標は、社外秘以上に等級付けられた

情報資産を保存または処理する、すべてのITシステムに適用されること
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が必須です。 

 
 
 
 
 

管理エ

リア 

管理対象 管理内容   本件が重要である理由 

アカウント

に対する個

人の責任 

認証管理 すべてのアカウントとその使用が個人に帰属可能であること、

および、アカウントのいずれの使用も、アクセスが許可される

前に適切に認証されることを、確実にするための管理が確立さ

れなければなりません。 

 
認証のための管理が確立されることが必須であり、ITシステム

とサービスに適用される認証のレベルが、システムまたはサー

ビスに対するリスク評価に相当するものであることを確証する

ことが必要です。 

適用と認証のメカニズムは、パスワードまたは暗証番号（PIN

）を判読可能な形式で表示してはならず、また、アカウントの

自動再アクティベーションプロセスには、同じアカウントを再

アクティベーションするインスタンス間隔の少なくとも30分間

の遅延が組み込まれていなければなりません。 

 
 

Barclaysの情報が、アクセスを許可された人員

のみに制限されること（守秘）、許可のない変

更が防止されること（完全性）、必要な際に取

得され、提示されること（可用性）を確実にす

るために、適切な管理が効果的に運用されるこ

とが必須です。 

 
このような要件が実施されなければ、Barclays

の秘密情報が、許可のない改変、開示、アクセ

ス、損傷、遺失、破壊に対して脆弱となる結果

をもたらし、法制上の制裁、名声の毀損、また

は、ビジネスの遺失/損壊を招く場合がありま

す。 

アカウント

に対する個

人の責任 

対話型アカウントのパスワード変更 対話型アカウントのパスワードは、最長90日以内に変更される

必要があり、それ以前の12のパスワードと異なっている必要が

あります。 

デフォルトシステムITアカウントのパス

ワード変更 
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

テムアカウントは、そのパスワードが、毎回の使用後、および

、少なくとも90日ごとに変更されていることを確証しなければ

なりません。 
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アカウントのロックアウト アカウント管理は、対話型アカウントが、アクセスの試みを最

大5回連続で失敗した後、確実に無効にすることが必要です。 

 

リモートアクセス リモートアクセスによる管理は、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ことが必須であり、リモート

アクセスは多要素認証を使用する必要があります。 

 

管理エ

リア 

管理対象 管理内容 本件が重要である理由 

アクセス管

理プロセス 
アクセス管理プロセス サプライヤーは、アクセス管理プロセスが文書化され、すべて

のITシステム（秘密、部外秘、社外秘に分類されたBarclaysの

情報資産を保存または処理するもの）に適用されることを保証

しなければならず、実施される際には、以下に対する適切な管

理を実現しなければなりません： 

• 新人、異動者、離職者 

• 休止アカウント 

• リモートアクセス 

• 非構造化情報リポジトリ 

承認には、アクセスの許可、変更、取消のプロセスに、許可さ

れる権限に相当する承認のレベルが含まれることを確実にする

ために、管理が確立されなければなりません。 

 
アクセス管理プロセスに、検証を識別するための適切なメカニ

ズムが含まれることを確実にするために、管理が確立されるこ

とが必須です。 

Barclaysの情報が、アクセスを許可された人員

のみに制限されること（守秘）、許可のない変

更が防止されること（完全性）、必要な際に取

得され、提示されること（可用性）を確実にす

るために、適切な管理が効果的に運用されるこ

とが必須です。 

このような要件が実施されなければ、Barclays

の秘密情報が、許可のない改変、開示、アクセ

ス、損傷、遺失、破壊に対して脆弱となる結果

をもたらし、法制上の制裁、名声の毀損、また

は、ビジネスの遺失/損壊を招く場合がありま

す。 

アクセス管

理プロセス 

異動者/離職者の管理 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/変更することを確実にしなければなりませ

ん。 
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離職者の管理では、サプライヤーのいずれかの人員に、もはや

アクセスの必要がなくなった場合に、直属のマネージャーが、

そのサプライヤーの人員の最終勤務日、または、それ以前に適

切な削除要請を提出することを確実にしなければなりません（

例えば、人事システムを通して既に自動化されている場合を除

きます）。 

 
離職者管理は、アクセスの削除/無効の要請が、次のスケジュ

ールに従ってアカウント管理チームによって実行されることを

確実にしなければなりません： 

• 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時間以内に実行されることが必要です 

• 他のすべてのアカウントの要請は、7日以内に実行さ

れることが必要です。 

管理エ

リア 

管理対象 管理内容 本件が重要である理由 

アクセス管

理プロセス 

アクセスの再認証 アクセス許可がその目的に相応であることを確証するために、

少なくとも12か月ごとにレビューされる必要があること確実に

するための管理が、確立されていなければなりません。 

Barclaysの情報が、アクセスを許可された人員

のみに制限されること（守秘）、許可のない変

更が防止されること（完全性）、必要な際に取

得され、提示されること（可用性）を確実にす

るために、適切な管理が効果的に運用されるこ

とが必須です。 

  

このような要件が実施されなければ、Barclays

の秘密情報が、許可のない改変、開示、アクセ

ス、損傷、遺失、破壊に対して脆弱となる結果

をもたらし、法制上の制裁、名声の毀損、また

は、ビジネスの遺失/損壊を招く場合がありま

す。 

休止アカウント 休止アカウントの管理では、サプライヤーの人員の、連続する

60日間以上使用されていないアカウントが、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、確実にしなければなりません。 

 

非構造化情報リポジトリ 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、秘密情報が含まれるあらゆる非構造化情報

リポジトリへのアクセスが、 「need-to-know, need-to-have 

（知る必要がある情報のみを持つ必要がある）」の原則に従っ

て設定されることを確実にしなければなりません。 

特権アクセ

ス管理プロ

セス 

最小限の権限 サプライヤーの人員およびアカウントに、その役割りを効果的

に実施するために必要なアクセス権のみがあること（「最小限

の権限の原則」）を確実にするための管理が確立され、すべて

Barclaysの情報が、アクセスを許可された人員

のみに制限されること（守秘）、許可のない変

更が防止されること（完全性）、必要な際に取
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のアカウントおよびアカウントの組み合わせに達成されなけれ

ばなりません。 

得され、提示されること（可用性）を確実にす

るために、適切な管理が効果的に運用されるこ

とが必須です。 

  

このような要件が実施されなければ、Barclays

の秘密情報が、許可のない改変、開示、アクセ

ス、損傷、遺失、破壊に対して脆弱となる結果

をもたらし、法制上の制裁、名声の毀損、また

は、ビジネスの遺失/損壊を招く場合がありま

す。 

特権アクセスの再認証 すべての特権アクセス許可は、少なくとも6か月ごとにレビュー

されることが必須であり、特権アクセス要求には適切な管理が

実施されなければなりません。 

任務の分離 アクセス管理プロセス（プロビジョニングを含む）が、任務分

離の要件をサポートすることを確実にするために、管理が確立

されることが必須です。 

 
定義された任務分離のルールに違反する、ITシステムへのあら

ゆるユーザーアクセスを検証し、解決することを、少なくとも

毎週のベースで確証するために、管理が確立されなければなり

ません。 

管理エ

リア 

管理対象 管理内容 本件が重要である理由 

データ（情

報）漏洩管

理 

Barclays秘密情報のローカルストレージ 

 
秘密情報がローカルで保存される場合に（例えばノートPCのハ

ードディスクや携帯デバイス）、暗号化されることを確実にす

るための管理が確立されていなければなりません。 

Barclaysの情報が、アクセスを許可された人員

のみに制限されること（守秘）、許可のない変

更が防止されること（完全性）、必要な際に取

得され、提示されること（可用性）を確実にす

るために、適切な管理が効果的に運用されるこ

とが必須です。 

  

このような要件が実施されなければ、Barclays

の秘密情報が、許可のない改変、開示、アクセ

ス、損傷、遺失、破壊に対して脆弱となる結果

をもたらし、法制上の制裁、名声の毀損、また

は、ビジネスの遺失/損壊を招く場合がありま

す。 

Barclays秘密情報の、企業Eメールによ

る転送 

 

秘密情報が、サプライヤーの企業Eメール経由で転送されないこ

とを確実にするための管理が確立されていなければなりません

（例えば、秘密情報を含むEメール/添付ファイルの自動ブロッ

ク）。 

データ（情

報）漏洩管

理 

インターネット経由で送信されるBarcla

ys秘密情報 

 

秘密情報がインターネット経由で送信されないことを確実にす

るために、管理が確立されることが必須です。例えば、この管

理には、ウェブサイトの「ホワイトリスト作成」を含めること

ができます。 
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Barclays秘密情報の、データ（情報）漏

洩を招きかねない、USBおよびオプティ

カルメディアポート/使用可能なポータ

ブルメディア用の他のメカニズムによる

、無許可の保管 

USBまたは他のポータブルメディアの使用能力制限を確実にする

ために、管理が確立されることが必須です。USBまたはポータブ

ルメディア使用を、（必要に応じて）検知およびブロックする

ためのモニター管理が確立されなければなりません。 

 

 

 

レコード管理（該当する場合） 

管

理

エ

リ

ア 

管理対

象 

管理内容   本件が重要である理由 

レコ

ード

管理

の保

持 

法制によ

る保持の

要件 

サプライヤーは、すべての関連レコードが、適用される法律、規則、または、ビジネス

上の必要性に従って保持され、処分されることを確実にしなければなりません。 

このような要件が実施されなければ、Barclaysの情報が 

適用される法律、規則、または、ビジネス上の必要性に沿

って保持されない結果となる可能性があり、法制上の制裁

、名声の毀損、または、ビジネスの遺失/損壊を招く場合が

あります。 
保持スケ

ジュール 

サプライヤーは、すべての関連レコードが、合意されたBarclaysの保持計画に定義され

た保持期間に沿っていることを確証する必要があり、サプライヤーは、Barclaysからそ

のような指示がある場合には、関連レコードの保持期間を変更しなければなりません。 

レコード

所有者 

サプライヤーは、Barclaysの関連レコード所有者との窓口となる、連絡担当者を指名す

ることが必要です。 

レコ

ード

のス

保護 サプライヤーは、関連レコードが、保持期間全体で許可されない遺失、改変、破損を防

止するための物理的、環境的、論理的管理によって保護され、また、Barclaysの情報分

類スキームによる守秘性分類に従って保護されることを保証しなければなりません。 
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トレ

ージ 

アクセス サプライヤーは、関連レコードへのアクセスが、適切に許可された、その職務を果たす

ためにアクセスする必要があるサプライヤーの人員のみに限定されることを確実にする

ために、物理的/論理的管理を行わなければなりません。 

インベン

トリー 

サプライヤーは、物理的な関連レコードのインデックス/インベントリーが維持管理され

ること/Barclaysがアクセスできること、および、少なくとも年1回レビューされること

を確実にしなければなりません。 

インデックス/インベントリーには、少なくとも次の必須情報が含まれることが必要です

： 

• ボックスの所有者 

• ボックス番号 

• コンテンツの説明 

• 破棄日付 

管

理

エ

リ

ア 

管理対

象 

管理内容   本件が重要である理由 

レコ

ード

の復

旧 

復旧 サプライヤーは、関連レコードが、次の要求タイムスケール以内に復旧できることを保

証しなければなりません： 

• 電子的な関連データは、3就業日以内、または、適用される法制要件により要求

される期間内に復旧できること； および 

 
• 物理的な関連データ/アーカイブ化された電子的データ（稼働中のシステムから

はすぐにアクセスできない）は、10就業日以内、または、適用される法制要件

により要求される期間内に復旧できること 

 

サプライヤーは、復旧プロセスが文書化され、プロセスが少なくとも年1回、試験体制ま

たは通常のプロセスとして業務を通して試験されることを保証しなければなりません。 

 

このような要件が実施されなければ、関連レコードが、許

可のない改変、開示、アクセス、損傷、遺失、破壊に対し

て脆弱となる可能性があり、法制上の制裁、名声の毀損、

または、ビジネスの遺失/損壊を招く場合があります。 

保護 サプライヤーは、輸送の間、関連レコードをBarclaysの情報分類スキームに相当する適

切な管理（物理的、環境的、論理的）により、保護しなければなりません。 
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レコ

ード

のフ

ォー

マッ

ト 

信頼性と

整合性 

サプライヤーには、関連レコードの信頼性と整合性を維持し、保護するために確立され

た管理があることが必須です。管理は、Barclaysの情報分類スキームに相当しなければ

なりません。 

サプライヤーは、例えば関連レコードを再書込み不能、消去不能フォーマットで維持管

理するなど、何らかの国家の適用法制/規則に適合することが要求される、特定のフォー

マットでレコードを維持管理する必要があります。 

 
 
 

管

理

エ

リ

ア 

管理対

象 

管理内容   本件が重要である理由 

レコ

ード

のフ

ォー

マッ

ト 

スキャン

文書 

スキャン文書が一次レコードとして使用される場合には、サプライヤーは、関連レコー

ドが以下のようなスキャン処理によって取り込まれたことを確証しなければなりません

： 

• スキャンされる文書の取り込みに関する、適用させるあらゆる法制要件を遵守

していること 

• 関連レコードの価値と、Barclaysの情報分類スキームにリストされた分類要件

に相当する品質保証プロセスが確立されていることを保証すること； および 

• 少なくとも200dpi（インチ当たりのドット数）のスキャン解像度を使用して、

スキャン文書を取り込むこと 

 

このような要件が実施されなければ、関連レコードが、許

可のない改変、開示、アクセス、損傷、遺失、破壊に対し

て脆弱となる可能性があり、法制上の制裁、名声の毀損、

または、ビジネスの遺失/損壊を招く場合があります。 

レコ

ード

の廃

棄 

廃棄プロ

セス 

サプライヤーは、関連レコードを、廃棄停止が実施されていないことを条件として、保

持期間終了から6か月以内に（Barclaysからの正式通知と許可を受けて）、安全に破棄す

ることを保証しなければなりません。 

サプライヤーは、廃棄プロセスが文書化され、少なくとも年1回レビューされることを保

証する必要があります。 

 

このような要件が実施されなければ、レコードが指定され

た保持期間を過ぎて持ち越されたり、許可なく廃棄される

結果をなる可能性があり、法制上の制裁、名声の毀損、ま

たは、ビジネスの遺失/損壊を招く場合があります。 
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廃棄許可 サプライヤーは、関連レコードの許可と廃棄の証拠が、次のような管理によって維持さ

れることを確実にしなければなりません： 

• 物理的関連レコードの廃棄証明書； および 

• 電子的関連レコードの監査証跡/関連レコードの消去/削除レポート 

 
Barclays Capital Inc. （バークレイズ・キャピタル）および/または Barclays Africa 

Group 

Limited（バークレイズ・アフリカ・グループ）のみと取引するサプライヤーの場合、サ

プライヤーは、Barclaysの関連レコードが、Barclaysの書面による事前の承諾なしで破

棄されることがないことを保証しなければなりません。 

 

管

理

エ

リ

ア 

管理対

象 

管理内容 本件が重要である理由 

レコ

ード

の廃

棄エ

リ

ア 

 

廃棄方法

タイト

ル 

サプライヤーは、関連レコードが、以下のような廃棄管理によって、安全で確実に破棄

されることを、保証しなければなりません： 

• 法制上、法令上および契約上の要件に適用できること 

• Barclaysの情報分類スキームの、関連レコード守秘性分類に相当すること 

• 関連レコードが保存されているメディアに適用できること 

 

このような要件が実施されなければ、レコードが指定され

た保持期間を過ぎて持ち越されたり、許可なく廃棄される

結果をなる可能性があり、法制上の制裁、名声の毀損、ま

たは、ビジネスの遺失/損壊を招く場合があります。この

ことは重要です 

レコ

ード

廃棄

停止 

廃棄停止

通知 

サプライヤーは、Barclaysからの通知がある場合は、廃棄停止が適用させるあらゆる関

連レコードに対して24時間以内に廃棄が休止されること、また、廃棄停止要求が適用さ

れたことをBarclaysに確認させることを確実にするために、管理が確立されなければな

りません。 

 

このような要件が実施されなければ、証拠として要求され

る関連レコードが破棄される結果となる可能性があり、法

制上の制裁、名声の毀損、または、ビジネスの遺失/損壊を

招く場合があります。 

廃棄停止

解除 

サプライヤーは、Barclaysから廃棄停止解除の通知がある場合、以下を確証するための

管理を確立しなければなりません； 

廃棄停止の下にある、あらゆる関連レコードに適用される保持期限があること、または
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、廃棄停止が解除されて6か月以内に廃棄が再開されること（レコードに別の廃棄停止が

適用されていないことを条件とする）。 

 
 
 
 
 
 
 
 

管

理

エ

リ

ア 

管理対

象 

管理内容 本件が重要である理由 

米国

のレ

コー

ド管

理要

件 

オリジナ

ルとバッ

クアップ

の関連レ

コード - 

世界協定

時（「UT

C」）サ

ービス 

サプライヤーは、各々の電子的なBarclays関連レコードのオリジナルとバックアップ用

コピーが維持管理されることを確実にし、また、このような電子的なBarclaysの関連レ

コードのすべてが、世界協定時（「UTC」）サービスを実装し、維持して、ファイルの日

付/時刻スタンプ記録とパラメーターが整合して適用されることを確実にする管理を確立

しなければなりません。 

 

このような原則が実施されなければ、関連レコードが適用

される規則/法制に従って保管および保持されなくなる結果

となる可能性があり、法制上の制裁、名声の毀損、または

、ビジネスの遺失/損壊を招く場合があります。 

関連レコ

ード - 

Eメール 

サプライヤーは、サプライヤーにより作成され、Barclaysの関連レコードと定義されたE

メールが、最小期間である7年間、または、Barclaysの保持スケジュールで定義された特

定の保持期間にわたって保持されることを確実にする管理を確立する必要があります。 

念書 サプライヤーは、そのように要求された場合に、該当する規制担当に速やかに念書を提

出しなければなりません。 
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定義  

利用要件 特定のリスクは、情報資産を取り扱う際、および、これらの資産を収容する機器を操作する際に、すべての従業員による払われる注意により軽減できます。サ

プライヤーの人員に、情報リスクの軽減における彼らの役割の重要性を伝達するために、特定の要件を定義し、発令することが必要です。 

アカウント それによって、ITシステムへのアクセスが、論理アクセスコントロールを使用して管理される、一連の資格情報（例えば、ユーザーIDとパスワード）。 

アカウントは、ユーザーまたは別のシステム（「サービス」アカウント）に関係する場合があります。 

認証（論理

アクセス） 

IDが有効または正規であることを確定するための活動、または、一連の活動。認証には、通常はユーザーが持っている、または、知っている何らかの観点から

記述される秘密が要求されます（例えば、セキュリティパス、指紋、パスワード）。これは、検証プロセスの一部であり、人、機器、または、ソフトウェア上

で実行可能です。 

廃棄停止 特定の情報の破棄を停止するための通知で、通常は、情報が契約上、法律上、または、規制上の証拠として必要とされることによります 

休止アカウ

ント 

休止のための自動プロセス、または、要請によりアカウントが使われなくなった場合。 

情報資産 その情報の守秘性、整合性、可用性要求の観点から価値があると考えられる、あらゆるBarclaysの情報。 

あらゆるメディアフォーマットで作成または受領され、サプライヤーにより処理、使用、保管されることが可能です。 

情報資産タ

イプ 

Barclaysの事業部門により、情報リスク評価の目的のみのために作成される、情報資産の論理的グループ。 

対話型アカ

ウント 

ITシステム、サービスまたはデバイスに対話的にログインまたはアクセスするために、個人により使用されるあらゆるアカウント。対話型アカウントの対極と

なるのは、個人により使用されないアカウントです（例えば、ログオンスクリプト内に埋め込まれ、アプリケーションによってアプリケーション間の接続を作

成するために使用されるアカウント）。 

情報分類 情報資産を、それらのBarclaysに対する価値に従って識別し、分類し、ラベル付けするプロセス。 

情報の取り

扱い 

情報資産に、その遺失、誤用、許可されない変更、または、許可されない開示のリスクを軽減するために、ライフサイクル全体にわたる分類に従って適用され

ることが必要な管理および手順 

情報所有者 情報資産の分類と、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の個人。 

情報リスク

インシデン

ト 

内部プロセス、人またはシステムの不適切な管理または失敗、または、外部イベントに起因する、Barclaysへの潜在的または実際の影響がある何らかの環境で

、情報リスクが影響を受けるか、または、根本原因となるもの。 

IRMインシデントは、IRMリスクイベントとも呼ばれることに注意してください。 

ITシステム (a) 情報資産を保存または処理する、および、(b) 論理アクセス管理が現実的に適用される、コンピューター機器、サービス、および、アプリケーション。 

 
これには、構造化された形式（例えば、アプリケーションデータベース）で情報を保存するシステム、および、情報を構造化されない形式（例えば、SharePoin

tサイトおよび、共有されるネットワークデバイス）で情報を保存するシステムの両方が含まれます。 
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定義  

離職者 サプライヤーを退職する、または、サプライヤーのITシステムにもうアクセスする必要がなくなった個人。 

念書 

 

サプライヤーからBarclays本体の規制担当に宛てられるレターで、サプライヤーが、このような規制担当による、サプライヤーの所有または管理内にある電子

的保存メディアで維持管理されるBarclaysの関連レコードを、許可されるメディアにダウンロードすることの要請を満たすために、合理的なステップを踏むこ

とが述べられているもの 

異動者 サプライヤーに既に勤務しており、サプライヤーの1つまたは複数のITシステムに既にアクセスしているが、新しい役割を開始し、その新しい役割のために異な

るITシステムにアクセスする必要がある、サプライヤーの人員。 

一次レコ

ード 
レコードの複製コピーが存在する場合、一次レコードは関連レコードとして使用することが選択された、オリジナルのバージョン。 

特権アク

セス 

特権アカウント保持者によるアクセス。 

特権アカ

ウント 

特定のITシステム、または、インフラストラクチャーのエリアに最高レベルのコントロールをもたらすアカウント。このようなアカウントは、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ます。例として、「管理者」、「ルート」、uid=0のUnix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、ローカル管理者アカウントなどが挙げられます。 

リモート

アクセス 

リモートアクセスは、ユーザーに、サプライヤーにより所有または運営されていない場所（例えば、サプライヤー人員の自宅）からサプライヤーのシステムに

接続することを可能にします。 

関連レコ

ード 
Barclaysにより、適用される法律、規則、または、ビジネス上の必要性に従って保持され、処分されること要求される、特定の情報 

関連レコ

ードの所

有者 

関連レコードが関係するBarclaysのビジネスプロセスの所有者が、Barclaysの関連レコードの所有者である場合があります； 

もしくは、関連レコードの所有者は、関連レコードを作成したBarclays人員の職責に割り当てられます。 

保持スケ

ジュール 

Barclaysが維持管理を必要とする関連レコードのリストで、適用されるその国の保持期限、特定のフォーマット/ストレージ要件、および、関連レコードの守秘

性分類が詳述されます。 
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任務の分

離 

任務の分離は、業務の完了に複数の人員が必要とされる場合の概念です。この原則は、ビジネスプロセス内で利害対立を避ける必要がある場合に確立されます

（例えば、ITシステムへのユーザーのアクセスを可能にする責任を負うシステム管理者は、自分自身のアクセスを許可することが可能であってはなりません）

。ビジネス環境により、任務の分離を確実にすることを要求されるサプライヤーの人員が、複数の機能命令系統から集められることが必要となる場合もありま

す。 

秘密情報 Barclaysの情報分類スキーム - 付属書B、表1 - の分類によって部外秘または秘密とクラス付けされた情報 

非構造化

情報リポ

ジトリ 

非構造化情報リポジトリは、ネットワークドライブやSharePointサイトなどのサービスで、サプライヤーの電子情報資産へのアクセスを管理するために設定さ

れます。 

 

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 

許可のない情報改変 コンピューターシステムの、情報改変のための許可のない使用。このことは、不正アクセスしたアカウント、ま

たは、故意または不意に権限を超過した、許可された個人によって発生します。 

許可のない情報の開示 以下の不意または故意による無許可の開示： 

• ビジネス情報（例えば、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） 

• 部外秘としておくべきユーザーアクセスの資格情報（例えば、一意のIDおよび認証子） 

ソフトウェアの盗難 Barclays占有ソフトウェアの盗難（例えば、プログラム、コンピューターコード、ソースコード、技法、など）

。 

Barclaysの情報資産への 

許可のないアクセスまたは盗難 

以下に対する許可のないアクセス、または盗難： 

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

• 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） 

Barclaysの情報資産を収容する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（例えば、個人によりリモート環境で使用されるもの）。 
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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）漏洩チャンネル群： 

チャンネル 

 
例 

 
Eメール 企業Eメール、Webメール、その他のメール 

Web インターネット（例えば、ソーシャルネットワーク、Wiki、チャットルーム） 

リムーバブルメディア 許可済み/無許可の使用、バックアップテープ 

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 
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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 

Webカメラ 

ビデオ/CCTV 

 

 

 

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 
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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 

組織占有、または、主要ビジネスプロセスに関連する情報で、すべての従業員によるアクセスは必要がない、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が必要とします。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必要があります。情報に「個人の秘密」の性格があり、特別な

保護を保証するものは、秘密として分類しなければなりません。. 

• 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ても、Barclays、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しませんが、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が得られれば、適宜、組織外に送信することができます（例えば、業務を委託したサ

ードパーティー宛）。 

• 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 

 

規制

なし 

すでにパブリックドメインにあるか、または、それを許可された情報、または、許可のない一般公開が、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。 

• マーケッティング資料 

• 求人広告 

• 公示 

• Barclaysの一般公開サイト 

• 出版物 
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* 

 システムセキュリティ設定情報、監査所見、および、個人レコードは、無許可の公開がビジネスに及ぼす影響によって、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  

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、公開エリア

（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開エ

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

公開エリアに放置してはなりません。 

• 資産（物理または電子）は、許可のない人々が表示また

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、許可のない人々がアクセスできる

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、許可のない人々が

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、許可のない人々がアクセ

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 

アクセスお

よび使用 

• 資産（物理または電子）は、サプライヤ

ー施設外の公開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開エリアに放置し

てはなりません。 

 
• 電子資産は、必要に応じて、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、許可のない人々が表示また

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（例えば、覗き見防止フィルム）

。 

 
• 印刷されたアセットは、速やかにプリンターから回収し

なければなりません。それが不可能な場合は、印刷セキ

ュリティーツールの使用が必要です。 

 
• 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、許可のない人々が

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（例えば、覗き見防止フィルム）。 

 
• 印刷されるアセットは、印刷セキュリティーツ

ールを使用しなければなりません。 

 
• 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 

共有 • 紙印刷された資産には、一目瞭然な分類

ラベルを貼ることが必須です。ラベルは

、最低限タイトルページに貼らなければ

なりません。 

 

• 紙印刷された資産には、一目瞭然な分類ラベルを付ける

ことが必須です。ラベルは、最低限タイトルページに貼

らなければなりません。 

 
• 紙印刷された資産が入れられた封筒には、表面に一目瞭

• 紙印刷された資産には、毎ページに一目瞭然な

分類ラベルを付けることが必須です。 

 
• 紙印刷された資産が入れられた封筒には、表面

に一目瞭然な分類ラベルを付け、開封明示シー
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分類 
ライフサ

イクル 
段階 

社外秘 部外秘 秘密 

• 電子資産には、明確な分類ラベルを付け

ることが必須です 

 
• 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

用して配布しなければなりません。 

 
• 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

ジネスの一環として配布されることが必

須です。 

然な分類ラベルを付けることが必須です 

 
• 電子資産には、明確な分類ラベルを付けることが必須で

す。複数ページの電子文書のコピーには、全ページに一

目瞭然な分類ラベルを付けることが必須です。 

 
• 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しなければなりませ

ん。 

 
• 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環として配布されることが必須です

。 

 
• 資産は、それを受け取る、ビジネス上のニーズがある人

員のみに配布しなければなりません。 

 
• 資産のファックス送信は、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、するこ

とはできません。 

 
• 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

暗号化することが必須です 

ルを貼る必要があります。それらは、配布前に

、ラベルなしのもう1つの封筒内に入れなけれ

ばなりません。 

 
• 電子資産には、明確な分類ラベルを付けること

が必須です。複数ページの電子文書のコピーに

は、全ページに一目瞭然な分類ラベルを付ける

ことが必須です。 

 
• 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し

なければなりません。 

 
• 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

配布されることが必須です。 

 
• 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しなければなりません。 

 
• 資産はファクスしてはなりません。 

 
 

• 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ことが必須です。 

 
• 電子資産の流通管理を維持する必要があります

。 
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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

と処分 

• 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しなければな

りません。 

 
• 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も、適時に削

除しなければなりません 

• 紙印刷された資産には、機密文書廃棄処理サービスを使

用して処分しなければなりません。 

 
• 電子資産のコピーは、システムの「ごみ箱」または類似

の機能からも、適時に削除しなければなりません。 

• 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しなければなりません。 

 
• 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も、適時に削除しなければ

なりません。 

 
• 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、適切にサニタイズする

必要があります。 

 

 


