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1 概要 

1.1 一般的な要件 

 

本「シティサプライヤー要件」（以下「要件」）は、サプライヤーがシティと取引を行う上で満たすべき

義務の一部を詳述したものです。特定の要件は全てのサプライヤーに適用されますが、特定の  

サプライヤーに他の要件が適用されるかどうかは、サプライヤーがシティに提供する商品および 

サービスの種類によって異なります（後者はセクション1.2にまとめられ、そこに記載される各条項の

冒頭に示されています）。大文字で書かれた用語は、添付の付録を含め、本書に記載された意味を

持つものとします。ただし、本書にそのような意味が示されていない場合は、以下に定義するように

、契約においてその意味が付与されるものとします。 

本要件は、サプライヤーとシティとの契約（作業指示書、ライセンススケジュールなどの取引文書を

含むがこれに限らない）（以下「契約」）に基づく契約上の義務であり、契約に定める義務、適用  

法 （以下に定義します）に基づく義務、シティからサプライヤーへの本義務に関する通知（以下   

「通知」）、またはシティの事業もしくは部門により実施される追加のより詳細な義務に加え適用  

されるものです。前記の要件と本制限事項の間に矛盾がある場合には、より制限的な義務および

要件が適用されるものとします。これらの要件の変更、これらの要件の免除要求、またはこれらの

要件もしくは適用法に対して考えらえる矛盾をはじめとする、これらの要件に関しサプライヤーが 

抱く質問について、サプライヤーは、シティの主要連絡窓口（または連絡窓口が指定する者）に相談

し、事前対策を講じる必要があります。 

これらの要件、またはサプライヤーが取引を行うシティの事業で指定される追加要件を遵守しない

場合、サプライヤーはシティとの契約を解除される場合があります。さらに、本要件の違反は適用

法の違反となることもあり、サプライヤーはシティ（もしくは第三者）に対して民事的な損害賠償責任

を負ったり、刑事罰が科されたりする場合があります。サプライヤーはシティの書面による承諾なし

に、独自の方針に従うことを、本要件の条項を遵守する義務の代用とすることはできません。 
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1.2 選択的サプライヤーに適用される要件 

次の表は、指定された適用基準を満たす特定のサプライヤーに適用される特定の要件を示して 

います。以下に記載されていないセクションは、すべてのサプライヤーに適用されます。 

 

セクション番

号： 

セクション名 適用対象 

 

 
 

12 

 

 
 

マネーロンダリング対策 

適用対象：特定の顧客関連サービス（オンボーディング、

顧客アカウントや取引のスクリーニング）を行う、または 

前述の活動に関連したデータ/メトリクスの送信を行う  

サプライヤー、および/または現金または金融手段    

（オンラインデポジット、宅配便、現金輸送車、または金庫

サービスなど）関連の仲介を務めるサプライヤー 

 

13 記録管理 
適用対象：シティ情報のアクセス/処理/保管を行う    

サプライヤー 

 

 

 
14 

 

 
顧客向けサービス 

適用対象：シティの過去の、現在の、または潜在的な   

顧客、またはこのような顧客の関係者（従業員または代表

者など）としての個人（かかる個人をそれぞれ「顧客」と  

呼ぶ）の立場で、かかる個人とやり取りを行うサプライヤー 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 
ビジネスの継続性 

適用対象：シティビジネスユニットの復旧計画に含まれる

サプライヤー、またはシティが使用している復旧能力   

（つまり、数値的なテクノロジー復旧時間能力［TRTC］）の

あるアプリケーションをサプライヤーがホスティングして 

いる場合。適用対象およびビジネスの持続性(CoB)要件

をサプライヤーに通知することは、シティビジネス    

オーナー(BAO)の責任となります 

 

 

 

 
16 

 

 

身元調査のグローバル基準 

適用対象：シティのシステム/ネットワークおよび/また

は同伴者なしでのシティ施設へのアクセス権が   

従業員に与えられているサプライヤー（そのような  

従業員には、GEIDの所持とシティの非従業員管理 

システムへの登録が義務付けられます）および/また

はシティの機密またはそれ以上の情報にアクセス/ 

処理/保管を行うサプライヤー 

 

 
17 

 
経費 

適用対象：事業活動費の払い戻しを請求する契約上の 

資格があるサプライヤー 

 

 

 
18 

 

 
情報セキュリティ(IS) 

適用対象：シティ情報のアクセス/処理/保管/管理を行う

サプライヤー、および/またはインターネットに接続する 

シティブランドアプリケーションをホスティングする    

サプライヤー、および/またはシティのネットワーク    

リソースに接続するサプライヤー、および/またはシティ

施設に同伴者なしでアクセスする必要がある       

サプライヤー 

 

19 安全な職場に関するガイドライン 

 
20 

人工知能/機械学習 適用対象：提供する商品/サービスの一部にシティが  

定義する人工知能/機械学習(AI/ML)を活用している  

サプライヤー 
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2 雇用機会均等/差別是正措置 

 

 

米国政府の連邦差別禁止要件や差別是正措置要件を遵守する取り組みの一環として、シティでは

、人種、肌の色、宗教、性別、性的指向、性同一性（ジェンダー・アイデンティティ）、出身国、年齢、

配偶者の有無、遺伝子情報、障害、保護の対象となる退役軍人ステータス、または法律により  

禁じられているその他の理由にかかわらず、すべての適格者について雇用機会均等化を確実に

するための雇用機会均等および差別是正措置プログラムと方針を開発しました。 

 
これには以下が含まれますが、これに限定されません。 

i. 雇用、配属、異動、降格、または昇格 

ii. 人材募集、求人広告、または採用勧誘 
iii. 雇用期間中の待遇 
iv. 給与またはその他の形態の報酬の金額 
v. 実習を含むトレーニングの選択 
vi. 一時解雇または解雇 

サプライヤーは、適用されるすべての差別禁止および差別是正措置の法律および規制（シティが

サプライヤーに遵守するよう書面で通知する法律または規制を含むがこれに限定されない）の 

要件を遵守し、またその人員に遵守させるものとします。 

 
詳細については、シティの「米国雇用機会均等・差別撤廃ポリシー            

(U.S. Equal Employment Opportunity and Affirmative Action Policy  

Statement)(https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-

300#p-60- 300.44(f)(1)(ii))を参照してください。 
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3 贈収賄防止 

 

シティは、贈収賄防止法に準拠するための方針、手順、および内部統制を策定しており、贈収賄や

円滑化（便宜）のための支払いを固く禁じています。すべてのサプライヤーまたはシティを代表して

行動するすべての個人は、最も高い事業活動基準に従って活動するものとします。これには、米国

の海外腐敗行為防止法（「FCPA」）、英国の贈収賄禁止法（各改訂版）、および適用されるその他の

贈収賄防止法や汚職防止法など、贈収賄、汚職、不正行為、リベートを禁止するすべての適用法、

規則、規制（総称して「贈収賄禁止法」）を遵守することが含まれます。 

 
 

いかなるサプライヤーまたはシティを代表して活動するその人員も、次のことを実行してはならない

ものとします。(i)いかなる者に対して、支払、利益、または便宜を供与、授与、または提案すること、

(ii)いかなる者に対して、支払、利益、または便宜の供与、授与、または提案を行うことを予定する 

こと、(iii)いかなる者から支払、利益またはその他の便宜を受領または受領することを予定すること

（各事例は贈賄防止違反となります）。サプライヤーは、本セクションを含むこれらの要件（該当する

場合）を遵守し、シティを代表して業務を遂行するものとします。サプライヤーはまた、すべての贈収

賄防止法を確実に遵守するための適切なポリシーと手順を維持するものとします。 

シティの贈収賄防止プログラムの概要については、シティグループのインベスター・リレーションズ 

（「シティ方針」から「贈収賄防止プログラム」を選択）を参照してください。 
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4 贈答品と接待 

 

サプライヤーはシティの従業員に贈答品や有価物（接待も含む）を提供できません。これを行うと 

利益相反の状況を生んだり、利益相反と見なされたり、従業員の誠実さや判断に疑いを持たれ  

たり、従業員の意思決定に不適切な影響を与えたり、従業員の義務に反する行動の要因となったり

する可能性があります。上記のみに限定されず、さらに現金または同等物（ギフトカード、商品券、

紅包、バウチャーなど）の贈答はどのような状況でも認められていません。サプライヤーは合計で 

1人当たり年間100米ドルを超える現金以外のビジネス上の贈答品をシティ従業員に提供しては  

なりません。すべてのシティ従業員によるビジネス上の贈答品の受領は、シティの贈答品・接待  

基準に準じて事前に承認される必要があり、また、特定のシティの事業、地域および/または法人

の方針に基づく追加制限の対象になる場合があります。 

 

サプライヤーがビジネス接待（食事、社交的なイベント、スポーツ、文化イベントなど）をシティ従業

員に提供する場合、サプライヤーも当該イベントに出席することが必要です。またこうした接待は 

適切で習慣的かつ妥当なものでなくてはならず、贅沢であったり、過度に頻繁であったり、明らかに

シティの事業に影響を与えるよう意図されたものであってはなりません。サプライヤーがイベントに

出席していない場合、接待は業務上の贈答品とみなされます。 

 
サプライヤーは、シティを代表して、またはシティを装って、贈答品または接待、またはいかなる  

価値のある物品もシティ外部の人物に提供してはなりません。 
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5 サプライヤーのダイバーシティとサプライヤー原則 
 

 

シティでは、サプライヤーダイバーシティプログラムを実施しています。このプログラムでは、    

とりわけ、所有者がマイノリティ、女性、障害者、退役軍人であると認定された企業（「多様な    

サプライヤー」）をサプライヤーや業務委託先として最大限に活用し、多様なサプライヤーの長期に

わたる成長と発展を支援することが推奨されています。シティがこれらの目標を遵守することを支援

するため、サプライヤーは、本契約に基づく義務の履行に関連して、業務委託先を使用し、または

商品もしくはサービスを購入する範囲において、サプライヤーが業務委託先に関して支出する金額

の15%以上を多様なサプライヤーから調達した商品およびサービスに割り当てるよう誠実に努力 

するものとします。サプライヤーは、「ダイバーシティプロファイル ティア2フォーム」（シティが四半期

毎に提供する）に記入し、以下のいずれか遅い方の日から14暦日以内にシティに送付することに 

より、多様なサプライヤーとの直接または間接の支出に関する情報を提供するものとします。 

 

i. シティがダイバーシティプロファイル ティア2フォームをサプライヤーに提出した四半期の末日 
ii. サプライヤーがシティからダイバーシティプロファイル ティア2フォームを受領した日 

 

シティは、全てのダイバーシティプロファイルティア2フォームを、付録Eに定めるシティの機密保持 

義務に従って保管し、取り扱うものとします。サプライヤーは、全てのダイバーシティプロファイル  

ティア2フォームをCitigroup Supplier Diversity Program(住所：388 Greenwich Street, 19th Floor, New 

York, NY 10013, attention Director, Supplier Diversity Program)宛に提出します。 

 

追加情報は、サプライヤーに対するシティのその他の期待事項が掲載されている以下の     

シティとの取引サイトに記載されています。 

 

シティサプライヤー原則声明書シティ持続可能な前進戦略 

環境および社会的方針の枠組みシティ人権声明書 
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6 現代奴隷の禁止 

 

シティは、現代の奴隷制度および人身売買が組織内またはそのサプライチェーン内で行われえる 

というリスクを特定し、対処することを目的としたシステムと取締り手段の実施に尽力しています。 

シティの全てのサプライヤーは、以下に定める要件を遵守し、自らの業務およびサプライチェーンに

おける現代奴隷および人身売買のリスクを特定し、対処するための効果的な全社的方針および 

手続を策定するものとします。サプライヤーは、シティの要請に応じて、シティの企業責任質問票に

記入する必要があります。これは、特にリスクの高い分野や地域のサプライヤーのリスク      

エクスポージャーと潜在的な軽減策をシティが評価できるようにするものです。 
 

6.1 児童労働の禁止。サプライヤーは、児童労働を使用してはなりません。「児童」という用語は、

15歳（または国の法律で認められる場合は14 歳）未満、義務教育修了年齢未満、または   

その国において雇用可能な年齢の最も低い年齢のうち、最も低い年齢に満たない人物を   

意味します。児童労働の使用に関して最優先される禁止法を条件として、18歳未満の労働者

が雇用される場合、児童の労働または労働条件の直接的または間接的結果として、児童に 

身体的、精神的またはその他の危害が及ばないように、児童が遂行する義務、および労働  

条件に関して細心の注意を払うものとします。 

6.2 自由意思に基づく雇用。サプライヤーは、労働者が、強制労働、精神的もしくは身体的強要、

債務による拘束や年季奉公労を強いられず、非自主的な囚人労働、奴隷、人身売買、または

強制的な残業を含むあらゆる形態の強制的労働の対象とならないようにするものとします。  

すべての労働は自主的に行われなければなりません。本要件に基づくサプライヤーの義務 

には、以下を確保することが含まれますが、これらに限定されるものではありません。 

 
i. 契約、給与、および就労時間：労働者は、労働者に対してわかりやすく、労働者の権利と義務

を明確に定める書面にて規定された雇用または契約条件を提供されるものとします。この  

文書は、賃金、残業手当、支払い期間、勤務時間、ならびに休憩時間および祝日に関する 

権利についての明快な条件（ただしこれらに限定されない）が記載されるものとします。かかる

記載条件は、勤務開始に先立って労働者に提供されるものとし、雇用主によって履行され、

業界標準、ならびに業務が実施される場所の適用法および労働協約の最低要件を満たす 

ものとします。 

ii. 仕事を自由に辞める権利：労働者は、適用法および労働協約に基づいた合理的な通知期間

後（必要に応じて）、不当な罰則を科されることなく、その雇用を自由に終了する権利を保有

しなければなりません。 

iii. 非人道的な扱い：労働者、その家族、および労働者との身近な関係を有する者は、体罰、 

身体的、心理的もしくは性的な暴力もしくは強要、言葉による虐待、ハラスメントまたは脅迫

を含む苛酷または非人道的な扱いを受けないものとします。移民労働者、その家族、および

労働者との身近な関係を有する者は、国籍による雇用条件や労働条件における差別を  

受けることがあってはなりません。 
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iv. 給与、従業員手当、および就労時間：給与は、最低賃金、残業手当、および法的に義務  

付けられている手当など、給与に関するすべての適用法に準拠していなければなりません。

従業員には、適切な現地法で定められる適正賃金が支払われるものとします。週単位の 

労働時間は、現地法で定められた最大労働時間を超えてはなりません。 

v. 身分証明書の没収禁止：労働者は、雇用の条件として身分証明書、移動許可証、パスポート

などの公的文書、またはその他貴重品を没収もしくは保留されないものとし、所有物の保留

は、直接的または間接的に労働者の自由を制限する、または職場での奴隷労働のために 

使用されないものとします。 

vi. 就職斡旋料または債務による拘束の禁止：労働者の採用に関連する料金または費用（就労

ビザ関連の料金、旅費および書類作成費用を含むがこれらに制限されない）は、直接的  

または間接的に関わらず、労働者に課されることはありません。同様に、労働者は、保証金

を含む職場での奴隷労働を意図する、もしくは効果を有する支払い（保証金を含む）を義務

付けられる、または労働を通じた債務の支払いを義務付けられることがないものとします。

雇用手続き中または雇用期間中に従業員に料金や費用が課された場合、サプライヤーは 

これらの費用の払い戻しを行う必要があります。人材紹介会社などの第三者を通じて手配 

される労働者の採用が必要となる場合は、信頼できる人材派遣会社のみを利用するもの 

とします。労働者を直接雇用のために調達する場合、信頼できる人材紹介会社のみを使用 

するものとします。 

vii. 移動の自由：労働者は、不当な制限なく自由に移動することができ、作業場やその他の 

雇用主が管理する場所（寮など）に物理的に拘禁されないものとします。実施される業務の

場所または性質によって必要となる場合を除き、雇用主が管理する施設に宿泊する要件が

労働者に課されないものとします。 

viii. 報復のない苦情の申し立て：労働者はそれぞれの雇用主に対し、雇用主による労働者の

扱いに関する苦情を自由に申し立てることができ、労働者は苦情を申し立てたことに対し

て不利益、報復または迫害を受けないものとします。 
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7 サプライヤー人員 

 

7.1 サプライヤーの人材育成、配置、再配置、管理。サプライヤーは、あらゆる契約に沿った最も  

効果的な方法で本サービスを実施するために、適切な訓練、教育、経験、および技能を有する

十分な人数の従業員を使用し、要求に応じてかかる従業員の資格を立証するものとします。 

人員がプロジェクトに割り当てられた後、サプライヤーは、シティの事前の書面による同意なし

に、本プロジェクトで作業する可能性を低下させる事項のための人員の再割り当てまたは利用

をせず、通常、再割り当ての必要性による混乱を最小限に抑える方法で、プロジェクトに人員を

配置するものとします。サプライヤーは、自社の人員がシティの従業員または代理人であると

自称せず、またいかなる目的においてもシティの従業員として扱われることを求めないことを 

確認します。これには、シティが提供する福利厚生、就業不能給付金、社会保障税または  

給付、連邦失業税、州失業保険給付または連邦所得税の源泉徴収に対する受給権の請求が

含まれるものとします。サプライヤーは、その人員に関するすべての雇用主関連の責任    

（必要なすべての保険の維持、該当するすべての納税申告、およびサプライヤーの独立業務

委託先としての地位と整合する方法による必要なすべての納税と預金を含むがこれに限定  

されない）を単独で負うものとします。 

 

7.2 サプライヤーの人員の交代。サプライヤーは、サプライヤーがプロジェクトに割り当てた    

人員を、シティがその他の非差別的な理由により、サプライヤーに受け入れられないと通知   

した場合、排除し、交代させるものとします。サプライヤーはさらに、プロジェクトに割り当て  

られた人員が適時かつ専門的にサービスを提供できない、または提供する意思がない場合、

直ちに当該人員を解任し交代させ、シティに対するサービスの提供（またはサービスの提供  

もしくは監視に関する一切の責任）から排除することに同意するものとします。 

 

7.3 サプライヤーの人員ポリシー。サプライヤーは、自然人でありシティにオンサイトサービスを  

提供するために任命された人員の適格性認定に関する包括的な方針および手続きを維持し、

効果的に管理すること、およびそれらの方針および手続きには、適用法および適用される団体

交渉協定の許す範囲で、本書にさらに規定する就労許可証明、職歴および犯罪歴のバック  

グラウンドチェック、ならびに雇用前薬物検査が含まれることを表明し、保証および誓約する 

ものとします。前述の一般性を制限することなく、サプライヤーはさらに、シティに割り当て   

られたすべてのサプライヤー人員がすべての移民関連適用法を完全に遵守し、任務期間中 

ずっと働く許可を得ていることを検証することを含め、サプライヤーがすべての移民関連適用法

を完全に遵守するための管理および手順を有することを表明、保証および誓約するものと   

します。サプライヤーは、要請があれば、シティに割り当てられたサプライヤーの人員の一部 

または全部の労働許可および移民関連適用法の遵守を証明する書面を速やかに提供し、  

適用法に従う労働許可を持たない人員を、適任の代替人員と入れ替えるものとします。    

これには、適時かつ効果的にサービスを提供できるよう必要なすべての研修および      

オリエンテーションを提供することを含み、それぞれの場合に追加費用なしに行います。 
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8 不正管理 

 

8.1 不正リスクを特定し、軽減するためのシティの取り組み（以下「不正管理」）に関連するもの。 

すべてのサプライヤーは以下を行うものとします。 

i. 窃盗、詐欺、その他の犯罪行為または不正行為の疑いまたは疑いに関するシティの調査、 

および不正行為または犯罪行為の訴追に、法律の及ぶ最大限の範囲で協力する。 

ii. 潜在的な不正インシデントを適宜シティに報告および言及する。これは、シティ、シティ    

従業員、シティのサプライヤーまたは代理店、シティの非従業員（派遣社員、契約社員   

など）が関与する窃盗、詐欺（サプライヤー、料金制度、資金または証券消失問題などに  

関する意図的に間違ったデータや不正確なデータを提供したり、虚偽報告したりすること  

など）、犯罪活動、不正行為の試み、疑い、申立て、あるいは実際の当該行為を含むが、  

これらに限定されない。 

iii. シティおよびその代表者による監督および監視を許可し、そのサプライヤーが関与する 
潜在的不正行為の調査をシティおよび法的執行機関が遂行できるよう支援する。 

 

iv. サプライヤーが認識した利益相反（サプライヤー/サプライヤー従業員および/またはシティ

従業員間の利益相反を含む）を適時に報告する。 

v. シティのサプライヤー支払システムにおけるサプライヤーの銀行口座の設定または   

更新時に、シティの不正防止プロセスをサポートする。 

 

8.2 これに加え、本質的に不正リスクにさらされやすいサービスを提供するサプライヤーは、以下を

行う必要があります。 

i. サプライヤーがシティに提供するサービスに関する重大な不正リスクを特定するための不正

リスク管理プログラム、およびこれらのリスクを軽減するための管理および手順の文書化  

および遵守。 

ii. 不正認識トレーニング（入社後90暦日以内、それ以降は年に一度）を完了し、シティに    

提供される特定のサービスに特有の不正リスク要因に関する従業員研修を行う。 

iii. 不正未遂を監視し、シティに提供するサービスに関する不正リスクを軽減する効果的な管理

体制を敷き、管理体制の手順を文書化し、その効果を定期的に検証し、不備があった   

場合はビジネス活動担当責任者(BAO)に報告する。 

 
8.3 本質的により高い不正リスクにさらされるサプライヤーには、以下が含まれますが、これらに限定 

されません。 

i. 社内アカウント、金融取引、現金取引にアクセスするなど、不正に悪用される可能性のある 

「機密」または「極秘」（シティの直接の管理下または監督下にないもの）に分類される    

データのアクセス権を保有している。 

ii. シティのネットワーク/システムと接続している。 
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iii. 以下を含む不正を行ったり、不正を可能にしたりするための標的となりやすい、サービス  

および機能を提供、サポート、またはアクセス権を保有している。 

 
a. 新規クライアントの本人確認、オンボーディング、または募集手続き。 

b. シティまたはクライアントの決済/資金送金活動、および/またはシティのクライアントがこれらの

サービスにアクセスする際の認証。 

c. シティのデータまたはシティのクライアントに関するデータ（人口動態など）の作成、確認、   

または変更。 

d. 取引手法（デビット/クレジットカード、eWallet、小切手など）の提供、サービス、または認証。 

e. 不正の防止、検出、または対応に関するビジネス運営上の違法防止策をシティに提供および

サポートしている。 

f. 現金、金融手段、および資産/物理的な物品への物理的なアクセスの提供。 
g. シティ施設への付き添いなしまたは勤務時間外のアクセス。 
h. 財務諸表：GL / SL に入力するなどの会計活動。 

i. インセンティブ付きの活動に対する報酬の獲得または使用。 

 

9 メディアへの対応と公式会見  
 

 

シティのグローバル広報部は、シティのためのプレスリリースや公式な声明を発表することを   

許可されている唯一の部署です。サプライヤーは、シティ、サプライヤーとシティ間の契約または 

取り決め、あるいはサプライヤーからシティが調達した商品とサービスを直接的または間接的に 

特定するプレスリリースを発行することはできません。サプライヤーは、シティの主要連絡窓口  

からの書面による事前の同意なく、クライアント、シティ従業員、シティのその他サプライヤー、   

サプライヤーのその他の顧客、またはその他の第三者と、シティに関連する広報活動について  

同意したり、それに従事したりすることはできません。 

 

サプライヤーは、シティの主要連絡窓口およびシニアカントリー広報担当者またはシニア地域広報

担当者からの書面による事前の同意なく、シティ、シティの業務、クライアント、商品またはサービス

に言及する書面または電子形式の資料（書籍、記事、ポッドキャスト、ウェブキャスト、ブログ、   

ウェブサイト投稿、写真、動画、ソーシャルメディア、もしくはその他メディアを含む）を公開もしくは 

掲載する、それらについての演説を行うまたは演説を作成する、インタビューに答える、または  

公式な場に出ることはできません。 

シティへのサービスまたは商品の提供に関係するかどうかを問わず、サプライヤーは、シティ   

所有の標識、商標、サービスマーク、商号、ロゴ、シンボル、またはブランド名のいずれの場合に 

おいても、シティの書面による事前の同意を得ることなく、それらを使用することはできません。  

サプライヤーは、シティの名称、ロゴもしくは商標、施設または関係を、シティ以外の利益のため、 

または業務のために利用することはできません（これにはレターヘッド、個人のウェブサイト、    

ブログ、またはその他ソーシャルネットワークサイトが含まれます）。さらにサプライヤーは、シティの

名称、施設、または関係を慈善目的または無料奉仕目的のために使用することはできません。 
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10 電子的な文書によるコミュニケーション 
 

シティの従業員とやり取りしたり、シティのためにまたはシティを代表して義務を遂行したり     

する際に、サプライヤーはシティが提供、認可、または承認した電子通信機器、システム、および 

サ ー ビ ス の み を 使 用 す る こ と が で き ま す 。 新 規 、 拡 張 ま た は 変 更 さ れ た シ テ ィ の 電 子         

コミュニケーションチャネルは、スタンドアロンツールであるか、シティまたは第三者が提供する  

広範なプラットフォームに統合されているかを問わず、ここに記載されている該当するシティの   

要件に従って、またはサプライヤーに宛てたBAOからの書面での通知により、承認される      

ものとします。WhatsApp、WeChat、その他のインタラクティブ電子プラットフォームなどシティに   

承認されていないメッセージングプラットフォームでシティ従業員とシティとの取引について連絡する

ことは禁じられています。 

 
また、サプライヤーは、シティが提供した通信機器、システム、およびサービスを介して作成、開示、

使用、アクセス、ダウンロード、保存、送信、受信、または削除された電子的な文書による      

コミュニケーションについてはプライバシーを期待すべきではありません。シティは、電子通信機器、

システム、およびサービス、ならびに電子コミュニケーションを監視することがあります。このような

電子コミュニケーションはシティが所有し、適用される記録保持要件に従って（現地の法規制を  

条件に）保存することができます。 

11 政治活動と献金 
 

 

シティとそのサプライヤーの政治活動は、開示要件を含め、選挙資金、贈答品および接待、議員や

規制担当者へのロビー活動、購買、ペイ・トゥー・プレイ（支払いを条件とする参加）、株式などに  

関する様々な法律によって規制されています。関連するシティの方針、基準、または法令に    

準拠しないサプライヤーの政治活動は禁止されています。 

政治活動には以下が含まれますが、これらに限定されません。 

i. 公職、政党委員会、もしくは政治委員会に向けた選挙運動を行っている候補者のために、 

企業または個人の政治献金を行う、政治献金を勧誘する、または会社の資金もしくは     

リソース（施設、機器、ソフトウェアまたは従業員など）を使用したり、勤務時間中に個人的な

サービスを任意で提供したりすること 

ii. 直接的に行うか第三者を通じて行うかに関わらず、ロビー活動または役人に働きかける  

活動に関与すること（これには立法に影響を及ぼす試みが含まれ、管轄区によっては、行政

機関規則制定または政府契約の入札に影響を及ぼす試みが含まれる場合もあります） 

iii. 政府関連の公職に出馬、就任する、またはその任期を務めること（政府の評議会、委員会、

または他の類似した組織を含む） 

 
シティのグローバル政府業務室のグローバルオペレーションコントロール(ggacontrol@citi.com)から

の書面による事前の許可なしに、シティのために（または意図的にシティを代理して）サプライヤー

が政治活動を引き受けたり実施したりすることはできません。シティは、ロビー活動など、 
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サプライヤーが提供する契約済みで許容範囲内の政治活動サービスに対して自腹で手数料の  

支払いおよび・または払い戻しを行ったりすることができますが、個人または企業の政治献金に  

ついてはいかなる種類のものであっても、シティがサプライヤーやその従業員に払戻しを行うことは

一切ありません。 

12 マネーロンダリング対策（「AML」） 
 

 

 

12.1 AML関連の義務 

i. (i)グラムリーチブライリー法とその下に公布された規制、(ii)国愛国者法とその下に公布された

規制、(iii)マネーロンダリングに対処するすべての法令、および(iv)経済制裁に関連する   

すべての法令を含む、適用法の要件に対処するためのシティのプロセスおよび手順を    

維持し、遵守するものとします。かかる方針および手順は、現金の受け取りに関連して異常と

思われる、または異常である可能性があると認められた活動を直ちに報告する要件を含め、

マネーロンダリング対策の役割と責任に対処するものです。 

ii. シティにサービスを提供するその従業員にマネーロンダリング対策の役割と責任に関する 

年次トレーニングを確実に受けさせるものとします。本トレーニングには、現金の入金に   

関連して異常と思われる、または異常である可能性があると認められた活動を直ちに報告 

する要件が含まれます。このトレーニングには、以下のような内容が含まれることが     

あります。 

a. 疑わしい行動の報告およびエスカレーション 

b. 顧客の身元確認プログラムを含む「Know Your Customer（顧客を知る）」      

プログラム、制裁措置および名前の照会、顧客のデューデリジェンス、および   

デューデリジェンスの強化 

c. 取引の監視 

d. 法律および規制変更、およびAMLプログラムの重大な変更についての報告を  

含む、定期的な報告/メトリクス 

e. 現場査察を含む、AMLプログラムの効果検証および管理 

iii. サプライヤーが制定しなければならないAMLプログラムを定義する契約条項を       

遵守すること。 

iv. 法律違反の疑いを直ちに書面にてシティに報告すること。これには、シティまたはその顧客

に関連する現金の受け取りに関連して、異常と思われる、または異常である可能性があると

認められた活動が含まれます。 

v. 業務を行う国で適用されるすべての法律および規制に従っていることを確認すること。  い

かなる場合でも、サプライヤーは、納税義務のある税金の支払回避を支援する行動への関

与や、税務当局に対する情報隠蔽をはじめとして、意図的に違法な脱税を行ったり、他者の

ためにかかる脱税の手助けをしないものとします。そのため、サプライヤーは脱税に

 

適用対象：特定の顧客関連サービス（オンボーディング、顧客アカウントや取引のスクリーニング）を 

行う、または前述の活動に関連したデータ/メトリクスの送信を行うサプライヤー、および/または現金 

または金融手段（オンラインデポジット、宅配便、現金輸送車、または金庫サービスなど）関連の仲介を 

務めるサプライヤー 
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関連する妥当な予防手段を採択し、シティに関連する違反や違反の疑いをシティに書面にて

速やかに報告するものとします。 

 
12.2 サプライヤーは、現在施行されている、または今後施行されるすべてのAML法令を      

遵守するために、適切な社内ポリシーと手順を維持するものとします。 

 

13 記録管理 
 

 

 

シティはシティの情報を保管する全サプライヤーに対し、それぞれのビジネス活動担当責任者   

（「BAO」）またはシティの主要連絡窓口と協力して、(i)シティの記録管理目的のために情報を記録 

または一時的な情報として識別し分類、(ii)マスター記録カタログ（「MRC」）に従って記録を分類、 

(iii)保持要件に基づいて情報を保持、および(iv)記録保留が指定されていない場合は、情報ライフ 

サイクルの終了時に情報を適切に処分することが義務付けられています。 

サプライヤーはシティの主要連絡窓口またはBAOと協力し、記録インベントリが記録をMRCのシティ

記録コードに従って識別して分類し、それが少なくとも年1回更新されることを確実にする必要が  

あります。サプライヤーには、BAOから通知された記録管理要件に従う義務があります。MRCに  

記載されている保持義務を満たしており、かつ記録保留の対象とならない記録および情報は、  

処分の対象となった後1年以内に処分する必要があります。一般データ保護規則 (GDPR)の    

対象となる記録は、記録保留の対象でない限り、処分対象になってから6か月以内に処分する  

必要があります。サプライヤーは、記録保留を通知された場合、シティ情報の破棄または変更を 

中止しなければなりません。一時的な情報は、記録保留の対象でない限り、最後に使用してから  

2年以内に破棄しなければなりません。不明な点がある場合は、サプライヤーはシティの主要連絡

窓口または BAOに問い合わせる必要があります。 

シティに代わって文書を管理するサプライヤーは、法的またはその他の手続きに関連すると    

みなされるすべての情報を、BAOの要請に応じて必要な期間内に保存（「保有」）、収集、および  

提供する責任を負います。 

サプライヤーは、情報の分類を問わず（例：機密、非機密）、それぞれのシティの主要連絡窓口  

またはBAOの承認なしに、いかなるシティ情報も破棄してはなりません。この承認には、処分    

予定の情報にアクティブな記録保留が適用されていないことの確認が含まれます。記録管理と保持

要件およびその他すべての情報取扱い要件は、明示的に別途合意されている場合を除き、契約の

終了または満了後も存続するものとします。 

サプライヤーは、サプライヤーが保管するシティ情報の管理を監督する責任を担うサプライヤーの

従業員の全員を記載した文書を維持するものとし、連絡先氏名、手順詳細、役割、責任、および 

サプライヤー記録インベントリの見直しと更新を行うために、それぞれのシティの主要連絡窓口  

または記録管理責任者と定期的なミーティングを持つものとします。 

適用対象：シティ情報のアクセス/処理/保管を行うサプライヤー 
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14 顧客とのやり取りを伴うサービス 
 

 

 

 

14.1 就労時間。サプライヤーは、シティの施設で勤務するサプライヤーの人員に対し、当該施設の

通常の就労時間外（または所定の休日）にシティの施設にアクセスしようとしないよう        

指示し、またそのようにするための合理的な努力を払うものとし、シティの人員の            セ

キュリティ関連の指示に協力し、これに従うものとします。 

14.2 ポリシーと手順。顧客とのやり取りを伴うサービスに関してのみ：サプライヤーは、いかなる 

契約においても、シティの施設内で勤務する従業員にシティの職場方針および手続を遵守

させるというコミットメントには、シティおよびその関連会社の物理的セキュリティ手続および

その他のセキュリティ対策の遵守が含まれることを認め、同意するものとします。シティは、

すべての  物理的なセキュリティ手順およびその他のセキュリティ手段をサプライヤーに

知らせるよう、  合理的な努力を払うものとします。シティは、シティの施設内で勤務する

サプライヤーの人員に対し、またはサプライヤーの人員から身分証明書、鍵またはその他

のセキュリティデバイスを発行、起動、没収および停止する裁量権を有するものとします。

ただし、シティがこれらの行為を行うことは、シティと当該人員の間にいかなる雇用関係が

あることを示唆するものではありません。 

14.3 災害復旧計画。サプライヤーは、特定の場所から、または特定の個人の努力により本契約に

基づく本サービスを提供する、またはその他の義務を履行するサプライヤーの能力が     

中断された場合でも、サプライヤーが速やかに別の場所からまたは代わりの人員により本  

サービスの提供および義務を履行できるように、事業継続のための危機管理計画（「災害

復旧計画」）を維持し、シティが要求する場合はその最新の定期テストの証拠を提出する 

ものとします。災害復旧計画のコピーは、顧客とのやり取りを伴うサービスに関してシティと      

サプライヤーの間で締結された各作業指示の発効日から10暦日以内に、またその後各  作

業指示が有効である限り毎年シティに提供されなければならないものとします。     サ

プライヤーは、サプライヤーが災害復旧計画を発動しなければならない状況下で、シティが

サプライヤーから本サービスの提供を継続するために必要な指示またはその他の情報を

シティに提供するものとします。サプライヤーは、災害復旧計画に最低限次の事柄を含め

ることを表明し、保証し、誓約します。 

i. サプライヤーによる本サービス拠点とは別の二次災害復旧拠点の維持、本サービス拠

点とは別の場所でのバックアップ媒体の保管、通信回線やサーバーの二重化など 

ii. 停電、システム障害、自然災害、その他の不測の事態によるサービスの長期中断に    

対応するための詳細かつ文書化された計画で、相互に合意した期間内に業務を       

再開するためのプロセスおよび手順を含む、サービスの運用および適用のバック      

アップ/復旧のための手順 

iii. すべてのコンテンツを保護するための手順 

適用対象：シティの過去の、現在の、または潜在的な顧客、またはこのような顧客の関係者（従業員または   
代表者など）としての個人（かかる個人をそれぞれ「顧客」と呼ぶ）の立場で、かかる個人とやり取りを行う     
サプライヤー 
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iv. 交換用機器（コンピュータ機器など）に関する手順および第三者との契約 

v. オフサイトの生産施設のための手順。また、サプライヤーの災害復旧計画では、以下

を 実行します。 

a. サプライヤーは、サービスに悪影響を及ぼす可能性のある災害が発生した場合、 

2時間以内にシティに書面にて通知します。 

b. サプライヤーは、当該通知から24時間以内に、代替処理施設においてサービスの

提供を継続する計画をシティに提供します。 

サービスは、最初の通知から48時間以内に完全に稼働する必要があります。サプライヤー

は、要請に応じて、シティがサプライヤーの災害復旧計画および事業継続計画と連携して

災害復旧計画および事業継続計画を策定するために必要な情報を開示することに同意  

するものとします。サプライヤーは、毎年、災害復旧計画をテストし、要求に応じて、災害復

旧テストの結果の報告書をシティに提供することに同意するものとします。サプライヤーの

施設の一部が稼動不能となった場合、サプライヤーはシティに対して、サプライヤーが他の

商業顧客に  対して行うのと同様に、不利な扱いをしないものとします。サプライヤーは、

サプライヤーの  業務委託先が本セクションの規定および要件と完全に一致する災害復

旧計画、関連プロセスおよび管理を維持することを保証するものとします。 

14.4 ディリジェンス証明書。サプライヤーは、シティおよびその関連会社が、顧客とのやり取りを 

伴うサービスを行うサプライヤーに対し、毎年、以下の事項を記載した質問票/証明書      

（以下「ディリジェンス証明書」）により、定期的なデューディリジェンスの実施が求められる

ことを認識しています。 

i. サプライヤーの事業免許（定款、懲戒処分がなされていないことの証明書、適用される

必須免許を含む） 

ii. サプライヤーが適用法を遵守していること 

iii. 保険加入 

iv. スキル、資格、専門知識 

v. サプライヤーの能力（人員配置や作業負荷のバランスを含む） 

vi. 関連するビジネスプロセス 

vii. 報酬慣行 

viii. 財務の健全性とカウンターパーティーリスク 

ix. 風評リスク（苦情/係争中の訴訟） 

x. 顧客対応のポリシーと慣行 

xi. サプライヤーの身元調査 

xii. プリンシパルの関係 

xiii. 業務委託先、契約社員、または第三者プロバイダーへの依存 

xiv. トレーニングプログラムのレビュー 

xv. 事業継続計画 

xvi. 品質監査結果および適用されるサービスレベルのコミットメントへの適合性 

xvii. 文書の管理・保管 
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サプライヤーは、(i)契約、(ii)シティの企業ポリシー、(iii)シティおよびサプライヤーに適用される

規制要件を遵守するために、シティが要求するその他の情報または書類を随時提供する   

ものとします。 

 

14.5 セキュリティ。機密情報がウェブサイトまたはウェブでアクセス可能なシステムで管理または 

保存される場合、サプライヤーはシティに開示し、その開示は本サービスの説明に含まれ

る 場合があります。サプライヤーが上記のとおりシティの機密情報を維持または保管する

場合、サプライヤーは、以下を実行するものとします。 

i. 本契約期間中、年に一度、SSAE16監査（または、サービス組織に関する報告に関する   

権威あるガイダンスの後継）を実施させ、さらに、(b)SSAE16（または、サービス組織に

関する報告に関する権威あるガイダンスの後継）の遵守に関連してサプライヤーが受

領した報告書の写しを、年に一度シティに提供するものとします。 

ii. ISO/IEC 207002情報セキュリティ管理基準（または、より高い基準やプロトコルを定め

た  後継の情報セキュリティ管理基準）を遵守し、(iii) コンピューターセキュリティ規定

を遵守   します。 

14.6  顧客からの苦情。サプライヤーは、顧客データの保有または使用、または顧客のプライバシ

ー権に関連する何らかの苦情をはじめとする、シティの代理またはシティ関連でサプライヤ

ーが提供するサービスに関連して、顧客または規制当局からサプライヤーが書面または口

頭で不満または懸念（それぞれ「苦情」）を受けた場合、24時間以内にシティの主要業務連

絡先（または指名された者）に書面で通知するものとします。シティが当該システムをサプラ

イヤーに提供しない限り、サプライヤーもまた、シティが合理的に満足するシステム（「追跡

システム」）を開発、実施、維持して苦情を追跡し、独自の裁量でレポートのコピーまたはシ

ステムへのアクセスをシティに提供します。追跡システムは次のことを行います。 

i. 苦情を種類、受領日、および苦情の通知がシティに提供された日付で分類します。 

ii. 苦情が解決されるまで、その処理の経過を追跡します。 

その他、シティが合理的に要求する事項のすべてを提供します。追跡システムは、        

サプライヤーが（シティと協議の上）サプライヤーの事業または本サービスの提供に関して    

組織的な問題があるかどうかを判断し、問題を速やかに修正できるように、特定の事項に    

関して異常な件数の苦情を受け取った場合に判断できるよう設計される必要があります。 

14.7  ネットワークと通信のセキュリティ。ファイアウォール、ネットワーク侵入検知システム、     

ホスト型侵入検知システムを含むがこれに限定されない、サプライヤーシステム上の複数

の 防御層を配備すること。ファイアウォールや侵入検知システムを含む（ただしこれに       

限定されない）すべてのセキュリティ監視システムは、1日24時間、1年365暦日         

監視されなければなりません。ファイアウォール、ネットワーク・ルーター、スイッチ、       

ロードバランサー、ネームサーバー、メールサーバー、およびその他のネットワーク       

コンポーネントを商業的に妥当な業界標準に従って設定すること。シティの要請により、    

脆弱性および脅威に関するシティが受領した情報に基づき、契約に基づきサービスを提供

するために使用されるネットワーク、システムおよびアプリケーションのうちシティ固有の   

コンポーネントへのアクセスを制限すること。 
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14.8 インフラプラットフォーム、サービス、運用のセキュリティ。業界のベストプラクティスに従って、

あらゆる契約および認証機構の下でサービスを提供するために使用されるすべての       

インフラプラットフォームおよびサービス（オペレーティングシステム、ウェブサーバー、     

データベースサーバー、ファイアウォール、ルーターなど）を設定すること。本番システムへ

のすべてのリモート管理アクセスは、暗号化された接続（SSH、SCP、SSL対応ウェブ管理          

インターフェース、VPNソリューションなど）で行われるようにすること。 

14.9 アプリケーションのセキュリティ。契約上のサービス提供に関連して使用される                  

アプリケーションで管理される情報の閲覧、作成、修正、削除を、認証され許可された     

ユーザーのみに許可すること。機密データを保存するウェブブラウザーのクッキーは、一般

に広く受け入れられている暗号化アルゴリズムで暗号化されていることを確認すること。   

この暗号化は、Secure Sockets Layerのようなトランスポートの暗号化とは独立して実行  

する必要があります。それ以外のクッキーは不透明でなければなりません。「ユーザーが 

一定時間以上操作しない」場合、システム通信セッションをタイムアウトさせ、                 

終了させます。電源障害、システムの「クラッシュ」、ネットワークの問題、その他の異常に

よって中断されたアクティブな セッション、またはユーザーによって接続が中断された場合

は終了させます。「クロスサイト  スクリプティング」や「SQLインジェクション」などのデータ

駆動型攻撃を避けるため、使用前に すべての入出力を検証します。 

14.10 データセキュリティ。シティの機密性の高い情報は、シティが承認した暗号化アルゴリズム

を用いて、ウェブブラウザー以外の何らかのメカニズムで送信すること。データベースの保

存が 必要な場合、「機密」以上に分類される全てのシティ情報を別のデータベース（すな

わち、他のサプライヤーの顧客と共有されない、またはアクセスできないデータベース）に

保存すること。 

14.11 物理的セキュリティ。契約に基づいてサービスを提供するために使用するすべての     

ワークステーション、サーバー、ネットワーク機器を、サプライヤーが所有、運営、または    

契約している安全な施設に維持すること。これらのセキュリティ保護された施設への       

アクセスは、業務上必要な権限を持つサプライヤーのスタッフに限定されます。警備員、  

監視 カメラ、入室許可システム、または入退室情報を記録できる同様の方法を用いて、  

これらのセキュリティ保護された施設へのアクセスを監視すること。シティ情報、または契約

に基づきサービスを提供するために使用されるその他の情報を含むすべてのバックアップ

およびアーカイブメディアを、サプライヤーが所有、運営、または契約するセキュリティ保護

され    環境的に管理された保管場所に維持すること。バックアップやアーカイブメディア

の保管場所や内容物へのアクセスを、業務上必要な承認されたサプライヤー職員に限定

すること。 

14.12 悪意のあるコードとウイルス対策。契約に基づきサービスを提供するために使用される  

すべてのワークステーションおよびサーバーに、市販されている最新のウイルス対策商品  

および悪意あるコードの検出・保護製品を使用すること。契約に基づきサービスを       

提供するために使用されるワークステーションまたはサーバーにおいて、配備された検出   

および保護手段により処理されないウイルスおよび悪質なコードが発生した場合は、発見

後24時間以内にシティに報告すること。 

14.13 事業の継続と回復。契約に基づきサービスを提供するために使用されるすべての      

システム、アプリケーション、およびデータのバックアップを、契約に別途規定されている  

業務再開と整合する方法で実行すること。 
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14.14 地域別サービスレベル基準。苦情/懸念に遅れることなく応答し、解決することは各地域の

責任となります。サービスレベル基準の実施と定義が含まれた地域の基準/手順を      

参照してください。対象となるビジネスが、以下の開始日に対応の適時性を算出します。 

i. 電話および対面によるやり取りについては、組織が苦情/懸念を受理した日に         

サービスレベル基準が開始されます。 

ii. 書面および電子的な連絡とソーシャルメディアについては、不満足が判明した日に   

サービスレベル基準が開始されます。 

14.15 通話録音および通話記録の保持。サプライヤーは、現地の規制要件による指示がある  

場合を除き、コールセンターにおいて、消費者と話すことが主な役割である従業員、および

その直属のマネージャーが対応した苦情/懸念に関連するすべての通話を録音し、通話 

日付から少なくとも12か月間保管するプロセスを導入する必要があります。バックアップ   

メディアを、セキュリティ保護されたオフサイトストレージに定期的に転送すること。 

 

15 ビジネスの継続性 
 

15.1    復旧リソース。サプライヤーの災害復旧計画では、サプライヤーの主要な施設を               

利用できなくなった場合、シティにすべての商品とサービスを提供できる代替リソースを    

規定しなければなりません。復旧リソースは、同じ災害イベントが主要施設と復旧場所の   

両方に影響を与える恐れを最低限に抑えるか、それを排除するために十分な距離間隔が  

ある、主要施設から地理的に分離された場所に存在する必要があります（クラウドサービス  

プロバイダー(CSP)でホストされる SaaSアプリケーションのサプライヤーの場合、このような  

地理的分離にはプライマリ環境とCOB環境に対して異なるCSPリージョンが必要です）。  

復旧リソースは情報システムに限定されず、シティに対する商品とサービスの継続的な   

提供に必要なリソースがすべて含まれます。これには、スタッフ、建物、ビジネス機器、    

データセンター、データおよび音声ネットワーク、輸送サービスなどがあります。 

15.2    復旧サービスレベル。サプライヤーのビジネス継続性は、シティに対して効果的である    

ように、設定済みのサービスレベルを満たさなくてはなりません。重要な取引の処理に     

使用されるフランチャイズ基幹業務用アプリケーション(FCA)をホスティングする              

サプライヤーには、復旧に必要とされる重要データのバックアップに「エアギャップ」手法を

使用して、バックアップデータが変更されないように、および/またはオフラインで              

（ネットワークから切り離して）保管されるようにし、要求されるテクノロジー復旧時間能力

(TRTC)以内にデータの復旧が達成できるようになければなりません。サプライヤーの災害

復旧計画は、最低限、以下の変数に対する特定の値を設定するものとします。 

i. 目標復旧時間 

ii. 目標復旧時点 

iii. 復旧能力 

適用対象：用対象：シティビジネスユニットの復旧計画に含まれるサプライヤー、またはシティが使用して  い
る 復旧能力（つまり、数値的なテクノロジー復旧時間能力［TRTC］）のあるアプリケーションを    
サプライヤーがホスティングしている場合。適用対象およびビジネスの持続性(CoB)要件をサプライヤーに   通
知することは、シティビジネス(BAO)の責任となります。 
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iv. 復旧期間 

 

15.3 災害復旧計画。シティのビジネス継続性方針により、シティのビジネス復旧計画に含まれる 

サプライヤーは、災害復旧計画を策定することが義務付けられています。これにより、シテ

ィは適切な目標復旧時間以内に代替の場所または代わりの担当者からサービスを継続的

に受けられるようになります。サプライヤーは、災害復旧計画を策定する必要性について    

該当するシティの連絡窓口に相談する必要があります。その際には、かかる災害復旧計画

にRTOを含めたシティのどの要件が適用されるべきかを考慮しなければなりません。契約

の中でRTOが別途定義されていない場合、RTOは、シティによって重要度が「1」と定義され

ている場合の障害復旧は4時間以内、シティによって重要度が「2」と定義されている場合は

24時間以内、シティによって重要度が「3」と定義されている場合は72時間以内に災害復旧

するものとします。サプライヤーは、本第14セクションの要件に従うサプライヤーの義務が

発生した契約の発効日から10暦日以内に、またその後は毎年、災害復旧計画の英文     コ

ピーを、その現行および定期テストの証拠とともにシティに提供します（シティが要求した場

合）。 

15.4 災害復旧計画の呼びかけと危機の通知。サプライヤーは、シティの主要連絡窓口に以下の

事柄を速やかに通知します。 

i. サプライヤーが災害復旧計画を発動した場合 

ii. シティに提供されるサービスまたは商品に悪影響をもたらす可能性が疑われる        

サプライヤーや再委託業者に対する危機、脅威、警告、またはサイバーイベント 

15.5 テスト。サプライヤーの復旧リソースおよび計画はすべて、少なくとも年1回はテスト             

しなければなりません。テストでは、シティに提供するすべての商品とサービスの復旧     

サービスレベルを満たすサプライヤーの能力を示すものとします。これらのテストは、包括

的で、シティに提供された本サービスの全範囲を含むものでなければなりません。さらに、

自然災害と人為的災害の両方、およびサービス拒否攻撃、分散型サービス拒否攻撃、   

マルウェア、ランサムウェア攻撃を含むがこれらに限定されないサイバーベースの攻撃を 

テスト範囲に含める必要があります。サプライヤーは、シティに提供するサービスの復旧  

テストについて少なくとも30暦日前までにシティに通知しなければなりません。シティは    

サプライヤーの復旧テストへの立ち合い、または視察ができます。シティが参加を希望する

場合、サプライヤーは、テストの  実施前に、テストの目的、テスト計画、テストサイトへの 

接続手順などをシティに提供するものとします。各テスト完了後、10営業日以内に、        

サプライヤーは、重要なビジネス機能の回復に必要な時間枠およびテスト結果の証拠      

（スクリーンショットなど）を含む、テスト目的、テスト 計画、およびテスト結果の概要をシティ

に提供するものとします。 

15.6 サプライヤーは、以下の中断シナリオについてテストする必要があります。 

i. アクセス拒否(DOA) 

ii. サービス拒否(DOS) 
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15.7 サプライヤーのテストへのシティの参加/審査。サプライヤーが行う災害復旧計画テスト        （

再テストを含む）に対し、シティはプロセスの重要度/ RTOに応じた活動を行うものと       し

ます。 

 
15.8 アクセス拒否(DOA)のテストに対して： 

i. シティフランチャイズにとって最も重要なプロセス。シティは、「フランチャイズ基幹業務

用」と 定義される全プロセスのサプライヤーによるテストに立ち合い、またはこれを視

察します。    これらのプロセスについて、サプライヤーはシティに対し、ビジネスおよび

/またはテクノロジー（該当する場合）、テスト記述、テスト結果、およびエビデンスを含

む復旧計画の審査を       許可するものとします。 

ii. RTOが24時間以内の復旧。シティによって義務付けられている場合を除き、シティは         

サプライヤーが実施するテストに立ち会い/視察する必要はありませんが、ビジネス  

および/またはテクノロジー（該当する場合）、テスト記述、テスト結果、および            

エビデンスを含む復旧計画を審査します。 

iii. RTOが24時間を超える復旧。シティによって義務付けられている場合を除き、           

シティは、ビジネスおよび/またはテクノロジー（該当する場合）、テスト記述、および   

テスト結果を含む復旧計画について、サプライヤーによる証明を必要とします。 

15.9 サービス拒否(DOS)のテストに対して： 

i. RTOが72時間以内の復旧。シティは、全アプリケーションのサプライヤーによるテストに      

立ち合い、またはこれを視察します。サプライヤーはシティに対し、テクノロジー、テスト

記述、テスト結果、およびエビデンスを含む復旧計画の審査を許可するものとします。 

ii. RTOが72時間を超える復旧。シティによって義務付けられている場合を除き、           シ

ティは、ビジネスおよび/またはテクノロジー（該当する場合）、テスト記述、および   テス

ト結果を含む 復旧計画について、サプライヤーによる証明を必要とします。 

 

15.10 テスト結果への対応。サプライヤーのテスト結果の中に、テストの目標または該当するRTO

が満たされなかった旨が記されている場合、サプライヤーは原因分析を行い、特定された

不具合を速やかに修正するものとします。かかる修正を適用後、サプライヤーは初回の        

テストに不合格した日から120暦日以内（または、関連の作業指示書に明記された期間）に    

再テストを行うものとします。 

 

15.11 処理量テスト。重要な取引の処理に使用されるフランチャイズ基幹業務用アプリケーション

(FCA)をホスティングするサプライヤーは、ビジネス持続性CoB/災害復旧環境で稼働量を     

処理できることを実証しなければなりません。シティとサプライヤーは、検証に使用される方

法について同意しなければなりません。 

 

15.12 危機管理。サプライヤーは、ビジネス継続計画と併せて、復旧作業の指揮統制のための   

危機管理計画も保持するものとします。最低でも、サプライヤーの危機管理プランは、復旧   

業務を開始する充分な権限のある個人を特定し、危機情報を収集および拡散するための

通信およびエスカレーションプロトコルを定義して、危機が生じた場合にシティと連絡するた

めの   通知およびエスカレーションプロトコルを含むものとします。 

D
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15.13 評価。サプライヤーは、プロセスの重要度/ RTO に応じたビジネス継続性能力を             評

価するための、シティの第三者ビジネス持続性(CoB)評価プロセスの対象となります。 

i. RTOが24時間以内のプロセスをサポートするサプライヤーは毎年評価される必要が          

あります。 

ii. フランチャイズ基幹業務プロセスをサポートするサプライヤーの評価は、サプライヤー

の    施設で実施されなければなりません。 

iii. RTOが24時間以上72時間以内のプロセスをサポートするサプライヤーは、評価の実施

は 義務付けられませんが、復旧能力があることを毎年証明する必要があります。 

iv. この評価は、サプライヤーから回答と証拠の提示が義務付けられるアンケートで構成

されています。CoB評価の結果により問題や懸念事項が特定または指摘された場合、

シティは サプライヤーへの通知にて結果を文書化し、サプライヤーと協力して、問題の

修正方法を 特定します。 

 

15.14 災害復旧計画への変更。サプライヤーは、（RTOを長くするなど）サービスに悪影響を       及

ぼす可能性のある方法で災害復旧計画を改悪させない限り、その災害復旧計画を変更す

ることができます。サプライヤーは、災害復旧計画の変更を速やかにシティに伝え、シティ

の要求に応じて、シティが十分に理解し、変更に対応できるよう説明するものとします。 

 

15.15 業務委託先の災害復旧計画。サプライヤーは、サプライヤーの業務委託先が、シティの   サ

プライヤーに対する要件と完全に一致する災害復旧計画を維持することを                      保

証する ものとします。 

 

15.16 サービス提供のためのシティのシステムの使用。シティまたはシティの関連会社から要請が

あった場合、シティのシステムを使用するサプライヤーは、シティの災害復旧訓練に、シティ

に費用または料金を負担させることなく参加するものとします。 

 

15.17 ホスティングサービスに適用される災害復旧計画要件。サプライヤーがホスティング        サ

ービスを管理し、シティに提供する範囲においては、以下の規定も適用されるものとします

。災害復旧計画に最低限、次の事柄を含める必要があります。 

 

i. 停電、システム障害、自然災害、その他の不測の事態によるサービスの長期中断に 

対応するための詳細かつ文書化された計画で、相互に合意した期間内に業務を再開   

するためのプロセスおよび手順を含む、ホスティングされたサービスの運用および適用

のバックアップ/ 復旧のための手順 

ii. すべてのコンテンツを保護するための手順 

iii. 交換用機器（コンピュータ機器など）に関する手順および第三者との契約 

iv. オフサイトの生産施設のための手順。 

v. また、サプライヤーの災害復旧計画では、以下を実行します。(a)サプライヤーは、    

サービスに悪影響を及ぼす可能性のある災害が発生した場合、2時間以内にシティに

書面にて 通知します。(b)サプライヤーは、当該通知から24時間以内に、 
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代替処理施設においてホスティングされたサービスの提供を継続する計画をシティに

提供します。および (c)ホスティングされたサービスは最初の通知から48時間以内に完

全に機能しているものとします。 

vi. サプライヤーは、要請に応じて、シティがサプライヤーの災害復旧計画および事業継

続計画と連携して災害復旧計画および事業継続計画を策定するために必要な情報を

開示する    ことに同意するものとします。 

vii. サプライヤーの施設の一部が稼動不能となった場合、サプライヤーはシティに対して、    

サプライヤーが他の商業顧客に対して行うのと同様に、不利な扱いをしないものと    

します。 

 
15.18 オペレーショナル・レジリエンス。サプライヤーは、シティが随時指定する重要な/重大な     ビ

ジネスサービスに相当する、またはシティによる重要な/重大なビジネスサービスの提供の

サポートとなる（以下「重要な/重大なビジネスサービス」）本サービスの要素の提供に  対

する障害は、シティがサプライヤーに随時通知する、シティが設定する期間を超過、     また

はシティが定める何らかの関連指標（以下「インパクトトレランス」）に違反しないことを保証

するものとします。 

 

i. インパクトトレランスは、重要な/重大なビジネスサービスの提供が中断される可能性

のある最大許容期間または最大許容ダウンタイムなど、明確な指標として表現         

されます。シティと  サプライヤーは、継続的な契約ガバナンスプロセスの一環として、

毎年インパクトトレランスを見直すものとします。複数の規制機関の要求により、個々

の重要業務サービスに対して2つのインパクトトレランスを設定する必要がある場合、

シティは、当該重要業務サービスに 対して個別のインパクトトレランスを指定すること

ができます。サプライヤーは以下を行うものとします。 

ii. シティが設定した該当するインパクトトレランス内で、重要な業務サービスを提供       

できない（またはその可能性が高い）ことを認識した場合、見込みまたは実際の失敗の

理由およびその影響を緩和するために講じている措置についての説明と共に、直ちに

シティに通知すること。 

iii. 要請があった場合、サプライヤーが重要な業務サービスを提供するために必要な    

人材、プロセス、技術、施設および情報をシティが特定できるように、シティに合理的な

支援を提供すること。 

iv. シティが以下を実施することを可能とするためのシティに対する合理的な支援を       

行うこと。 

a. サプライヤーまたはサプライヤーの業務に、深刻だがもっともらしい障害が発生し

た場合、サプライヤーが各重要な/重大な業務サービスのインパクトトレランス内に

とどまる能力に関する内部シナリオテスト 

b. シティがサプライヤーの弱点を特定し、将来の混乱に効果的に対応し回復する  

能力を向上させるために必要な行動を可能にする、シナリオテスト後に実施された

教訓 

 
v. シティによる内部シナリオテストにおいて、シティが設定した、対応するインパクトトレラ

ンス 内で重要な/重大なビジネスサービスを提供するサプライヤーの能力に対する脆

弱性または制限が特定された場合、およびサプライヤーがシティが設定したインパクト

トレランス内で重要な/重大なビジネスサービスを提供できなかった場合、当事者は    
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サプライヤーが脆弱性または制限を解決もしくは緩和するために必要な措置を講じる、

またはこの失敗の 原因を改善して合理的に実行可能な限り速やかにインパクトトレラ

ンス内に留めるようにすることを確実にします。（該当する場合） 

16 身元調査のグローバル基準 

 

16.1 概要 – 身元調査。身元調査は、適用されるすべての現地法および規制に準じて実施する  必

要があります。サプライヤーの従業員は適宜、本書で説明されている情報と自己開示内容

のすべてを提供しなければなりません。履歴書上、面接時、オンボーディング書式上   また

は   オンボーディングプロセス期間中の情報の改ざんまたは省略は、発見された時期に関

わらず、現地法に従い、シティとの取引の拒否または中止の原因となる場合が        ありま

す。実施された  調査の結果がよくなかった場合も、発見された時期に関わらず、   現地法

に従い、シティとの    取引の拒否または中止の原因となる場合があります。 

 

身元調査の完了時期、各国特有の要件、およびこれらの基準の例外に関する追加情報は

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_require 

ments_tables.pdfに掲載されています。 

16.2 基本情報の収集および本人確認。サプライヤーの従業員がシティの職務を開始する前に  

サプライヤーは個人の氏名、郵送先住所、本籍地（異なる場合）、電話番号、電子メール     

アドレス（該当する場合）を収集しなければなりません。サプライヤーの従業員は、自らの    

身元を検証する文書も提供しなければなりません。これには、身分登録番号、政府の         

発行した身分証明書（写真入り）またはパスポートの情報および/または文書の提供が         

含まれる場合があります。 

 

16.3 制裁審査。サプライヤー従業員は全員、米国財務省外国資産管理局（「OFAC」）の特定国籍

業者リスト（「SDN リスト」）および米国が課す制裁の対象地域および管轄区域のリスト      （

「米国制裁」）に照らして審査されなければなりません。審査は、任務初日以前の確認    プ

ロセスで提供された氏名、住所、別称および生年月日に適用されます（現地法で         許

可されていない場合を除く）。制裁リストの項目に確実に一致するサプライヤー従業員は、

シティでの業務を禁じられます。そのような兆候がある、または偽りの陳述をおこなうと、任

務に不適格となるか、任務終了となる場合があります。 

適用対象：シティのシステム/ネットワークおよび/または同伴者なしでのシティ施設へのアクセス権が    

従業員に与えられているサプライヤー（そのような従業員には、GEIDの所持とシティの非従業員管理     

システムへの登録が義務付けられます） 
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OFACリストは、ウェブサイト(https://home.treasury.gov/policy- issues/financial-

sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list- sdn-human-readable-

lists)で一般に公開されています。 
 

16.4 移民法コンプライアンス。サプライヤーは、自社の従業員が赴任国での就労許可を得ている

ことを確認するためのプロトコルがあること、およびサプライヤーが従業員の就労資格を 確

認するための適用法令のすべてに従ったことを証明する必要があります。サプライヤーは

さらに、自社の従業員がすべての適用移民法および規制に準拠することを確認するための

プロトコルがあり、自社の従業員は、従事する任務および活動に対して適切なタイプの ビ

ザを保有していることを証明しなければなりません。 

 

16.5 職歴。サプライヤーは、その従業員の過去7年、または規制により義務付けられる場合は    10

年の職歴を確認しなければなりません。個人の職歴を検証して、雇用主、役職、日付、      

および職務が正確に示されていることを確認する必要があります。サプライヤーの従業員

は、シティまたはその前身企業 （シティバンク、シティコープ、トラベラーズ、ソロモン・       ブ

ラザーズおよび/またはスミスバーニーが含まれるがこれに限定されない）への           コン

サルタントまたは契約社員としての以前の雇用または派遣についても開示する必要があり

ます。また、シティまたはその前身企業のいずれかからのオファーを受けてから、解雇され

た、辞職を求められた、または雇用もしくは派遣を拒否されたことがあるかを開示する必要

もあります。 

16.6 学歴。サプライヤーは、従業員の最終学歴を確認しなければなりません。確認情報には、   在

籍期間、教育機関名、住所、取得学位を含めてください。 

 

16.7 犯罪歴。法的に許可される場合、サプライヤーの従業員または再委託業者は、有罪の       申

し立てまたは不抗争答弁、または公判前ダイバージョンおよび同類のプログラムへの  参

加を含む、刑事犯罪における逮捕、出頭命令、召喚、罪状認否、起訴または有罪判決の対

象となった場合、その旨をシティに開示しなければなりません。犯罪記録のレビュー     およ

び/または指紋チェックは、法律で許可され、利用できる場合、職務開始日の前に完了する

必要があります。盗難、詐欺、不正行為、信頼の違反に関連した有罪判決があれば、シテ

ィに対する職務遂行の拒否および/または職務適格性喪失の可能性があります（法律で禁

止されている場合は除きます）。他の有罪判決は、現地の適用法令に基づき、職務遂行の

拒否および/または職務適格性喪失の可能性があります。 

16.8 薬物審査。法律で許可されている場合、サプライヤーは、その従業員がシティで職務を始める

前に違法薬物審査テストを受けていることを確実にする必要があります。薬物審査は           

少なくとも、アンフェタミン、カンナビノイド(THC)、コカイン、アヘン、フェンシクリジン(PCP)の

存在を調べる「5パネル」テストでなければなりません。陽性の結果は裁定されなければ   な

らず、この結果が業務開始前または開始後に受領されたかどうかを問わず、現地法に よっ

て許可されない場合を除き、赴任を拒否する十分な理由になります。特定の            サプラ

イヤー従業員は、職務（運転手、パイロットなど）の要件に基づいて、あるいは現地の法令

に基づく他の理由から、職務の遂行中でも、薬物審査テストを受けるよう求められることが

あります。 
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16.9 再審査。任務が終了するサプライヤーの従業員が再度シティに赴任する場合、その従業員を

再 審 査 す る 必 要 が あ り ま す 。 再 審 査 要 件 の 詳 細 情 報 に つ い て は 、 
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.p

df. にある各国特有の要件と例外を参照してください。 

 

16.10   海外赴任。審査はすべて、従業員が赴任する国の規制に従って実施する必要があります。

サプライヤーの従業員が新しい国に異動し、シティとのサービスが中断された場合、当該      

個人は新しい国の要件に従って再審査を受ける必要があります 

 

17 経費 
 

 

17.1  概要。シティは、書面によりシティが事前に承認し、該当する契約の条件に基づくシティへの

商品とサービスの提供に関連するもので、適切な場合は該当する契約またはシティの経費   

管理方針の条件に従い、裏付けとなるレシート、請求書、日程、またはシティが受理可能と    

見なすその他の証拠文書により十分に立証される、サプライヤーが負担した業務関連の      

適切な経費のみについて払戻しを行います。 

17.2 払戻し。経費は適切に文書化し、シティの請求要件に従ってシティに請求書を提出しなければ

なりません。サプライヤーの経費は、サプライヤーに代わってシティの従業員が負担しては    

なりません。有効かつ承認された経費項目の払戻しのためシティに提出される経費には  

以下を含めてください（その他のすべての請求要件に追加されるものです）。 

i. 経費支出の業務目的 
ii. 経費の金額と説明 

iii. 経費の発生場所と日付 

iv. サプライヤーがサービスを提供するプロジェクトの名前/説明 

v. 当該経費が生じたサービスを要請したシティ担当者の名前とビジネス上の関係および 

vi. 該当する場合は、発注書番号 

 

許可される払戻し可能な業務経費の情報については、シティの主要連絡窓口に問い合わせて      く

ださい。払戻しの請求と共に、裏付けとなるレシート、請求書、日程、またはシティが受理可能と 見

なすその他の証拠文書を提出しなければなりません。払戻しの請求は、適切な場合は該当する契

約またはシティの経費管理方針の規定に準拠し、また適切なビジネススポンサーおよび/またはシ

ティの主要連絡窓口の承認を受ける必要があります。経費規定に適合しない申請については 払

戻しが行われません。 

 

 

 

 

 

事業活動費の払い戻しを請求する契約上の資格があるサプライヤー 
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18 情報セキュリティ(IS) 

18.1 概要。本セクションは、シティとそのサプライヤーが業務を行っている拠点の適用法令の要件

と最高レベルの業界基準（ISO/IEC 27002など）に従って情報が保護されるように           す

るため、シティが義務付ける情報保護統制に関してシティの情報を保管、処理、管理、  ア

クセスしたり、シティのアプリケーションをホスティングしたりするシティのサプライヤーの最

低要件について 規定するものです。現地の法令、または関連のある業界基準が本書の

規定よりも厳しく設定されている場合、サプライヤーはこれらの法令または基準に従う  必

要があります。さらにサプライヤーは、他のシティ方針や契約条件の遵守の一環 として、さ

らなる情報セキュリティ 慣行および手順を取り入れるよう求められることがあります。  サ

プライヤーが情報セキュリティのために追加セキュリティ慣行または詳細な手順を実施する

ことを決定する場合、サプライヤーは、これらの慣行および手順が本セクションで定義され

る最低規制と矛盾しないよう確認する必要があります。 

 

18.2 情報セキュリティ方針とガバナンス。サプライヤーは、情報セキュリティ方針および基準を  

文書化しておく必要があります。方針ガバナンスには、テクノロジー、業界基準、法規制上

の要件に従って、明確に定義された役割と責任、年次方針および基準の年次審査と更新

が含まれていなければなりません。 

 

18.3 職務の分離。サプライヤーは、認証または検出なしに同じ活動、変更、情報システム、または

取引に対して常時アクセス権限があり、シティ情報にアクセスできる個人が、2つのビジネス  

機能または2つのIT機能、または2つの規制情報システム機能を遂行できないように        プ

ロセスを設定する必要があります。ただし、リスクを緩和するために十分な補正管理策が        

講じられている場合は除きます。 

 

18.4 例外。 

i. ユーザーは実際の取引を開始または承認し、非実稼働環境で同じシティ情報システム

の新しい要件のテストに参加することができます。 

ii. 開発機能のあるユーザーは実稼働をサポートできますが、アクセス権が読み取り      

または表示のみに限定されており、機密またはそれ以上の情報へのアクセスが       

含まれていない場合にのみ、シティ情報システムへの常時アクセス権を付与されます。 

iii. 実装機能を利用して Break / Fix サポートを提供する必要がある開発または認定機能

を有する人物は、規制情報システムへの一時的なアクセス権を使用する必要が       

あります。 

iv. アプリケーション管理外で実稼働データを更新する必要のある人は、一時的なアクセス

権を使用する必要があります。 

v. アプリケーション管理外で機密PIIまたは極秘PIIデータを閲覧する必要のある人は、     

一時的なアクセス権を使用する必要があります。 

 

適用対象：付録で分類・定義されたすべてのシティ情報のアクセス/処理/保管/管理を行う、および/または

インターネットに接続するシティブランドアプリケーションをホスティングする、および/またはシティの

ネットワークリソースに接続する、および/またはシティ施設に同伴者なしでアクセスする必要がある  

サプライヤー 

 



シティサプライヤー要件 30 / 60ページ 

© 2021 CITIGROUP 

INC. 

 

 

 

 

 

 

 

vi. 開発または認証機能を有する人物は、規制情報システムのオペレーティングシステム   

またはデータベースインフラストラクチャソフトウェアを変更またはインストールしては    

なりません。 

18.5  情報セキュリティに対する経営陣の責任。インターネットに接続するシティブランド       

アプリケーションをホスティングするサプライヤー、および/または機密またはそれ以上の   

カテゴリに分類されるシティの情報にアクセス権を持つサプライヤーは、シティ要件ならび

に 情報セキュリティに関する法律および/または規制要件（シティまたはサプライヤーに      

適用されるもの）の遵守に関して、サプライヤーの方針、手順、統制を評価するシティの   

第三者情報セキュリティ評価プロセス(TPISA)の対象となります。 

この評価には、裏付けとなる証拠を伴うサプライヤーの回答を要するセキュリティ           

アンケート、機密またはそれ以上のカテゴリに分類されるシティの情報が、シティおよび    

クライアントのビジネスニーズを満たすために第三者が保管、処理、および 管理し、        

アクセスする施設への訪問が含まれます。TPISAの結果によりセキュリティの問題と懸念 

事項が開示または指摘された場合、シティはサプライヤーへの通知にて結果を文書化し、

サプライヤーと協力して、問題の修正方法を特定します。サプライヤーは、シティの懸念に

対し納得できる形で対処するため、迅速に必要な修正措置を取るか、必要な救済措置を 

追加する必要があります。この対処に必要な期間は、高リスク問題の場合は180暦日     

以内、中程度のリスクの問題では240暦日以内、低リスクの問題では次回評価時までと   

定められています。 

i. サプライヤーはその情報セキュリティ基準、方針、手順に照らし合わせて、ビジネス   

業務と 関連規制事項を定期的に評価しなくてはなりません。定期的な評価には         

少なくとも以下を含めてください。 

a. サプライヤーがIS方針と基準の遵守を徹底するために使用するプロセスの評価 

b. サプライヤーが使用するアプリケーションおよびインフラストラクチャ、ならびに    

サプライヤーの再委託業者がそれらの業務活動をサポートするために、または   

シティがこれらの評価を行うために使用するISプロセス（該当する場合）などの補助

リソースの評価第三者が「機密」またはそれ以上のカテゴリに分類されるシティ   

情報へのアクセス、処理、管理、または廃棄を行う再委託業者と新規契約を締結

する際、または既存の契約を更新する場合にもコンプライアンスが求められます。 

ii. 情報セキュリティリスク評価によって特定された問題は文書化し、終了するまで        

追跡し、是正された証拠をシティに提示しなければなりません。 

iii. サプライヤーの情報セキュリティ管理部門が国外に移転される場合、サプライヤーは

その 移転前にシティの承認書を取得する必要があります。 

iv. サプライヤーが新しい組織を買収した場合、サプライヤーはこれらの要件の遵守に   

ついて買収した組織の査定を行わなくてはなりません。 

v. サプライヤーは、シティが事前に書面で承認しない限り、セキュリティ管理機能を       

外注することはできません。この中には、シティ情報の保管、処理および/または送信

に  使われるシステムのファイアウォール管理、セキュリティ設定管理、パッチ管理、 
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または情報セキュリティ管理(ISA)機能が含まれますが、これらに限られません。 

vi. サプライヤーが、ソフトウェア、またはシティ情報が含まれているウェブサイト、あるいは   

シティブランドのウェブサイトのホスティングを行う場合は、シティのシステム             

セキュリティテスト(SST)基準に従って定期的な脆弱性評価を行い、評価中に           

特定された重大な問題をシティSST基準に指定される期間内に修正する必要が       

あります。さらに、サプライヤーは、関連するISO/IEC 207000情報セキュリティ管理   

基準（または、より高い基準やプロトコルを定めた後継の情報セキュリティ管理基準）、

および本セクション18にあるコンピューターセキュリティ規定を遵守します。 

vii. サーバーおよび/またはシティ内部ネットワーク上の情報システムに接続する必要が 

ある 場合、サプライヤーは現在の接続プロセスを遵守できるよう、シティの主要連絡 

窓口に通知する必要があります。 

viii. サプライヤーは、シティの情報に対する不正なアクセス、取得、損失、不正操作、      

削除、およびシティの情報の保管、処理および/または送信に使われる情報システム

へのその他の不正アクセスについて、適切なシティの連絡窓口に速やかに通知する      

必要があります。 

ix. サプライヤーは、すべてのハイリスクな行動および機密データの変更について、監査 

証跡が残されていることを確認し、どの人物がどのような活動を行ったか、またはどの  

データに変更を加えたかを特定できるようにしておく必要があります。 

x. サプライヤーは、画面上および書面上のすべての機密データを見えないようにカバー

する必要があります（監視、例外、および規制、およびその他のレポートを含む）。 

xi. サプライヤーは、「個人所有の機器類」も含め、機密データの印刷、記録、または複写

を制限しなければなりません。サプライヤーは契約期間中の合意された時点で、      

または契約終了時に、シティ情報をすべて返却または破棄すべく適切なすべての     

努力を払わなければなりません。 

xii. サプライヤーは、シティの情報にアクセスするサプライヤーの全人員（従業員、請負  

業者、臨時従業員、再委託業者）が、秘密保持契約書または守秘義務契約書(NDA)に      

署名していることを確認する必要があります。 

xiii. サプライヤーの従業員には、サプライヤーの行動規範および人事方針の違反や      

不履行の懲戒プロセスが含まれた従業員ハンドブックまたはそれと類似する文書を  

提供し、従業員はこれを入社プロセスの一環として受け入れなければなりません。 

xiv. サプライヤーは、従業員または非従業員が解雇された、または退職したときに、すべて

の資産を回収するためのプロセスを設定します。 

 

18.6 再委託業者の情報セキュリティリスク。サプライヤーは、顧客のデータにアクセスする    

再委託業者に対し、資格のある情報セキュリティ担当者が行う契約締結前および定期的な  

契約後の情報セキュリティ(IS)評価を義務付けなければなりません。これには以下が      

含まれます。 

i. 経営陣が承認した再委託業者の情報セキュリティ評価プロセスを設置すること、また 

これには評価の開始から問題の管理まですべての手順が網羅されていること。 
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ii. サプライヤーは、シティの機密またはそれ以上のデータにアクセスする再委託業者に    

ついて、シティの第三者IS評価アンケート(TPAQ)のIS領域を網羅した、再委託業者に    

関連する情報セキュリティリスクを算出する論理的な方法が含まれているIS評価       

アンケートまたはそれと同等のツールを使用してISリスク評価が行われていることを確

認すること。 

iii. サプライヤーは、シティの情報にアクセスする再委託業者のIS管理の評価、評価完了

の追跡、および判明した問題と是正措置計画(CAPs)の管理と完了を確実にすること。 

18.7 資産に対する責任 

i. サプライヤーは、シティ情報の保管、処理、送信に使われるアプリケーションと          

ハードウェアがすべてインベントリで管理されていることを確認する必要があります。 

ii. サプライヤーは、シティ情報資産インベントリが、かかるインベントリの正確性および  

完全性を適切に維持するために使用される手順に従って管理維持されていることを   

徹底しなくてはなりません。 

iii. サプライヤーは、管理下のシティ情報をすべて保護する責任を負わなければ           

なりません。 

iv. サプライヤーは、業界の慣行と一致する方法でユーザーの活動の説明責任を         

確保する必要があります。 

v. シティ情報が存在するサプライヤーのグローバルネットワークから個人的な外部       

インターネットのEメールアカウントへのアクセスは制限しなくてはなりません。 

 

18.8 情報分類と取扱い。シティは以下の情報分類に基づいて情報を分類します。以下の各分類の

定義および例については、付録をご参照ください。 
 

極秘 機密性が最も高い 

機密性が高いPII 
 

 

機密PII 

機密 

社外秘PII 

社外秘 

一般公開 機密性が最も低い 

 
i. シティ情報の分類に基づき、シティはサプライヤーと協力して当該情報の保護に        

必要なセキュリティのレベルを特定します。またサプライヤーは、こうしたセキュリティ 

レベルにおける十分な管理の設定を徹底しなくてはなりません。このレベルはシティに

より引き上げられたり修正される場合があります。 

ii. 機密またはそれ以上に分類される情報は、シティの方針および基準に従った機密条項

を含む、シティと第三者との間に締結された契約の対象となる第三者が管理する機器

に保管されなければなりません。 

iii. サプライヤーがシティデータの保存にサプライヤーが所有しない機器（すなわち、外部

が管理する機器）の使用を許可する場合、サプライヤーは特定の経営陣による承認を    

義務付ける方針を設定し、シティの情報の使用と破棄に関するガイドラインと監視手順

を定める必要があります。 

iv. サプライヤー従業員所有のデバイス（自宅のコンピューター、PDA、モバイル            

インターネットおよび電子メールアプリケーションなど）に保管できる情報は、シティが  

「公開」として分類するもののみです。 
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v. サプライヤーは常に、不正なアクセスや変更、削除からシティ情報を保護しなければ     

なりません。 

vi. 電子輸送可能メディア(ETM)に保存されているシティ情報は安全に移動させ、受領を     

確認する必要があります。サプライヤーは、意図されていた受領者が受領予定日に

ETMを受け取ったことを確認し、引き続き、受領が確認されるまで、受領予定者と      

フォローアップを行わなければなりません。受領予定日に受領を確認できなかった    

場合、サプライヤーはシティに通知する必要があります。 

18.9 安全設定。 

i. サプライヤーには、シティ情報を保存、処理、アクセス、または送信する可能性のある

すべての資産について、文書化された安全設定基準を維持することが義務付け       

られます。 

ii. サプライヤーは、アプリケーション、商品、サービスの選択、開発、実装のプロセスと  

手順に情報セキュリティ手順を取り入れる必要があります。 

iii. サプライヤーは、シティ情報が保存、処理、送信されるシステムすべてについて安全な

構築手順を設定しなければなりません。 

iv. サプライヤーはすべてのシステムの安全なイメージまたはテンプレートを維持する必要

があります。 

v. デフォルトのユーザーアカウントとパスワードはすべて、ベンダーがサポートする       

システム、ネットワークデバイス、およびアプリケーションから削除および/または変更 

します。 

vi. 新しいシステム展開または不正侵入のあったシステムは、承認済みのイメージまたは   

テンプレートを使用して設定します。 

vii. 安全な設定の変更はすべて、変更管理プロセスを通じて経営陣が承認します。 

viii. 安全設定が変更される場合には、追跡と修正を含む通知プロセスがあります。 

ix. 安全な構築手順には、実稼働デプロイメント時におけるセキュリティ/標準構築設定の

自動設定確認をサポートするツールを含める必要があります。 

 

18.10 暗号化要件。第三者が機密またはそれ以上に分類されるシティ情報を送信・保管する   

場合、暗号化の要件に従う必要があります。シティとシティの第三者との間で送信される   

データは、シティが承認したツールまたはソリューションによりエンドツーエンドで暗号化    

される必要があります。データ送信について承認されたプロトコルと各バージョン番号は        

以下の通りです。 

i. 認証および認証情報を交換する場合：SAML v2.0、OAuth v2.0（認証のみ） 

ii. 通信チャネルおよび関連するキーの交換を保護する場合：TLS v1.2またはTLS 

v1.3.TLS暗号スイートは、SSL Labsまたは同様の組織によって「強力」、「推奨」、       

または同等の評価を受け、完全前方秘匿(PFS)が有効になっていること、および/      

またはDTLS v1.2とIPSEC/IKE v2であることが必要です。 

 

18.11  シティの第三者環境に永続的に保存されるデータまたは交換されるデータは、シティが   

承認したツールまたはソリューションを用いて完全に暗号化されなければなりません。     デ

ータを暗号化するために承認されたアルゴリズムとキーの長さは以下の通りです。 

i. Advanced Encryption Standard(AES)：承認されたキーの長さ：128ビットまたは         

256ビット。キーの長さが192ビットのAESは許可されていません。制限付きモード：     

電子コードブック(ECB)モードは、平文の量がブロック長以下の場合を除き、禁止されて    

います。ディスクドライブの暗号化：256ビットキーのAESを推奨します。 
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ii. ChaCha20（関連するユースケースのためのストリーム暗号）：承認されたキーの長さ：    

128ビットまたは256ビット、96ビットナンスと32ビットブロックカウントまたは                

64ビットナンスと 64ビットブロックカウント。最大データサイズ：16ペタバイト。 

 

18.12 承認された公開キー暗号システム、キー交換、合意メカニズム、メッセージダイジェスト、   

およびキー導出関数は次のとおりです。 

i. 公開キー暗号システムとキーの最小長サイズ：Rivest– Shamir–Adleman(RSA)、       

デジタル署名アルゴリズム(DSA)：2048。DSAは、CitiElliptic Curve Digital Signature 

Algorithm (ECDSA)の外部で処理または保存されたシティのデータをセキュリティ保護

する目的で使用してはなりません。256。 

ii. キー交換および合意メカニズムとキーの最小長サイズ：Diffie-Hellman(DH)/ 

Ephemeral Diffie-Helman(DHE)：2048。Elliptic- curve Diffie–Hellman 

(ECDH)/Ephemeral Elliptic-curve Diffie–Hellman (ECDHE)：256。 

iii. メッセージダイジェスト機能：ハッシュの生成に使用されるマテリアルのランダムビット数   

よりも長い暗号化キーを作成することは禁止されています。MD-5：デジタル署名以の

用途に使用可能です。デジタル署名の生成と検証は禁止されています。SHA-1：      

デジタル署名以外の用途およびレガシーデジタル署名の検証に使用できます。        

デジタル署名の生成は 禁止されています。SHA-2ファミリー、SHA-3ファミリー、

POLY-1305：すべての暗号化ハッシュ関数アプリケーションで使用可能です。 

iv. パスワードによるキーの導出関数と最小要件：PBKDF2：少なくとも10000の繰り返し回

数と16バイト以上のソルト。HKDF：ソルト化する必要があり、情報入力値を含める必要

があります。SCRYPT：最小ラウンド数/コスト係数10。ストリーム暗号化に     

NISTSP800-108KDFを使用することは禁止されています。Bcrypt（パスワードハッシュ

のローカル保存用）：最小 ラウンド数/コスト係数10以上。 

 

18.13 社外Eメール：規制および/またはサプライヤーの方針により、シティによって承認済みの  

エンドツーエンド暗号化ソフトウェアまたはツールの使用がサプライヤーに許可されない  

場合、シティ情報分類が「機密」以上に該当するシティの情報が含まれる個人の電子メール

をシティとサプライヤー間でやり取りする際の暗号化要件は、転送の暗号化（トランスポート

層セキュリティ(TLS)によるゲートウェイ間の暗号化など）を通じて完全に満たすことが      

できます。承認済みの安全な E メールプロトコルは次のとおりです。 

i. Identify-Based Encryption(IBE)の特徴は暗号化Eメールで、シティグループ内の顧客

対応ソリューションと安全なEメール、および eDeliveryシステムのみに使用しなければ

なりません。 

ii. Mutual TLS(MTLS)の特徴は、セッション暗号化（Eメールペイロードは暗号化しない）で

その使用について事前に交渉を行っているベンダー、パートナーおよびクライアントに    

使用します。 

iii. Domain Keys Identified Mail (DKIM)の特徴は認証と鍵管理で、ベンダー、パートナー、   

およびクライアントに使用します。 

 

18.14  認証の交換および認証情報については、承認済みのセキュリティプロトコルは       

SAML v2.0です。SAMLの新しい実装はすべてRevision 2.0でなければなりません。 

18.15 プライベートネットワーク：認定機関が独立して規制し、ライセンスがあるか認定を      

受けている相手（SWIFT または中央銀行など）とのビジネス取引に対する金融サービス業

界 標準を満たすプライベートネットワークは、これらのネットワークが暗号化送信を完全に    

サポートするために必要なインフラストラクチャを提供するまで、機密PII伝送時の暗号化 

要件の対象外と見なされます。 
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18.16 音声およびファックス：シティ情報分類で「機密」以上の情報をファックスで送るか、     

これについて電話（ボイスオーバーIP [VOIP]など）で話し合う場合は、暗号化しなくても    

構いません。必要な場合、サプライヤーはこのような方法で送られる機密以上の情報を    

保護するための具体的な手順と指針を策定する必要があります。 

18.17 キー管理 

i. 暗号化には業界標準の暗号化アルゴリズムと最低の鍵長を実装しなければ            

なりません。 

ii. シティの第三者は、キーを不正使用または漏洩から保護するための管理体制を       

備えた、正式に文書化されたキー管理ライフサイクルプロセスを持っている必要が    

あります。 

iii. キーには固有の目的が必要であり、他社のデータの暗号化や第三者の内部使用     

など、他の目的に使用してはなりません。 

iv. 対称および秘密の暗号化キーは、いかなる場合も平文で表示してはならず、キー暗号

化キー(KEK)のみを使用して暗号化された形式で保存または送信する必要が          

あります。 

v. キー暗号化キー(KEK)は、2つ以上のキーコンポーネントに分割し、配布前および手動

のキー入力/読み込みのためにXORする必要があります。 

vi. 秘密キーまたは対称キーを含むキーストアへのアクセスは、許可された個人または     

システムのみへのアクセスを制限するコントロールを使用して適切に分離する必要が   

あります。 

vii. 秘密キーまたは対称キーを含むキーストアにアクセスするためのすべての要求は、   

監査目的で、誰が、いつ、何の目的でアクセスしたかなどの詳細とともにログに        

記録し、文書化する必要があります。 

viii. 自己署名証明書とワイルドカード証明書は使用しないでください。 

ix. キーには、NIST.SP.800.-57pt1r5で提案されているように、暗号化期間のタイム        

スパンを定義する必要があります。キーの変更は、規定のキー有効期限と一致する 

必要はありません。キーは、有効期限前に更新またはローテーションして、変更、     

スケジュールの重なり、システムフリーズの期間を調整しなければなりません。 

x. ワイヤレスネットワークは、業界標準暗号化アルゴリズムで暗号化しなければ          

なりません。 

xi. 形式の暗号化メカニズムを活用するサプライヤーは、業界標準の鍵管理ツールと     

テクニックを使用しなければなりません。 

 

18.18 アクセス制御の責任。シティの機密またはそれ以上の情報の保存/アクセス/管理/処理/

送信に使用される規制情報システムのすべてを不正アクセスから保護するため、        

サプライヤーは、すべてのシステムとアプリケーションへの論理的アクセスの提供を管理  

しなければなりません。制御は完全に文書化され、監査可能で最小特権を付与するものと

します。 

i.      サプライヤーは、自らの組織内の全ユーザーのアクセス権について責任を負います。 

ii. サプライヤーはアクセス制御を実施し、ユーザーが職務の遂行に必要な特権と資格 

のみが付与されるよう徹底する必要があります。 

iii. サプライヤーは、不正な使用を防ぐため、すべてのデフォルトのアクセス能力が削除、   

無効化、または保護されるようプロセスを実装しなければなりません。 
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18.19 ユーザーアクセス管理。サプライヤーは、シティの機密またはそれ以上の情報を処理、   

保存、および/または送信するシステムとアプリケーションへの論理的アクセスの提供を    

管理しなければなりません。取り組みには次のようなものがあります。 

i. 承認済みの認証システムの特定とインベントリ管理。 
ii. マネージャーまたはマネージャーの被指定人とシステムオーナーの承認が              

義務付けられるシティデータへのすべてのアクセス。 

iii. 利益相反またはメーカーチェッカー規則の違反となることから個々のユーザーに       

提供できない特権/機能の組み合わせ。 

iv. システム上の各ユーザーに付与された/取り消されたアクセス権を監督し、管理する    

モニタリングプロセス。リスクの低いサプライヤーはこの要件の対象外となります。 

 

18.20 ユーザーIDおよび認証。サプライヤーが管理する情報システムはすべて、シティ情報に  

アクセスできるセッションや取引を開始する前にプラットフォームにアクセスするユーザー   

またはシステムの ID を認証しなければなりません。すべてのユーザーには以下の条件が  

課されます。 

i. ユーザーIDによって一意に特定されるか、技術プラットフォームにマッピング             

できなくてはなりません。 

ii. 認証方法を使用して技術プラットフォームに認証されなくてはなりません。承認されて 

いる最新の方法については、主要連絡窓口に問い合わせてください。 

iii. 共有認証インフラストラクチャ（シングルサインオン、リデュースドサインオン、その他の

共有認証サービスなど）を使用する場合は常に、認証要件に従う必要があります。        

承認されている最新の方法については、主要連絡窓口に問い合わせてください。 

iv. 外部接続のユーザー認証：（18.8.9 「リモートアクセス」を参照）。 

 
18.21 一時的な特権アクセス。サプライヤーは、すべての特権および管理アカウントのインベントリ

を維持しなければなりません。職務ID特権への直接的なログインは、一時的なアクセス   特

権プロセスを介して付与する必要があります。管理情報システムへの特権的アクセスは以

下のような文書化されたパスワード/アカウントのリリースプロセスを含む一時的な特権的

アクセス管理プロセスに従う必要があります。 

i. 申請者は事前に承認された認定ユーザーリストに含まれているか、使用時に承認を 

受けることを義務付ける。 

ii. アクセスを授与する前に、変更/問題チケットで理由を文書化することを義務付ける。 

iii. アクセス権を使用して行われた活動の独立したレビューが含まれている。 

iv. 事前に定義された期間（24時間以内）後にアクセスを無効/削除するプロセスが       

含まれている。 

v. 稼動および実装後の安定化アクセス（主要なアップグレードや Break / Fix の解決後 な

ど）には、最高で7暦日のアクセス権延長を許可する。 

 

18.22 永続的な特権アクセス。以下の条件すべてが満たされている場合にのみ、シティ情報の  

保存、処理、管理、および/または送信に使われる規制情報システムで永続的なアクセス   

特権をユーザーに付与することができます。 

i. 永続的なアクセスの判定理由が承認プロセスの一環として文書化される。 

ii. ユーザーのマネージャーおよび情報所有者/規制情報システムの代表者がアクセスを   

承認する。 

iii. 特権IDでログインした場合、管理者は使用特権が承認されているものを除き、Eメール

へのアクセス、ウェブ閲覧、または機能の使用が禁じられます。 

18.23 ユーザーアクセス権のレビューでは、以下を含める必要があります。 
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i. サプライヤーは、シティ情報の保存、処理、管理、および/または送信に使われる規制

情報システムに対して不要なユーザー資格がないかを見直して確認し、削除する     

プロセスを文書化して実施する必要があります。 

ii. サプライヤーは、少なくとも半年に1回、すべてのユーザー資格をレビューして、不要な   

アクセス権があれば削除しなければなりません。 

iii. ユーザーは、自分の資格、またはレビューを任されている個人の資格をレビューまたは

承認することはできません。 

iv. 実稼働/ CoB情報システムにおけるすべての権限のある非固定の職務IDに対する   

資格は、ID所有者/代理人によって年に1度審査される必要があります。 

v. 実稼働/ CoB情報システムにおける特権職務IDの認定ユーザーリストは、ID所有者/

代理人によって毎年1回レビューされる必要があります。 

vi. 従業員の職務変更後、サプライヤーは、21暦日以内にアクセスおよび特権審査を行い

新しい職務に必要とされない場合はシティデータへのアクセスを削除します。 

 

18.24 安全なログオン手順 

i. 静的なパスワードに関連付けられているログインIDは、ログイン試行が最高で6回連続

して失敗した後、ロックアウトされる必要があります。 

ii. ロックアウトされたユーザーのログインIDは、業界基準のリセットサービスまたは別の

認定機能によって再度有効にしなければなりません。バナーテキストは、                 

オペレーティングシステムまたはアプリケーションがサポートしている場合、ユーザーの

サインインまたは認証が行われるすべてのネットワークのエントリポイントで表示される

必要があります。 

 

18.25 パスワード管理システム 

i. ユーザーの静的パスワードは決して画面上に平文で表示してはなりません。 

ii. インタラクティブな特権職務IDのパスワードは平文でハードコードしてはなりません。 

iii. パスワードは8字以上で、文字と数字の双方を含める必要があり、大文字と小文字を    

区別できるようにします。 
iv. PINは、物理的なデバイスの制約（キーパッド、電話、スマートカードなど）に従うために

PINが必要な場合にのみ情報システムにアクセスする唯一の認証方法として使用でき
ます。 

v. 静的なパスワードはすべて、最低でも90暦日おきに変更する必要があります。また、 
以下の点についても留意してください。 

vi. 認証システムはすべて、技術的に可能な場合、100日を超えないログイン非活動/    
非使用制御を実行する必要があります。無効なログインは、ユーザーまたは別の認定
職務によって再度有効にすることができます。 

vii. 認証プロセスでは、同じパスワードが少なくとも過去6回の変更で使用されていない   
ことを確実にする必要があります。 

18.26 システムユーティリティの使用。サプライヤーは、システムおよびアプリケーションの     

コントロール機能をオーバーライドできるユーティリティプログラムの使用が制限され、     

管理されていることを徹底する必要があります（周辺機器からの起動など）。 

18.27 セッションタイムアウト 

i. シティ情報の保存、処理、送信で使われる規制情報システムの全ユーザーについて、

再認証またはログインが必要になります。 
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ii. 非活動が30分を超えない時間内に再認証するようユーザーに求める必要があります。   

活動には、エンドポイントへの入力が含まれます（マウス、キーボード、タッチスクリーン   

など）。パスワードで保護されたスクリーンセーバーを使用している場合は、             

アプリケーション/シングルサインオンは不要です。 

 

18.28 入力データの検証 

i. サプライヤーは、オンラインのセキュリティ脅威（クロスサイトスクリプティング、SQL      

インジェクションなど）に対する保護手段を講じておかなければなりません。 

ii. 入力検証は、すべてのインターネットおよびイントラネットのアプリケーションで実装      

しなければなりません。 

18.29 ユーザーアクセスの終了 

i. 解雇または退職した時点で、シティの機密またはそれ以上のデータへのアクセスを       

許可することができるユーザーアクセスまたは特権（デスクトップ/アクティブディレクトリ

へのユーザーログイン、シングルサインオン(SSO)、Eメール、1回限りのパスワード

(OTP)トークンおよびリモートアクセスユーザーログイン）は、翌営業日の終了時までに

削除しなければなりません。 

ii. 従業員にシティが所有および管理するシステムへのアクセス権がある場合は、       

その従業員の職務が変更または終了した時点で速やかにシティに通知します。 

iii. サプライヤーは、従業員または非従業員が解雇された、または退職したときに、        

すべての資産を回収するためのプロセスを設定します。 

 

18.30 リモートアクセス。サプライヤーには、以下を含むシティの機密またはそれ以上のデータを 

保存、処理、または送信できるネットワークへのアクセスを保護するためのリモートアクセス  

制御がなければなりません。 

i. シティ情報の保存、処理、管理、および/または送信に使われる情報システムへの       

リモートアクセスは、不正な使用から保護する必要があります。 

ii. シティの情報分類が機密またはそれ以上である情報のローカルストレージ/処理が   

行われる場所へのリモートアクセスを使用して、シティ情報の保存、処理および/または

送信に使われるサプライヤーが管理しているすべてのノートパソコンとすべてのデスク

トップは、業界標準を満たす暗号化ツールを利用して暗号化する必要があります。 

iii. リモート接続は、多要素認証を採用した承認済みのリモートアクセスソリューションを 

通じてのみ確立することができます。 

iv. サプライヤーが管理しているコンピューターを直接インターネットに接続する場合は、 

個人のファイアウォールを有効にしなければなりません（つまり、サプライヤーが管理

するファイアウォールまたはプロキシを介さないこと）。 

v. サプライヤーが管理する機器は、ネットワークへの完全なアクセスの要件として        

定期的なソフトウェア/ウイルス防止ソフトのアップデートを受信およびインストールする

ため、サプライヤーのネットワークに定期的に接続される必要があります。デバイスの

更新を明確な目的とする場合は限定的なアクセスが許可されます。 

vi. シティの機密またはそれ以上の情報にアクセスするために会社が所有および          

管理しないデバイスを使用する場合、そのデバイスには、ローカルマシンへの          

ダウンロードを許可しないようにする認可済みのソリューションを使用しなければ       

なりません。以下のような制御対策が必要です。 
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a. 会社が管理するソリューションを使用しない個人デバイスにシティのデータが           

ダウンロードされないようにする。 

b. アクセスが標準的なリモートアクセス技術（VPN、Horizonなど）を使用し、トークン 

または証明書のいずれかに基づく認証によって保護されていることをサプライヤー

は徹底しなければなりません。 

c. Terminal Services、VMware Horizonなどのリモートアクセスソリューションは、      ク

リップボード共有、Drive Mapping over Blast、PCoIP、RDPプロトコルを無効に  設定

しなければなりません。 

vii. システム管理者、データベース管理者、アクセス制御管理者、ファイアウォール     

管理者、ウェブサイト管理者など、シティに提供するサービスに直接的または間接

的に関連するシステム、データリポジトリ、アプリケーションおよびインフラへの    

特別、特権的、または管理レベルのアクセスを要する正社員、契約社員および    

下請け業者を含むがこれに限らない全てのサプライヤーの人員は、マルチ      

ファクター認証を使用し、当該アクセスは前述のシティのサプライヤー要件に従い、

疑わしい活動および/または不正なアクセスをサプライヤーが独自に記録及び監視

しなければなりません。 

 

18.31 整理整頓されたデスクとスクリーンに関する方針。サプライヤーのスタッフは、すべての形式

のシティ情報（自分の作業スペースで使用または保管する物理的な情報など）を保護する

よう義務付けられています。サプライヤーはこの要件について、少なくとも年に1度、IS認識

を通じてサプライヤーの全スタッフに連絡する必要があります。 

18.32 防火 

i. サプライヤーは、物理的なセキュリティと安全な労働環境の構築に関する適用法令の

要件に従う必要があります（現地の防火規則など）。 

ii. サプライヤーは火災検知、警報、防火システムを利用しなければなりません。     

このようなシステムは毎年、点検してテストしなければなりません。 

 

18.33 物理的セキュリティ。 

i. シティ情報は安全なエリアに保存され、権限のある従業員のみにアクセスを      

制限するよう管理する必要があります。 

ii. サプライヤーは、文書化され、監査可能な物理的なアクセスシステムを設置する

必要があります。 

iii. サプライヤーは、セキュリティアラーム/侵入システムの組み合わせを利用する

必要があります。この中には、環境と提供サービスに合わせて、第三者の監視

するセキュリティアラーム、警備員、ビデオ監視が含まれます。 

iv. サプライヤーは、来訪者に関する方針を文書化しておく必要があります。    

この中には、すべての来訪者の到着時に確認可能なIDを提供し、入退室を記入

する要件が含まれます。 

 

18.34 業務上のセキュリティ手順と責任 

i. サプライヤーがシティにソフトウェア開発サービスを提供する場合、サプライヤーは  

シティの最低基準に従って、文書化されたセキュアシステム開発ライフサイクル    

(S-SDLC)を策定する必要があります。 

ii. サプライヤーは、文書化された変更管理プロセスを策定する必要があります。 
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iii. サプライヤーは、適切な業界基準を満たす能力管理プロセスを策定して文書化する 

必要があります。 

iv. 適宜、サプライヤーは開発、テスト、実稼働環境がすべて物理的および/または    

論理的にお互い分離されていることを徹底する必要があります。 

18.35 マルウェア対策。サプライヤーは、悪意あるコード（ウイルス、ワーム、トロイの木馬     

ウイルス、アドウェア、スパイウェア、ランサムウェアまたはデータが失われる可能性の   

ある、同様の性質のその他のサイバー攻撃）の侵入を防ぎ、検出するために必要な予防 

措置を行い、そのような脅威から保護するための予防、検出、復旧対策を実施しなければ       

なりません。サプライヤーは以下を行う必要があります。 

i. すべてのパソコン、ならびにローカルエリアネットワーク(LAN) サーバー、メール     

サーバー、シティ情報を保管、処理および/または送信するその他のデバイスで    

ウイルス防止およびスパイウェア防止テクノロジーを実施、更新、維持します。 

ii. セキュリティ設定を設置し、エンドユーザーによるウイルス防止/マルウェア対策

および定期的なスキャン機能の無効化を防止します。 

iii. ウイルス防止およびマルウェア対策ソフトウェアの設定と更新の集中管理自動化

手順を設置します。 

iv. ウイルス防止シグネチャーまたはスキャンエンジンが古い不適合コンピューター

を特定し、これに対応するためのプロセスを実施します。 

18.36 モバイルコード対策。サプライヤーは、モバイルコードの使用を管理するために必要な予防

措置を講じる必要があります。モバイルコードの使用が許可されている場合、その設定は   

最低でもすべての業界基準とシティへの契約義務を満たしている必要があり、許可を     

受けているモバイルコードが明確に定義され文書化されたセキュリティ方針に従って運用 

され、不正なモバイルコードの実行を防ぐことを徹底してください。基本的なオペレーティン

グシステムまたはプラットフォーム（「サンドボックス」外など）に影響を与える可能性のある

モバイルコードについて、サプライヤーは以下を確認する必要があります。サプライヤーの

発行するモバイルコードは、シティの承認した認定機関が署名し、サプライヤーは認定ライ

フサイクルを管理して、認定の期限切れやローテーションに対応しなければなりません。 

認定の期限が切れた署名入りモバイルコードは実稼働環境から外す必要があります。 

18.37 監査ログ。サプライヤーは、シティ情報のアクセス、保存、処理、管理、および/または送信

に使われる規制情報システムがすべて、インフラストラクチャまたはアプリケーションレベル

で監査トレイルを使用し、以下の項目をログしていることを確認する必要があります。 

i. 関連のあるプラットフォームのインフラセキュリティ関連のアクション 
ii. ファイアウォールまたはIDS / IPSによって生成されたセキュリティイベントに関連

するすべてのシステムアラーム 

iii. すべてのシステムセキュリティに違反する試み（ユーザーログイン試行の失敗 

など） 

iv. 金銭的な取引とシティ情報に関わるすべての重大なイベント（特に以下の項目が  

含まれているもの） 

a. 金融取引の更新 
b. 機密PIIデータの更新 
c. 極秘データの更新 

v. 技術的に可能で、シティのアプリケーション（ウェブサイトおよびモバイル         

アプリケーション）で記録されているときは、一意のデバイスIDなどのセッション     

アーチファクト（最低でもIPアドレスなどの関連情報）をキャプチャして、詐欺調査
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を支援する必要があります。このようなアーチファクトはシティの取引とシティ  

口座開設活動でキャプチャしなければなりません。情報は、セッションアーチ  

ファクトを取引または口座開設に関連付けられるようキャプチャする必要が   

あります。 

vi. 重大なISAイベント、特に以下の項目を含むものはログしなければなりません。 

a. ユーザーの作成 
b. ユーザーアクセス権の変更 
c. 規制情報システムでのプロフィールの削除、作成、変更    

    
d. パスワードのリセット 
e. システムセキュリティ設定の変更 
f. 権限のある職務IDのインタラクティブな活動はすべてログしなければなりません。 

g. 技術的に不可能でない限り、ログを生成しているシステムに関わらず、セキュリティ

ログには、最低でも以下の情報を含める必要があります。 
1. イベントの日時（UTC形式の時間） 
2. アクションを実施している人物のユーザーID 
3. イベントのタイプ 
4. 影響を受ける資産またはリソースの名前 
5. アクセスのタイプ（削除、変更など） 
6. イベントの成功または失敗vii. ソース（ターミナル、ポート、場所、IP、ホスト

名など） 

 

18.38 ログ情報の保護。サプライヤーは、開始時、シャットダウン時、保管時、送信時に、監査  

トレイルの完全性を維持するため、以下の場合にアクセス制御があることを確認      

しなければ なりません。 

i. 監査ログの不正な変更を防ぐため、サプライヤーは、活動を追跡しているシステム      

ユーザーがログを上書きまたは変更できないようにする必要があります。 

ii. サプライヤーは、シティの記録管理方針および該当する法令の要件すべてを遵守

するログデータの保持期間を定義し、当該保持要件を維持して遵守しなければ  

なりません。 

iii. 組織内またはセキュリティドメイン内の適切な情報処理システムすべての時計は、 

正確な情報源の時刻に同期しなければなりません。 

 

18.39 監視システムの使用。以下のイベントは、直接または自動レビュープロセスによって    

キャプチャ、ログ、レビューされる必要があります。 

i. ファイアウォールまたはIDS / IPSによって生成されたセキュリティイベントに    

関連するすべてのシステムアラーム 

ii. 安全な基準構築で特定された重大なリソースの更新すべて。 

iii. 権限のある職務IDまたは一時的なIDで実行したすべてのインタラクティブな活動。 

iv. 例外 

a. ユーザー、役割、プロフィールからの資格の削除。 ii. エンドツーエンド統合     

管理機能のある自動ワークフロー/フルフィルメントシステムで情報セキュリティ 

管理活動が実行された場合。 

 

18.40 ログの相関関係と審査 
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i. ログに記録されたイベントによりアラートが発生した場合は、イベントを審査し、有害な

情報セキュリティ事故が発生した可能性が示された場合は追跡活動と調査を     

実施します。 

ii. サプライヤーは、監査ログがセキュリティ情報およびイベント管理(SIEM)などの中央 

ログ管理システムに集計されるようにするか、ログの相関関係分析と審査のためログ

分析ツールに集計されるようにします。これは、中央ログ管理システムの機能や個別

のツールでも構いません。リスクの低いベンダーはこの要件の対象外となります。 

iii. リスクの高いサプライヤーは、定期的に審査を行い、そのSIEMまたはログ分析ツール

の設定を調整して、対策が可能なイベントの特定を向上しなければなりません。 

18.41 業務ソフトウェアの管理 

i. サプライヤーは現在、業界の認定している業務用プロバイダーがサポートしているか、     

セキュリティの問題に対応可能なアクティブで適切なパッチと設定更新のリリースが 

あるオペレーティングシステムとソフトウェアのみを使用する必要があります。 

ii. サプライヤーは、承認されたセキュリティパッチおよび設定のすべてを適用する

期間を指定する文書化されたプロセスが必ず実施されているようにしなければな

りません。 

iii. サプライヤーとシティ間で別個のメンテナンス契約があるかどうかにかかわらず、            

サプライヤーは、シティのために開発されライセンス契約で管理されるソフトウェアが、   

既知の脆弱性を有する非サポートソフトウェアのバージョンを使用する必要がなく、 

必要に応じて適時に更新およびパッチ適用を行うことを保証しなければなりません。 

iv. シティ情報の処理に使用されるオープンソースアプリケーションソフトウェアは、     

確立されたサプライヤーから入手し、サポートされる必要があります。 

 

18.42 ソフトウェア開発セキュリティ 

i. ソフトウェアサプライヤーは、文書化され、最新の管理下で承認された 

ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)を有している必要があります。 

ii. セキュリティはSDLCの各段階で見直す必要があります。 

iii. セキュリティ保護されたコーディング慣行の実施が必要です。 

 

18.43 脆弱性および脅威管理。サプライヤーがシティ機密情報をウェブサイトまたはインターネット

アクセス可能なシステムで維持または保管する場合、シティに影響を与える商品または        

サービスに関わる脆弱性または脅威（それぞれ「脆弱性」）から保護するために、      

サプライヤーは以下の要件を遵守する必要があります。通常、サプライヤーは以下を行う

必要があります。 

i. コンピューターセキュリティに関する事項に精通したサプライヤーの従業員1名を

任命  コンピューターセキュリティに関するシティからの問い合わせに対応させる

こと。 

ii. FIRST、CERT/CC、ベンダーのメーリングリストなどのコンピューターセキュリティの 

脆弱性に関する定評ある情報源を定期的に監視し、関連するサービスパック、パッチ、

アップグレードおよび回避策を入手、徹底的にテスト、適用し、シティに提供するために

適切な措置を取る商業的に合理的な努力をすること。 

iii. 少なくとも四半期ごとに、ネットワーク、システム、アプリケーションの脆弱性スキャン 

ツールおよび/または侵入テストを用いて、情報セキュリティ対策の 実施状況をテスト

すること。 
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iv. サプライヤーが何らかの契約上の義務および本要件を遵守していることを 確認する 

ため、シティに、シティの費用で、妥当な時期に、脆弱性、倫理的ハッキングまたは  

その他のセキュリティ評価を行うことを許可します。これは、ポリシー、プロセスおよび

手順のレビュー、物理的セキュリティ配置、ネットワーク、システムおよび        

アプリケーション脆弱性スキャンおよび侵入テストのオンサイト評価、およびこうした 

検査を実施するための市販のツールおよび/または業界標準の慣行を使用した侵入

テストを含むが、これに 限定されないものとします。 

v. 少なくとも180日間（または法律や契約によって要求される場合はそれ以上の期間）、

サプライヤーのシステム上のすべての活動に関する詳細なログファイルを維持する 

こと。活動には以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません。 

a. 確立されたすべてのセッション 
b. ユーザーまたは他のシステムからの特定情報の受信に関する情報 

c. ユーザー認証の失敗 
d. リソース（ソフトウェア、データ、プロセスなど）への不正なアクセスの試み 

e. 管理者の活動 

f. セキュリティプロファイル、許可レベル、アプリケーションセキュリティ設定、および/

またはシステムリソースを変更するために生成されたイベント（発行されたコマンド

など）  

 

vi. すべてのログファイルは、不正なアクセス、変更、または削除から保護しなければ           

なりません。さらに、プライバシーまたはその他のセキュリティ情報のリスク評価に関連

する記録、および通常のセキュリティ措置や調査に関連する記録は、該当する場合、

シティの 記録管理ポリシー（当該記録についてシティが要求する保存期間を含む）に

従って維持します。 

vii. サプライヤーが本サービスを提供するために請負業者または下請け業者を利用する      

場合、サプライヤーは、自己の費用で、本要件に基づき要求される脆弱性評価が、        

サプライヤーが直接サービスを提供する場合と同様にタイムリーに完了するようにし、    

請負業者または下請け業者がかかる評価を促進する要件は、シティがかかる評価を

行う権限を与える文言を含め、サプライヤーと請負業者/下請け業者の間のサービス

に係る  契約において明確にされなければならないものとします。 

viii. サプライヤーが合併、買収または類似の取引において他の事業体を買収し、当該  

取引が本サービスに影響を与える可能性がある場合、サプライヤーは速やかにシティ

に書面で通知しなければならず、サプライヤーは、当該変更が本要件の遵守に影響 

しないことを確認するため、合併、買収等の結果として生まれる事業体について   

本要件と整合する情報セキュリティ評価を   実施しなければならないものとします。 

ix. プロセスの実装。サプライヤーは、以下のすべてに包括的に対処した、および/または      

含んだ脆弱性・脅威管理プロセスを実施しなければなりません。(a)シティの機密   

またはそれ以上のデータの処理、保存、アクセス、または送信に使用される可能性の

あるすべての資産における脆弱性の発見および管理、(b)現在知られている脆弱性の

発生を発見するツールを使用した、少なくとも月1回のスキャンの義務付け、(c)「共通   

脆弱性評価システム(CVSS)v3.0」（https://www.first.org/cvssを参照）に従う強度に 

基づいた脆弱性の順位付けと修正スケジュール、(d)完全なプロダクション展開前の 

脆弱性解決策テストの義務付け、(e)重大な脆弱性を修正するための緊急プロセス、 

(f)サプライヤーがシティの機密またはそれ以上のデータをインターネットベースの   

アプリケーションとインフラストラクチャでホスティングする場合は、サプライヤーまたは

このタイプの評価を専門とする外部当事者が毎年脆弱性評価において「侵入テスト」を
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完了する、(g)サプライヤーは、寿命(EOL)またはベンダーサポート終了(EOVS)    

ステータスに近づいた、またはこれに達した資産を追跡し、その資産をアップグレード

または置換するためのプロセスがなければなりません。 

 

x. 通知。サプライヤーが、シティに影響を与える商品またはサービスに関わる脆弱性を        

特定した場合、サプライヤーは、特定後48時間以内にシティに書面で通知し、     

サプライヤーが行っている是正措置の説明を含めるものとします。サプライヤーが、 

シティに影響を与える 商品またはサービスに関わる脆弱性を、プロセスチャネルの 

責任ある公開（国家脆弱性データベース(NVD)への公表、または外部セキュリティ  

ベンダーに提供する脅威カタログ経由）により知った場合、サプライヤーはその公表 

から48時間以内にシティに書面にて通知するものとします。各通知には、脆弱性に  

ついての情報、脆弱性がシティに影響を与えるかどうか、リモートで悪用できるか   

どうか、共通脆弱性識別子(CVE)スコアが含まれます。サプライヤーは、本脆弱性が 

是正されるまで、シティに対して更新情報を提供し続けるものとします。シティが脆弱性

を特定した場合、シティはサプライヤーにその旨を通知することができ、サプライヤー

は本セクションに従い、速やかに脆弱性を是正するものとします。 

 

18.44 改善策。サプライヤーが、脆弱性を特定した場合、サプライヤーは、特定後48時間以内に 

シティに書面で通知し、サプライヤーが行っている是正措置の説明を含めるものとします。    

本セクションに基づき提供された各脆弱性通知について、通知当事者は、当該脆弱性の      

重大性とシティに対するリスクに基づき、リスクレベルと影響を評価し、その付録Aに定める   

共通脆弱性評価システム(CVSS)に基づきリスク優先度を割り当てます                               

（https://www.first.org/cvssを参照）。リスクレベルが割り当てられ、合意されると、       

サプライヤーは、特定された中、高、または重要な脆弱性を修正するものとします。       

可能であれば、影響を与える脆弱性の修正は、現在配備されているリリースに対して     

セキュリティパッケージとして利用できるようにする必要があります。サプライヤーが指定 

された期間内にシティが満足するように脆弱性を修復できない場合、または修復する意思

がない場合、シティは、（修復された部分について）それ以上の責任または金銭的義務なし

に該当するライセンスを解除でき、サプライヤーは、支払われたライセンス料の日割り分を

シティに速やかに払い戻すものとします。 

18.45 コミュニケーション セキュリティ ネットワーク コントロール 

i. シティ情報のアクセス、保管、管理、処理、および/または送信に使われるサプライヤー

のネットワークを脅威から保護し、ネットワークを使用する情報システムのセキュリティ

を維持する必要があります。この中には、ネットワークを移動中の情報も含まれます。 

ii. シティ情報分類が「機密」以上の情報は、インターネットに直結している非武装地帯

(DMZ)でシステムに永続的に保管してはなりません。 

iii. シティ情報のアクセス、保存、管理、処理、および/または送信に使われるネットワーク

について、サプライヤーは以下を確認する必要があります。 

iv. 不正アクセスを防ぐための適切な対策を含むワイヤレスローカルエリアネットワーク

(WLAN)または他のワイヤレスデバイスソリューション（PEAP-TLS、EAP-TTLS など）の

みをシティ情報が含まれるネットワークに接続すること。 

v. サプライヤーのグローバルネットワークへの外部IP接続がすべて、サプライヤーの  

管理するファイアウォールで保護されていること。 

vi. シティ情報がアクセス、管理、保存、処理、または送信されるネットワークへの       

インターネット接続を監視および保護する、侵入検出システム(IDS)および侵入防止     
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システム(IPS)がリアルタイムで実行されていること。 

vii. シティのブランドを使用したインターネットアプリケーションと、サプライヤーのサイトで   

ホスティングされているサービスはすべて、シティの承認したDDoS（分散型サービス 

拒否）予防サービス、またはシティの承認した類似対策が必要です。 

viii. 外部ファイアウォールは、デフォルトの「すべて拒否」ルールで設定しなければ     

なりません。ファイアウォールルールは最低権限原則と、ファイアウォールに拒否   

されたすべての接続試行（パケットドロップなど）に基づいて設定する必要があります。 

18.46 ネットワーク内での分離 

i. サプライヤーは、シティ情報のアクセス、保存、処理、管理、および/または送信に  

使われ、インターネットからアクセスできる情報システムとアプリケーションすべてに  

ついて、サプライヤーの非武装地帯(DMZ)を介してのみアクセスできるようにする   

必要があります。 

ii. 緊急時には、サプライヤーはネットワークのセキュリティイベント（ウイルス発生時の 

ポートのフィルタリングなど）の影響を抑えられるようネットワークの部分間のアクセスを

フィルタリングできる必要があります。 

iii. リモートアクセスとホストセキュリティはグループベースのアクセス制御（スタッフ、   

再委託業者など）を実施し、サプライヤーネットワークのネットワークリソースへの   

アクセスを制限する必要があります。ホストレベルでは、グループまたは個人レベルで

アクセス制御を実施できます。 

18.47 ネットワーク内の機器の識別 

i. 技術プラットフォームは、インタラクションのISリスクレベルやその他の軽減制御に相応

するピア技術プラットフォームを識別し、認証しなければなりません。 

ii. 本要件を遵守し、シティが許可しているサプライヤーの機器（デスクトップ、ノート   

パソコンなどのハードウェアが含まれますが、これらに限られません）のみが、シティの

情報が保管、処理、または送信されるサプライヤーのネットワークにアクセスできます。 

iii. 本要件を遵守し、シティが許可しているサプライヤーの機器（デスクトップ、ノート   

パソコン、リムーバブルデータストレージメディアなどのハードウェアが含まれますが、

これらに限られません）のみが、シティのネットワークにアクセスできます。 

18.48 セキュリティ要件の分析と仕様 

i. サプライヤーは、アプリケーション、商品、サービスの選択、開発、実装のプロセスと 

手順に情報セキュリティ手順を取り入れる必要があります。 

ii. サプライヤーは、シティ情報が保存、処理、送信されるシステムすべてについて安全な

構築手順を設定しなければなりません。 

iii. 安全な構築手順には、実稼働デプロイメント時におけるセキュリティ/標準構築設定の

自動設定確認をサポートするツールを含める必要があります。 

18.49 オンライン取引 

i. 適宜、サプライヤーはログイン資格の確認のために、動的なパスワードまたはデジタル   

証明書を使用する情報システムが必要です。 

ii. すべての証明書のライフタイムは、少なくとも2年に一度交換する必要があります。 

iii. インターネット接続ウェブサイトおよびシティとサプライヤー間のポイントツーポイント 

通信では、延長検証(EV)証明書を使用する必要があります。 

iv. シティ情報の保管、処理、管理、またはアクセスを行う、インターネットに接続するシティ
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ブランドアプリケーションをホスティングする、またはシティのネットワークリソースに  

接続するすべてのサプライヤーアプリケーションには以下が必須となります。 

v. アクセスされるデータ/機能のタイプに基づいた認証メソッドの保有。 

vi. マルチファクター認証(MFA)コンプライアンス評価の実施。 

vii. オンラインの不審活動検知(SAM)ソリューションの実装 

viii. サプライヤーは、これらすべての最新要件について要件連絡窓口に問い合わせる  

ようにしてください。 

 

18.50 変更管理手順 

i. サプライヤーは、ファイアウォール、侵入検出システム(IDS)、侵入防止システム(IPS)の  

設定変更がサプライヤーの変更管理プロセスに送られるように徹底しなければなりま

せん。 

ii. 一時的なIDを使用して行われた実稼働環境へのアクセスは、環境への変更を     

追跡できるようログして監視する必要があります。 

iii. シティ情報分類が「機密」以上、またはISリスクコンポーネント値が「整合性」、または   

高「可用性」の顧客情報が含まれている規制情報システムでは、サプライヤーは     

セクション10.7q（監査ログ）に従ってキャプチャされたログをサンプル抽出して        

レビューしなければなりません。このレビューは、適切なリスクベースのサンプル抽出

方法に基づいて行うことができます。 

iv. レビューでは、一時的な特権アクセスの一環として行われる変更が意図されたとおりに

行われたことを確認する必要があります。 

 

18.51 情報漏洩。サプライヤーは、情報漏洩を防ぐため、以下を含む安全なコーディング基準を 

策定しておく必要があります。 
i. 詳細なシステム情報（サーバーのタイプ、テクノロジーなど）。 
ii. ディレクトリーのツリー構造と基本的なデータベースのタイプを示すスタックトレース 

および例外エラー 

 

18.52 テストデータ。シティの定義に準じる機密情報またはよりリスクの高い情報は、業界標準を 

満たすツールおよび方法を使用して、機密性がなくなり本番システムと同じ制御が     

できなくなるように、匿名化、マスク化、および/または難読化されない限り、ソフトウェア  

アプリケーションの開発またはテスト環境でサプライヤーによって使用または保存されない

ものとします。 

18.53 データの送信。サプライヤーは、機密情報またはよりリスクの高い情報を暗号化       

されていない方法で公共のネットワーク（インターネットなど）を介して送信してはならない 

ものとします。シティが定義する機密情報またはよりリスクの高い情報を公共の       

ネットワークで送信する場合、その情報は、シティのポリシーおよび基準、および/または 

相互に合意した現行の業界標準の暗号化プロトコルに一致する暗号化アルゴリズム、  

強度、データ回復、およびキーの保管方法を用いて暗号化されなければならない      

ものとします。 

18.54 サプライヤー情報システムへのサプライヤー人員のアクセス。システム管理者、データ   

ベース管理者、アクセス制御管理者、ファイアウォール管理者、ウェブサイト管理者など、 

シティに提供するサービスに直接的または間接的に関連するシステム、データリポジトリ、      

アプリケーションおよびインフラへの特別、特権的、または管理レベルのアクセスを要する   
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正社員、契約社員および下請け業者を含むがこれに限らない全てのサプライヤーの人員

は、マルチファクター認証を使用し、当該アクセスは前述のシティのサプライヤー要件に 

従い、疑わしい活動および/または不正なアクセスをサプライヤーが独自に記録及び監視

しなければなりません。 

 

18.55 オフネットワークのデータストレージ。サプライヤーは、シティが定義する機密情報または  

よりリスクの高い情報をサプライヤーのネットワーク外で保管する場合（災害復旧バック  

アップなど）、当該情報が、シティが承認した暗号化アルゴリズムおよび/または相互に  

合意した現行の業界標準の暗号化プロトコルおよび強度、ならびにキー保管を用いて静止

時に暗号化されることを保証するものとします。 

18.56 サプライヤーのリモートアクセスビジネスプロセス要件 

i. サプライヤーがビジネスプロセスアウトソーシングサービスを提供し、サプライヤーの

人員に、機密または高リスクのデータ（プライバシーデータ、金銭取引など）に     

アクセス、保存、送信するサプライヤーシステムへのリモート接続を許可するシティから

の書面による明確な承認を受ける場合、サプライヤーが提供するリモートアクセスに 

関する該当項目については、以下のセキュリティ要件が満たされなければならない  

ものとします。サプライヤーは、ネットワークアーキテクチャ図、データフロー、認証   

システム、セキュリティシステム、その他シティの基準への準拠及びシティの      

セキュリティ態勢の維持のためにシティが必要と判断する技術的詳細または証明書を

含むがこれに限定されない完全な文書を提出しなければなりません。 

ii. サプライヤーのリモートアクセスソリューションは、少なくとも次の特徴を備えている  

必要があります。 

a. シティとの間にプライベートでセキュリティ保護された企業間ネットワーク接続を 

有する、または確立していること。この接続は、第三者のネットワーク接続基準を

満たし、シティCISOオフィスによる審査と承認を受けなければなりません。 

b. すべてのネットワーク通信が、シティが承認した暗号化アルゴリズムによるエンド 

ツーエンドの暗号化を採用していること。 

c. サプライヤーのネットワークとシステムには、統合脅威管理/侵入検知・防止   

システム、およびこれらのセキュリティシステムの脅威と異常のログと監視が   

含まれていることを確認し、保護、検知、抑制、対応、回復をタイムリーに行う   

ために適切な事故対応手順が文書化され、テストされていることを確認すること。 

d. シティのMFA基準に合致した多要素認証（「MFA」）を必要とする、安全で弾力性の

ある（単一障害点のない）VPNリモートアクセスソリューションを有すること。さらに、

このリモートアクセス ソリューションは、サプライヤーが所有、管理、承認、維持す

るもの（セキュリティ設定、パッチ管理、ウイルス対策保護、識別およびアクセス 

管理、ファイアウォールなど）のみが、リモート接続およびシティ関連サービスの 

実行に使用されていることを保証するものでなければなりません。モバイル    

デバイス上のソフトウェアアプリケーションなど、ソフトトークンを MFAに使用する 

場合、ソフトトークン認証ソフトウェアは、ユーザーを認証し（パスワード、生体認証  

など）、携帯電話やスマートフォンが改造またはルート化（モバイルデバイス    

ベンダーによって認証・供給されていないOSを使用）された場合は使用を     

阻止しなければなりません。 

e. 最低でも、全ての関連するリモートアクセスネットワーク図、データフロー、全ての

運用およびセキュリティ管理並びにテクノロジーを含むがこれに限定されない完全

な文書を供給し、サプライヤーの人員にリモートアクセスサービスを提供する   
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前に、レビューおよび承認のためにシティに提供するものとします。 

f. すべてのサプライヤーのリモートアクセス担当者は、以下の事項を文書化された

証拠によって証明し、同意する必要があります。 

1. シティの第三者行動規範、電子通信ポリシー、および適用されるすべての

シティ方針および 基準を遵守すること。 

2. 音声アシスタントデバイス（Alexaなど）、ビデオ録画機器、その他の写真、

ビデオ、音声のリスニング/録音機器を一切使用しないプライベートな専用

のリモートワークスペースを維持すること。権限のない者が、リモート   

コンピューティングシステムの画面に表示されるデータ、システム、    

アプリケーションを閲覧することを許可されないこと。 

3. コンピュータデバイスを放置するときはロックし、画面を見るための不正な

アクセスを適切に 緩和するようにすること。 

g. リモートアクセスを許可された人員とサプライヤーが所有・管理する         

コンピューティングデバイス（ノートパソコンなど）のみに制限し、サービスの実行に

明らかに必要なサービス（安全なシンクライアントソリューションなど）だけに    

ユーザーを限定します。具体的には、リモートコンピューティングシステムは、   

ユーザーが「シンクライアント」セキュリティソリューションを回避することを防止し、

リモート印刷を防止し、外部ポータブルストレージデバイス（サムドライブ、     

ポータブルハードドライブ、SDカードリーダーなど）の使用を防止し、画面      

キャプチャを防止し、シティVDIソリューションの外部へのコピー/ペーストを防止し、

いかなるソフトウェアのインストールを防ぎ、システムへの不正な設定変更を防止

するように設定されなければなりません。サプライヤーは、適切かつタイムリーな

更新、セキュリティパッチ、設定更新などを通じて、これらのリモート         

コンピューティングシステムの適切なサイバー衛生が維持されることを       

保証しなければなりません。また、リモートコンピューティングデバイスは、最大  

30分間操作しなかった場合にユーザーの再認証が要求され、悪意あるコード   

（ウイルス、ワーム、トロイの木馬ウイルス、アドウェア、スパイウェアなど）の侵入

を防止、検出、回復するエンドポイント保護が実装されている必要があります。  

本サービスを提供するために、サプライヤーの人員が個人的に所有する      

コンピューティングデバイス（BYODノートパソコン/デスクトップ など）を      

使用することは許可されません。 

h. 位置情報、IPアドレス、セッションのログイン/タイムアウト、疑わしい活動、     

マルウェアなどを 通じて、ユーザーとエンドポイントの活動を追跡するために、 

適切なログと監視が行われていることを確認すること。システムセキュリティの侵害

の試行（リモートアクセスユーザーのログイン試行の失敗など）をすべてログする 

必要があります。 

iii. サプライヤーがリモートIT管理（ネットワーク、システム、アプリケーション、データベー

スなど）を許可する場合、サプライヤーは、すべてのリモートアクセスが、多要素認証を  

必要とする暗号化された安全な接続（VPN、仮想デスクトップインターフェースなど）を 

介して許可された人員によってのみ行われ、すべての活動が疑わしい活動に対して  

監視されることを保証するものとします。 

 

18.57 システムの受諾。サプライヤーは、適切な業界基準を満たすプロジェクト範囲管理および 

システム受諾プロセスを策定して文書化する必要があります。 

18.58 情報セキュリティ脆弱性の報告。サプライヤーは、シティ情報資産に危険が生じるような  

アプリケーションならびにインフラの脆弱性について速やかにシティに報告できるプロセス
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を策定しておかなければなりません。 

18.59 セキュリティインシデントの責任と手順。サプライヤーは、シティ情報に影響を与えるIS   

（情報セキュリティ）インシデントを管理するため、効果的なアプローチを適用しなければ 

なりません。サプライヤーは、ISインシデントに対処するための手順を確立し、シティ    

グループの顧客またはフランチャイズに重大なリスクをもたらす可能性のある以下の   

インシデントについて、合意された期間内にシティに報告する義務があります。大多数の 

顧客に影響が及ぶ、多額の損害を被る、マスコミに報道される可能性が高い、または   

当局に規定外報告が必要となるインシデントは発生から2時間以内に報告する必要が  

あります。その他すべてのセキュリティインシデントは、週7日24時間体制でISの脅威   

またはISの脆弱性が検出されてから、24時間以内に報告する必要があります。       

この中には、IDS / IPS /ネットワーク挙動異常検出(NBAD)から生成されたISインシデント、

ISの脅威、またはISの脆弱性が含まれますが、これに限られません。 

18.60 セキュリティインシデントの報告 

i. サプライヤーは、セキュリティインシデントがどのように起こったか、誰が関与したか  
（シティの従業員、またはシティのベンダーまたはパートナー）、またはどこで      
起こったか（シティの敷地内外）に関わらず、シティが所有または管理するシティ情報
分類が「機密」以上のデータ、またはシティが管理義務を負うデータ、またはかかる 
データが格納されている情報システムハウジングへの不正アクセス、または機密性、
整合性、可用性が流出する、または危険に さらすすべてのセキュリティインシデント
を報告することが求められます。これには、当該データまたは当該データを含む   
システム、装置、物理的もしくは電子的媒体の改ざん、破壊、開示、損失、盗難、誤用
が含まれますが、これらに限定されません。また、これには、あらゆるデータ分類の 
一般公開向け資産、および自然人の権利と自由（かかる権利と自由が現地の法律 
または規制によって定義されている場合）に高いリスクをもたらす可能性がある個人 
識別情報(PII)/（個人データ）データ侵害も含まれる可能性があります。 

ii. サードパーティーベンダーは、実際のセキュリティ事故またはその可能性をその管理
者に 報告することが求められ、管理者は、シティ情報分類が「機密」以上の情報が 
実際に開示された場合、またはその可能性がある場合、直ちにシティの役員に    
通知しなければなりません。シティの担当者は直ちにISOに通知する必要があります。 

 

18.61 データ漏洩防止(DLP)。 

i. サプライヤーは、シティ情報分類が「機密」以上のデータにアクセスする全スタッフを     

対象とするコンテンツとエンドポイントモニタリングを含む、データ漏洩防止(DLP)制御を   

実施する必要があります。 

ii. サプライヤーは、以下の経路を通じたシティの機密またはそれ以上のデータの    

ネットワークからの移動を検出および/または防止する制御を設置しなければ     

なりません。 

a. 暗号化されていないEメール。 

b. 暗号化されているEメールの添付ファイル。 

c. ウェブサイトへのシティデータのアップロード。 

d. シティデータの印刷。 

e. ネットワーク外の場所へのシティデータの転送（FTP を通じてなど）。 

f. USBドライブ、リムーバブルハードディスク、CD / DVDドライブ、およびその他の 

データストレージ機能付きのリムーバブルデバイスなどのリムーバブルメディアに、

シティの機密またはそれ以上のデータをコピーする試み。 
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g. DLPソリューションは、シティの機密またはそれ以上のデータをネットワークから 

その他の場所へ移動、転送、またはコピーする試みに相当するすべての      

イベントのログを作成し（その成否を問わず）、サプライヤーにアラートを      

送信しなければなりません。 

18.62 ウェブ閲覧 

i. サプライヤーには、シティのデータにアクセスする従業員によるシティ情報分類が   

「機密」以上のデータの共有、およびマルウェアや攻撃にさらされることを防ぐための 

制御対策がなければなりません。 

ii. シティの機密またはそれ以上のデータにアクセスする従業員については： 

a. すべてのURLリクエストのログを作成しなければなりません。 

b. シティデータの不正な共有に使用することができるサイト（ウェブメール、      

ソーシャルメディア、オンラインストレージなど）へのアクセス試行は         

ブロックしなければなりません。 

c. マルウェアや攻撃にさらされる可能性のある環境にあるサイトへのアクセスは   
ブロックする必要があります。 

d. ビジネスに関連しないと見なされるサイトへのアクセス試行はブロックしなければ  
なりません。 

e. サプライヤーは、定期的に更新される URL分類サービスに登録しなければ     
なりません。分類されていないすべてのURLをデフォルトによりブロックするか、  
すべてのURLをデフォルトによりブロックしてケースバイケースでURLを承認します。
リスクの低いサプライヤーはこの要件の対象外となります。 

f. サプライヤーが使用しているウェブブラウザーは完全にサポートされているもので、
ソフトウェアベンダーにより最新のセキュリティアップデートで更新されるものと   
します。 

18.63 電子メッセージ。インスタントメッセージ、ピアツーピアネットワークなどのインターネットコラボ
ツールは、セクション18.7（暗号化制御の使用に関する方針）に従ってすべてのシティの   
データについて適切な暗号化が行われていない限り、サプライヤーのネットワーク外で、  
あるいは、シティ情報が含まれているネットワークからシティ情報の送信や保存に      
使用できません。 

18.64 Eメール。サプライヤーには、シティ情報の共有、およびマルウェアや攻撃にさらされることを

防ぐためのEメール制御がなければなりません。取り組みには次のようなものがあります。 

i. Eメールゲートウェイに入ってくる受信添付ファイルをスキャンし、システムにリスクを    
もたらす場合はブロックします。 

ii. Eメールフィルタリング（スパム防止、フィッシング対策）ソフトウェアを使用し、常に    

更新します。 

iii. シティの機密またはそれ以上のデータを組織外に送信する際は、すべて         
暗号化しなければなりません。 

iv. サプライヤーが使用しているEメールクライアントは完全にサポートされているもので、     

ソフトウェアベンダーが提供する最新のセキュリティアップデートで更新されるものとしま
す。 

18.65 リムーバブルメディア 

i. サプライヤーは、シティ情報が保持されているメディアのタイプに関わらず、シティ情報

を保護しなければなりません。この基準は、情報が含まれる以下のメディアに     

適用されますが、これに限定されません。カード、カセット、コンパクトディスク(CD)、  

チェックストック、ディスケットなどのリムーバブルストレージデバイス、ハードコピー  
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出力、磁気ディスク、磁気テープ、マイクロフィルム、マイクロフィッシュ、光ディスク、 

紙媒体の文書。 

ii. シティ情報が保存されているシステムのポータブルメディア/ストレージデバイスへの 

アクセスのデフォルト設定は、アクセス不可となっていなければなりません。例外で  

読み取り・書き込みアクセスが許可される場合は、ポータブルメディアデバイスで   

データを暗号化する必要があります。 

iii. リムーバブルメディアの使用が許可される場合、そのような使用については、      

リムーバブルメディアの使用が必要とされる業務上の理由を含む、経営陣による承認

プロセスを設定する必要があります。 

iv. リムーバブルメディアについてはインベントリを作成しなければなりません。 

v. シティの機密またはそれ以上のデータが含まれるリムーバブルメディアは、ユーザーに

よる操作を必要とせずに自動的に暗号化されなければなりません。 

 

18.66 メディアの処分 

i. シティ分類が機密またはそれ以上のシティの情報をシティの提供する指示に従って   

処分する場合（情報が不要になるかシティにとって利用価値がなくなった時点、法律、

規則、シティ方針で定められた追加保持期間など）、サプライヤーは、このような情報を

使用・回復不能な方法で破棄する必要があります。 

ii. 取り付け可能メディアは、以下の規則に基づき、ドライブセクターを特定の異なった

文字で無作為に上書きする承認済みのツールを使用して、安全に消去しなければ 

なりません。 

a. 機密またはそれ以上に分類される情報が保存されているメディアについては、  

メディアにツールを3回使用しなければなりません。 
b. メディアをデガウズ（磁気消去）します。 

iii. メディアを物理的に破壊して、読み取り不能にします（ドライブをシュレッダーに    

かける、粉砕するなど）。 

iv. 機密またはそれ以上の情報が含まれた紙やその他の非電子ストレージメディアは、

安全に収集し、最終的な廃棄まで安全な機密文書用廃棄容器に保管します。機密

文書用廃棄容器は常に鍵をかける必要があり、権限のある従業員のみが      

開けることができます。 

v. シティの機密またはそれ以上の情報が含まれている可能性のあるメモリ/ストレージ     

機能付きのコピー機、プリンター、ファックス、その他の機器もサニタイズする必要が    

あります。 

18.67 追加的なデータ処理 

i. サプライヤーは、画面上および書面上のすべての機密データを見えないようにカバー

する必要があります（監視、例外、および規制、およびその他のレポートを含む）。 

ii. サプライヤーは、「個人所有の機器類」も含め、機密データの印刷、記録、または   

複写を制限しなければなりません。サプライヤーは契約期間中の合意された時点で、

または契約終了時に、シティ情報をすべて返却または破棄すべく適切なすべての努力

を払わなければなりません。 

18.68 情報セキュリティ管理とトレーニング 

i. サプライヤーは、請負業者や臨時スタッフを含むすべての従業員が、各自の職務機能

に関連性のある組織の方針と手順について適切な意識向上教育とトレーニングを確実

に受けるようにしなければなりません。 
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ii. トレーニングと意識向上プログラムは毎年審査が行われ、更新されていることを    

確認しなければなりません。 

iii. 少なくとも、以下のトピックを含める必要があります。 

a. 資産の許可される使用 

b. 情報のラベル付けと取扱い 

c. 安全な送信（安全なEメール、安全なSharePointストレージ、シティ所有データを 

個人のEメールに送信しない） 

d. 情報セキュリティインシデント報告 

e. 安全な職場（適切なインターネットの使用、認可されていないソフトウェア、シティ 

承認済みのソフトウェア以外はダウンロードしない） 

f. パスワード管理（強力なパスワード、パスワードの共有） 

g. マルウェア管理 

h. ソーシャルエンジニアリング（フィッシング、スピアフィッシング、ビッシング、     

スミッシング） 

i. リモート通勤（セキュア/安全な接続、個人デバイスのセキュリティ 

 

iv. サプライヤーは、請負業者や臨時スタッフを含むすべての従業員が、採用後30日以内

に情報セキュリティの意識向上トレーニングを完了していることを確認しなければ   

なりません。 

v. サプライヤーは、請負業者や臨時スタッフを含むすべての従業員が、毎年再      

トレーニングを完了していることを確認しなければなりません。 

vi. トレーニングにはその効果の測定を含める必要があります。 

 

18.69 サイバーリスク管理プログラム。また、サプライヤーは、最低限、以下を含む適切なサイバー

リスク管理プログラムを維持するものとします。 

i. 明確に定義され、文書化された、情報セキュリティリスク管理プログラム、および/  

または、サイバー/情報リスク管理の要素が明確に定義されたオペレーショナル   

リスク管理プログラムを維持し、サプライヤーのサイバーリスク選好度を定義し、  

サイバー残留リスクとその選好度の整合性を確保すること。 

ii. 強固なセキュリティリスク管理のガバナンスプログラム。これには、組織内の     

セキュリティの全体的な状態を評価するセキュリティ監査とレビューの収集および/ 

または実施、並びにサプライヤーのサイバーリスク選好度に違反していないことの 

確認と保証のために少なくとも年1回経営幹部に定期的に報告することが      

含まれるが、これに限定されないものとします。 

iii. サプライヤーがクレジットカード/デビットカード取引、支払い、および/または情報

を処理、保存、および / または送信する場合、サプライヤーに適用されるPCI  

データセキュリティ基準(PCI-DSS)の遵守を維持すること。 

iv. 危機管理計画とプレイブック業界標準に沿ったセキュリティ事故対応チーム(SIRT)  

計画を維持し、ランサムウェア、不正アクセス、不正なデータ流出、アプリケーションの

ソースコード盗難などを含むがこれに限らないサイバーセキュリティインシデントの  

試み、疑い、実際の事故を検知、抑制、調査、対応、回復するための十分かつ適切な

能力をサプライヤーが有することを保証すること。 

v. ソフトウェアパッチがインストールされ、ネットワーク、システム、アプリケーションの 

構成が一貫した安全な方法で適用・維持されるよう、効果的なサイバー衛生     
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プログラムを維持すること。 

vi. フィッシングなどのソーシャルエンジニアリング攻撃の防止、機密情報やプライバシー

規制情報の適切な取り扱い、セキュリティ事故の報告・対応管理等を含む（ただし   

これらに限定されない）サイバー/情報セキュリティおよびプライバシーに関する適切な

啓発・教育 プログラムを維持すること。 

 

18.70 アプリケーション、API、コード、システム、インフラストラクチャのセキュリティ。サプライヤー

がソフトウェアアプリケーションのホスティング、開発、共同開発、開発環境の提供、および/  

または供給を行っている場合、サプライヤーは、セキュリティ上の欠陥、不正アクセス、  

改ざん、および・またはマルウェアまたはその他の形態の悪意のあるコードの挿入の防止

を目的とする当該ソフトウェアのコードレビューおよび/またはソフトウェアのパッチ、並びに

アプリケーション（APIを含む）とその基盤となるシステムサービス、OS、ネットワークに、  

セキュリティ事故、プライバシー侵害、不正行為、不正アクセスおよび・または機密情報の

開示、本アプリケーションにより処理、保存または送信されている情報の整合性の喪失、 

および・またはサプライヤーがシティに提供する商品またはサービスの品質に影響し得る

稼働率の喪失につながり得る周知の脆弱性および欠陥のないことを確認するための脆弱

性テストを実施するものとします。 

 



 

 

 

19 安全な職場に関するガイドライン 

サプライヤーはシティおよびそのクライアントの有形・無形資産を保護しなくてはなりません。

シティおよびクライアントの資産は、承認された目的のために、承認された方法（該当する  

ライセンス、条項、条件に従うなど）で、シティおよびシティのサプライヤーの事業目的に   

関してのみ使用することができます。資産には、現金、証券、物理的な資産、サービス、事業

計画、シティ情報、サプライヤー情報、代理店情報、知的財産（コンピュータープログラム、 

モデルなど）および他のすべての個人情報、専有情報、機密情報が含まれます。シティ資産

の不正な使用や許可されていない開示は、シティに対する義務違反となり、シティに対する 

詐欺行為となる可能性があります。同様に、シティの資産に関する不注意による、無駄な、 

または許可のない使用もシティに対する義務違反となります。 

 
 

 

項目 要件 

シティ情報（電子文書およびハード    

コピー） 

通常の勤務時間後、また、サプライヤーが指定された勤務エリアから離れる際は常に、

シティ情報を鍵のある場所で安全に保管してください。 

 

 

デスクトップパソコン(PC)とノート 

パソコン 

シティ情報のアクセスまたは閲覧に使用するPCとノートパソコンは、一定期間、使用  

しなければスクリーンセーバーのパスワードで保護する必要があります。サプライヤー

は指定された作業エリアから離れる場合、CTRL + ALT + DELを押してPCやノート   

パソコンをロックし、「コンピューターをロック」を選択する必要があります。サプライヤー

はシティ情報を閲覧するためにノートパソコンを使用している際、勤務時間中、     

このようなノートパソコンがケーブルまたはセキュリティロックでベースユニットに固定 

されていることを確かにし、通常の勤務時間後は安全に保管しなければなりません。 

 
鍵をかけて保管 

シティ情報を保管するファイルキャビネットと引き出しは、通常の勤務時間後は鍵を  

かけておく必要があります。 

 
開放されたオフィスエリア 

開放されたオフィスエリアは、シティ情報を保管するファイルサーバー/ミニデータ   

センターとして使用しないでください。ただし、このような使用目的で設計され、シティに

文書で報告されている場合は除きます。 

プリンター、コピー機、ファックスの   

トレイ 

シティに関連する資料はすべて、プリンター、コピー機、ファックスのトレイから      

取り除かなくてはなりません。 

 
 

処分 

不要になったシティ情報は処分してください（具体的な保存スケジュールに従います）。 

文書はシュレッダーにかけるか、安全な、またはロックされたリサイクル用ゴミ箱に   

入れてください。磁気メディアは適切な消去手順に従った後、安全に処分する必要が  

あります。 

適用対象：シティ情報のアクセス/処理/管理/保管を行う、および/またはインターネットに

接続するシティブランドアプリケーションをホスティングする、および/またはシティの

ネットワークリソースに接続する、および/またはシティ施設に同伴者なしでアクセス  

する必要があるサプライヤー 

 



 

 

 

 

 

 

20 人工知能/機械学習 

20.1 サプライヤーは、本書の付録でシティが定義しているように、AI/MLを明確に特定する書面に

よる通知をシティに送付するものとします。かかるAI/MLは次のいずれかのとおりです。 

i. シティと直接的または間接的に提供する契約を結んでいる商品またはサービス、      

あるいはその一部（そこに含まれるまたは組み込まれる第三者の商品またはサービス

を含む）に使用、含有、またはその他の方法で組み込まれている、または 

ii. 当該AI/MLがシティに提供される実際の商品またはサービスに使用され、含まれ、    

またはその他の方法で組み込まれているか否かにかかわらず、サプライヤーの契約

の履行において何らかの方法で利用されている 

iii. シティの情報をAI/MLに公開する可能性のある方法でサプライヤーによって            

利用されている。これには、サプライヤーがその非商業的な事業活動（業務記録の   

保持、プロセスの改善、研究開発、コンプライアンス、内部監査など）において          

利用するAI/MLを含むが、これに限定されない。 

 

20.2   サプライヤーは、契約に基づくサプライヤーの義務の履行または支援に従事する下請業者   

（または下請業者自身の他の関連当事者との契約）との関係を規定する契約、または上記

サプライヤーの非商業的事業運営を支援する当該第三者のサービス提供を規定する    

サプライヤーと第三者間の契約が、少なくとも本セクション20に含まれる規定と同様に     

包括的かつ厳格である事を確認し、サプライヤーはシティの要請によりシティの利益の    

ために当該規定に基づいて権利を行使するものとします。また、契約期間中、本セクション

20に定めるAI/MLの活用は、いかなる段階においても、速やかにシティに書面で            

通知されなければならず、サプライヤーは、シティが当該AI/MLおよびその活用に関する 

更なる裏付け情報を要求した場合には速やかに応じるものとし、必要に応じて、当該AI/ML

の追加審査、変更および監視を受けることができるものとします。 

20.3 規制当局から要求された場合、商品/サービスのいずれかの部分でAI/MLを使用することに

関する規制当局の検査または法医学検査の一環として、サプライヤーは、AI/MLモデルを

構成するアルゴリズムの実際の動作を発見するために必要なアルゴリズム監査の実施  お

よび/または実施を促進することを含め、規制当局の要請に応えるためにシティを       支援

しなければなりません。 

20.4 また、以下の原則を遵守する必要があります。 

i. 合法性。サプライヤーのAI/MLシステムは、シティの顧客、ユーザー、従業員を最大限に          

保護する適用法および国際条約を遵守し、設計されることが期待されます。 

ii. 目的と比例性。シティのAI/MLシステムは、シティに提供されるサービスの本来の目的を          

達成するために設計され、前述の目的についての必要性、適合性、関連性に見合う形で         

のみ作動します。 
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人工知能/機械学習（AI/ML）を活用しているサプライヤー 



 

 

 

付録 – 定義 

 

エアギャップとは、コンピューター、システム、またはネットワークを他のコンピューター、システム、または      

ネットワークから物理的に隔離するセキュリティ対策です。エアギャップで隔離されたデータバックアップ構造に   

より、サイバー攻撃への曝露を制限し、攻撃が始まる前の時点にデータを復旧することが可能になります。 

適用法には、(a)州の競売法および規制、並びに(b)2003年公正かつ正確な信用取引法のセクション114を実施する

通貨監督庁を含む米国連邦機関が発行する各種規則、ガイドラインおよびその他のリリース（レッドフラッグガイド 

ラインおよび規制と呼ばれることもあります）が含まれています。 

アベイラビリティーゾーンとは、クラウドサービスプロバイダーが論理的なデータセンターのグループを持つ     

場所です。アベイラビリティーゾーンは、クラウドリージョンに冗長電源、ネットワーク、および電気通信を備えた1つ

以上の独立したデータセンターです。 

人工知能(AI)とは、コンピュータープログラムを介して人間の知能を模倣し、従来の統計学、数学、計量経済学、 

金融学的アプローチを超える方法で推定、予測、推奨、決定を行う定量的手法、システム、アプローチ（「技術」）を

指します。AIカテゴリは以下の通りです。 

o 自動AI：基本構造（ハイパーパラメータや入力変数など）を自動的に変化させることができる「動的

AI」技術 

o コグニティブAI：特別な訓練を受けていない事項についても、自律的に判断し行動することができる  

技術 

o 動的AI：「静的AI」とは異なり、本番環境で定期的にパラメーターを自動的に再トレーニングできる技術 

o 静的AI：オフラインで手動でトレーニングされた、またはパラメーターが明示的にプログラムされ、推定、

予測、推奨、または決定を行うために使用されるAI技術 

機械学習(ML)は、AIのサブセットであり、ランダムフォレスト、ニューラルネットワークベースのアプローチなど、   

すべてのパラメーター表現やコンピューターのステップを明示的にプログラミングすることなく、データから表現や 

推論を導き出します。対照的に、MLサブセットのメンバーではないAI技術には、ファジーロジック、自然言語処理の

ための複雑な依存関係解析技術などの技術が含まれます。 

ビジネス活動担当責任者(BAO)は、サプライヤー関係に基づく特定の活動の遂行および積極的な管理に責任を 

負うシティの従業員です。 

ビジネス上の贈答品は、シティのビジネスまたは外部当事者のビジネスに関連してシティ従業員が授受する価値の

あるもの（ビジネス接待以外）です。通常、25米ドル以下のものは除きます。 

シティ情報は、保管、処理、送信、または廃棄中にデジタルおよび非デジタル両方の形式で、シティが所有する、 

またはシティが保護する義務がある情報です。シティ情報分類には以下が含まれます。 

• 機密とは、シティの事業部門が保護する義務のある情報であり、顧客、従業員、第三者、シティ事業部門に 

属する情報です（ただしこれらに限りません）。機密情報は、開示に対する規制上または契約上の制限の対象

となるデータの組み合わせのすべてを含みます。また、権限のない個人に開示された場合に、競合企業に  

競争上の優位性を与える可能性がある、または事業に重大な影響を与えると各事業部門が判断する情報も

含まれます。 

• 機密個人識別情報(PII)は、PIIの機密性、整合性、または可用性が侵された場合に、 



 

 

 

 

関連する個人またはシティに重大な悪影響が及ぶことが合理的に見込まれる場合、またはPIIの機密性、

整合性、または可用性が侵された時に適用法に準じてデータ漏洩通知が送信される場合は、情報保護 

分類の「機密」に分類されます。個人が受ける重大な悪影響とは、中程度の金銭的損失や不正、または

個人的に困惑または精神的苦痛をもたらし得る影響を意味します。他の情報と組み合わせることで    

「機密」に分類される PIIのデータ要素の例としては、以下が挙げられます。 

o 個人名および連絡先情報（住所、電話番号、またはメールアドレス）と、以下の情報との組み合わせ： 

o パスポート番号、運転免許証番号、国または政府発行のID番号、または個人の納税者番号 

o 顧客ID番号、クレジット/デビットカード番号、資金移動に利用される可能性のある口座名、またはその他の

金融口座番号 

o なりすまし犯罪や詐欺行為に利用される可能性のある取引データ 

o 顧客の口座開設情報、クレジットレポートデータ、クレジットスコア 

o 従業員の業績考査または給与情報 

o CCTVおよびATMの記録を含むビデオ録画記録 

o 以下の要素は、単独で、または他の要素と組み合わせた場合に、「機密」のPIIとみなされます。米国の社会

保障番号または政府発行のID番号（米国社会保障番号と同等の用途および/または法的保護を      

提供するもの）。 

• 社内情報とは、シティ内で一般に共有されているが、社外への配布は前提とされておらず、「極秘」または  「

機密」と分類されていない情報です。社内情報の例には、当社の方針や基準が挙げられます。 

• 個人識別情報(PII)個人情報とは、以下のいずれかの情報を意味します。 

o 個人または世帯（名前、署名、住所、社会保障番号や住民登録番号などの固有の国民識別番号、      

生年月日、運転免許証番号など）の身元を特定する情報、または個人の身元を特定する、または       

特定するために利用できる情報 

o 個人または世帯に関連する、それを説明する、それと関連付けが可能な、またはそれに妥当に      

リンクできる（直接または間接的を問わず）情報 

o 個人の認証またはアカウントへのアクセスの提供に使用できる情報（ユーザー名、 

o メールアドレス、パスワード、PIN、ID番号、セキュリティ質問への回答など）個人に関連するもので、機密性の

高い可能性がある情報（個人の医療情報や健康情報、口座番号、口座金額など） 

o 個人情報にはまた、保護の対象となる健康情報（米医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律により         

定義）、機密個人情報およびクレジット情報（様々なデータ保護/プライバシーおよび銀行守秘義務法により         

定義）が含まれます。 

• 公開情報とは、シティのプレスリリースやシティに関するニュース記事など、社外の人が自由に入手できる情報

、または一般社会での使用が意図されている情報です。 

• 極秘情報とは、シティに勤務する者も含む未許可の人物に開示されると、シティの法的義務や規制による義務

、当社の財務状況、顧客またはフランチャイズに大きな影響を及ぼし得る情報です。 

• 極秘PIIとは、その機密性、整合性、または可用性が侵害された場合に、被害を受ける個人またはシティに重大

または致命的な悪影響が及ぶことが合理的に見込まれる情報、またはPIIの性質により（機密または「特別  

カテゴリ」に属するPIIなど）、管轄区域の法律によって、より高いセキュリティ管理が義務付けられる場合、情報

保護分類において「極秘PII」とされる情報です。極秘PIIの例には、以下の情報と組み合わせた公開PII、   

社外秘PII、および機密PIIに含まれるあらゆる情報が含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

シティサプライヤー要件 ページ | 57 2021 



 

 

 

 

o 特に以下に関連するデータ：人種、宗教、信仰または哲学的信条、民族性、所属する政党または政治的   

見解、労働組合の組合員、犯罪歴または刑法犯罪、遺伝子データ、生体データ、または個人の性的指向  

または活動に関連したデータ。 

o 個人の病歴や精神的・身体的状態に関する情報、および個人に提供された医療サービスおよび個人に 

提供された医療サービスに対する支払いに関する情報を含む個人の健康情報(PHI)。 

クライアントとはすべてのシティのクライアントまたは顧客を指し、個人（自然人など）、事業体、機関、組織、法人が

含まれる場合があります。 

クラウドリージョンは、クラウドサービスプロバイダーがデータセンターをクラスター化している物理的な場所です。 

通信機器、システム、およびサービスとは、文字、音声、動画による電子コミュニケーションに使用される      

ハードウェア、ソフトウェア、またはアプリケーションです。電子コミュニケーションチャネルには、コンピューター、   

ノートパソコン、タブレット、「Bring Your Own Device」(BYOD)を含むモバイル機器または携帯電話、BlackBerry、 電

話機、ファクシミリ（ファクスサービス）、イントラネットおよびインターネットアクセス、Wi-Fiサービス、Eメール   サ

ービス、Microsoft Lync、Skype、Bloombergメッセージなどのインスタントメッセージサービス、コミュニケーション機能

が埋め込まれたウェブサイトおよびアプリケーション、ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオ会議または    コラ

ボレーションプラットフォーム、ソーシャルメディアサービス、インタラクティブな情報共有サービス、第三者   チャッ

トルーム、電子掲示板、およびブログが含まれますが、これに限定されません。 

コンテンツとは、シティの機密情報、およびその他のあらゆる種類のデータ、レポート、統計、または情報で、  

(a)シティもしくはその関連会社、またはその顧客、顧客もしくはサービスプロバイダーにより、またはそれらの  

代理として、サプライヤーに直接または間接的に提供または利用可能となったもの、(b)本サービスを通じて   

作成、生成されたもの、または(c)上記のいずれかから派生したもの、を指します。 

契約とは、2人あるいはそれ以上の当事者によって署名された書面による法的文書で、両当事者の提示、承諾、  

約因、義務および目的の合法性が記載されています。契約の例として、商品 およびサービスのマスター契約、作業

記述書/作業指示書、修正と補遺、付属書類、発注書、その他、シティの事業体およびサプライヤーが署名した書面

によるあらゆる文書が挙げられます。秘密保持契約(NDA)も、本方針の目的上、契約とみなされます。 

アクセス拒否(DOA)テストは、定義されたRTO内に復旧可能なシティのビジネスプロセスのための人材配置と    

サポートを検証します。 

サービス拒否 (DOS)テストは、サプライヤーによって管理されるアプリケーションまたはシステム、または      

サプライヤーのアプリケーションやシステムにシティがログイン（サインオン）する場合に、サプライヤーがシティの 

基準に基づき、これらのアプリケーションが格納される各データセンター/テクノロジールームに対して少なくとも  

年に1度行い、アプリケーションがサプライヤーの災害復旧計画に定められるDRサイトにて復旧が可能であることを

証明する必要があります。 

電子コミュニケーションとは、有線または無線信号で電子的な手段によって人員により送信、受信、または使用され

るメッセージまたは情報です。電子コミュニケーションには、テキストメッセージ、Eメール、P2Pメッセージ、      

インスタントメッセージ、ブログの記事、ソーシャルメディアの投稿、WhatsApp、WeChat、Line、Signal、Viberなどの 

メッセージアプリケーションを通じて送信されたメッセージ（添付文書、スクリーンショット、録画された音声や動画  

ファイル、ライブの音声や動画を含む）、および電子コミュニケーション機器、システム、およびサービスを介して  

作成、受信、ダウンロード、保存、送信、削除、または使用されたファイルが含まれますが、これに限定されません。 

職務IDはADMINやROOTなどの一般的なIDで、セキュリティシステムにアクセスする担当者またはプロセスによって

使用されます。IDおよびアクセス管理(IAM)における主要なイニチアチブは、職務IDの使用に伴うリスク



 

 

 

 

防止のために、シティが具体的かつ明確な管理体制を完備していることです。 

 
フランチャイズ基幹業務プロセス/フランチャイズ基幹業務用アプリケーション(FCA)は、フランチャイズ基幹業務  

機能を正常に遂行するために重要なものとして、シティにより特定されたプロセス/アプリケーションです。 

不正とは、犠牲者が損失を被る、または加害者が利益を獲得する結果となる意図的な行為、虚偽表示、または  

他者をだますための不作為です。 

ホスティングサービスには 、インストール済みアプリケーション、およびホスティングサービスを提供するために  

サプライヤーが管理または利用する施設および環境、ホスティングサービス環境内にインストールまたは      

使用されるすべてのアプリケーションおよびその他のソフトウェア、データベース、ウェブサイト、サーバー、     

ハードウェア、ネットワーク、電気通信およびその他の機器、およびその他の技術、ならびにいずれの場合も、   

すべてのアップデートおよびサポートサービスも含まれますが、すべてのコンテンツおよびシティのシステムは   

除きます。 

情報セキュリティ(IS)とは、コンピューターまたはコンピューターが不正アクセスや攻撃から保護されている状態を 

指します。そして、この状態が保たれているため、(a)コンピューターまたはコンピューターシステムを継続的に利用

お よ び 操 作 す る こ と が で き 、 (b) コ ン ピ ュ ー タ ー ま た は コ ン ピ ュ ー タ ー シ ス テ ム の 整 合 性 が 維 持 さ れ 、          

(c)コンピューターまたはコンピューターシステムに保存、処理、または送信されるデータの整合性と機密性を    

維持することができます。 

ISの脅威とは、攻撃を受けたコンピューターまたはコンピューターシステムに保存された IS、または他の       

コンピューターやコンピューターシステムを危険にさらしたり悪影響を及ぼしたりしかねない（既知のまたは     

疑わしい）行動または活動を意味します。 

IS の脆弱性とは、単一または複数のISの脅威に利用され得る、コンピューターまたはコンピューターシステムの  

弱点や欠陥等を意味します。 

非クライアント/非収益創出は、法的活動、監督業務、規制活動、ビジネス継続性活動を含む、収益創出活動に 

関連しない業務に不可欠な活動として定義されています。 

秘密保持契約(NDA)は、シティとサプライヤー間の合意で、情報の交換、使用、開示は当該契約の条件によって 

管理されます。 

記録インベントリとは、記録の種類、保管場所、日付などを含むシティの記録の詳細な一覧で、情報のライフ    

サイクル全体を通し、記録を適切に管理する上で業務に必要なものを指します。 

記録保留は、記録・情報に課される要件で、保留を要請した期間が解除するまで変更または処分が保留されます。 

復旧能力とは、サプライヤーの商品・サービスの提供の容量、数量、速度を通常の商品・サービス提供の割合で 

示したものです。 

復旧期間とは、サプライヤーが復旧モードで業務を維持できる最長期間（暦日数）です。 

目標復旧時点とは、ビジネス中断後にデータを復旧する必要のある過去の時点（時間）を指します。これは     

大規模なインシデントにより ITサービスからデータが失われた可能性のある最大対象期間です。RPO は、IT     

サービスに影響を及ぼす大きなインシデントが生じた場合にデータが失われる可能性のある最大期間の目安に 

すぎません。例を挙げると、前日の処理の終了時までに、どの程度のデータ失われる可能性があるかを直接測定

するものではありません。 
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目標復旧時間とは、サービスの中断から製品・サービスの復旧までの時間を指します。 

リソース管理組織(RMO)は、シティのためにエンドツーエンドのグローバルリソースを管理する責任を負います。  

これには、戦略的ソーシング、仕入れから支払いまでの業務、人材配属オフィス、およびサプライヤー管理フレーム

ワークが含まれます。 

RMOソーシングマネージャーは、リソース管理組織(RMO)内の個人で、RFPや他のサプライヤーの選定、契約条件

の管理、財務評価認定要件を含む、契約ビジネス条件、要件、価格の交渉に対する責任を担います。 

個 人 に 対 す る 重 大 ま た は 致 命 的 な 悪 影 響 と は 、 個 人 が 相 当 な 悪 影 響 を 受 け る 可 能 性 が 合 理 的 に          

見込まれるもので、これには金銭的損失、解雇、再就職が不可能または困難な状況、人権の喪失、個人的屈辱   

または公での侮辱、または不当な拘禁が含まれます。 

テクノロジー復旧時間能力(TRTC)とは、アプリケーション/ビジネスサービスとその基礎となるインフラストラクチャの

構成要素が災害復旧拠点または代替拠点において、復旧の発動から復旧されるまでの予想総復旧時間です。 


