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AsiaWise Group
オウルズコンサルティンググループ

共催 Webinar

- 緊迫する国際情勢下におけるビジネスと人権 -

まもなくウェブセミナーを開始致します
お待ち頂きますようお願い致します



AsiaWise Group 
オウルズコンサルティンググループ

共催セミナー
緊迫する国際情勢下におけるビジネスと人権



本日の流れのご説明と冒頭のご挨拶

１．緊迫する国際情勢下におけるデカップリング機運と人権
（AsiaWise Group 山﨑耕平）

２. 法務・コンプライアンスの観点からの「ビジネスと人権」
(AsiaWise法律事務所 上村彩）

３．グローバルサプライチェーンにおけるビジネスと人権への対応
（株式会社オウルズコンサルティンググループ 石井 麻梨）

４．パネル・ディスカッション／質疑応答

本日のウェブセミナーの流れ
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1．緊迫する国際情勢下におけるデカップリング機運と人権

大手会計事務所にて、東証第一部上場企業に対する法定監査業務、国際
税務コンサルティング業務に従事したのち、大手会計事務所の中国事務
所に赴任し、中国に進出する日系企業に対する国際税務コンサルティン
グ業務に従事。帰任後、大手会計事務所のリスクアドバイザリー部門に
勤務し、グローバル企業のガバナンス強化プロジェクト、国内外拠点の
不適切会計や品質不祥事に関連する各種調査、海外複数拠点に対する内
部監査、贈収賄テーマ監査、中国テクノロジー規制対応調査など、グ
ローバル企業のGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス）領域に関
するアドバイザリー業務を多数手掛ける。専門家のボーダーを超えたグ
ローバル企業への価値提供に大きな可能性を感じ、2021年5月に
AsiaWiseグループ加入
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山﨑耕平（やまざき こうへい）
公認会計士
AsiaWise Group GRC Team Leader
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権威主義陣営

VS

デカップリングが進む世界と人権

政治が法を超越する
世界観
• 予見不可能性が高
い

• 迅速な意思決定と
大胆な行動

• 有事での人権侵害
を厭わない

• SDGs等グローバ
ルアジェンダを逸
脱

自由主義陣営

法が政治を超越する
世界観
• 予見不可能性が低
い

• 鈍重な意思決定と
様子見の行動

• 人権の尊重
• SDGs等グローバ
ルアジェンダを推
進

• 米中摩擦、新型コロナウイルスの感染拡大、そしてウクライナ有事は、権威主
義陣営と自由主義陣営の間でのデカップリング機運を急激に進めたともいえる

• 他方で、中立陣営含む両陣営は、経済的には相互に依存関係にあることから、
単純な２極対立とはならず、混沌としたグローバル環境の継続が想定される



事前アンケート結果（外部環境）
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• 人権侵害リスクが高いと考えら
れる国々と、人権に関する立法
を推進する国々は、相対する主
義陣営にいる

• 自由主義陣営の立法を建前とし
た施策の実行が難しい点が、人
権リスクへの対応を複雑化させ
ている。



複雑な人権リスクへどのように向き合うべきか
複雑な人権リスクに対する現実的アプローチを模索する必要がある
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①外部環境の把握
外部環境の適時適切な把握

• 国際／国内ルール・ガイドライン
の動向

• 社会からの要請の状況
• 業界団体の動向
• 同業他社の取組み状況

②人権リスク把握

③対応組織
多岐に亘る人権リスク対応のための部
門横断的な組織体の設定
• 事務局機能としての組織体（人権委
員会、サステナビリティ委員会等）

• 事業部門、SCM部門、法務・コンプ
ライアンス部門 等の横連携が鍵

④人権リスクへの対応

自社グループ内の人権リスク把握
 内部環境のリスク把握（労働環境、
ハラスメント、多様性への寛容度、
リスク低減の為の仕組み）

自社グループ外の人権リスク把握
 サプライチェーン上のリスク識別

人権リスクに応じた現実的な施策への
着手
 人権方針によるコミットメント
 人権デュー・ディリジェンスの実
施

 是正措置の整備
 ステークホルダーとの対話



２.法務・コンプライアンスの観点からの「ビジネスと人権」

司法修習終了後、2019年、検事に任官。東京地方検察庁、岡山地方検察
庁で勤務し、捜査・公判業務に従事。
2022年、キャリアパスをチェンジし、学生時代に関心を持って取り組ん
でいた国際商事仲裁・アジア法務分野での活躍を志し、2022年1月に弁
護士登録、AsiaWise法律事務所入所。
AsiaWise加入後はクロスボーダー案件を主として担当。人権・経済安全
保障関連の最新動向を追っている。
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上村彩（うえむら あや）
弁護士
AsiaWise 法律事務所アソシエイト



3. グローバルサプライチェーンにおけるビジネスと人権への対応

内閣府、財務省（内閣府より出向）、デロイト トーマツ コンサルティング合同
会社を経て現職。東京大学教養学部国際関係論学科卒業。ロンドン大学政治経済
学院（London School of Economics and Political Science）行政学修士（国際
開発コース）終了。
コンサルタントとしてはSDGsおよび人権分野を中心に、官公庁を対象とした政
策提言、企業やNPOの事業戦略立案、企業の人権デュー・ディリジェンス支援
等のプロジェクトに多く従事。
日経ビジネス電子版『人権経営：今こそ意識を』 、月間アイソス『新たなルー
ル形成が進む「人権」』等、SDGsおよび人権に関する寄稿実績多数。経済産業
省／中小企業庁主催「ビジネスと人権」セミナー講師。人権教育啓発センター
「ビジネスと人権」セミナー講師。労働・人権分野の国際規格「SA8000」基礎
監査人コース修了。

© AsiaWise 9

石井 麻梨（いしい まり）
株式会社オウルズコンサルティンググループ
マネジャー



パネルディスカッション
「緊迫する世界情勢下でのビジネスと人権」

司会：山﨑 耕平（AsiaWise Group GRC Team Leader）

パネラー：

久保 光太郎 (AsiaWise法律事務所 代表パートナー弁護士）

矢守 亜夕美（株式会社オウルズコンサルティンググループ プリンシパル)

ゲスト：

蟹澤 徹（株式会社ユナイテッドアローズ リスクマネジメント・コンプライアンス推進部部長）



パネリストのご紹介
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久保 光太郎
AsiaWise法律事務所
代表パートナー弁護士

2001年弁護士登録、西村あさひ
法律事務所入所。2012年西村あ
さひシンガポールオフィス共同
代表等を経て、2018年AsiaWise
Groupを創業。
米国、インド、シンガポールの
駐在経験を活かし、数多くの日
本企業のグローバル・コンプラ
イアンス支援に携わる。2021年
には「データに基づくコンプラ
イアンス」のコンセプトを実現
すべくAsiaWise Technologyを創
業。

矢守 亜夕美
株式会社オウルズコンサルティ
ンググループ
プリンシパル

A.T. カーニー（戦略コンサル
ティング）、Google、スタート
アップ（経営企画）、デロイト
トーマツコンサルティングを経
て現職。東京大学法学部（公法
コース）卒。コンサルタントと
しては事業戦略立案・組織改
革・コスト削減など多岐にわた
るプロジェクトを経験すると共
に、近年はサステナビリティ・
SDGs・人権関連のプロジェクト
を多数担当。

蟹澤 徹
株式会社ユナイテッドアローズ
リスクマネジメント・コンプラ
イアンス推進部部長

1996年慶應義塾大学法学部法律
学科卒業、2009年筑波大学大学
院ビジネス科学研究科企業法学
専攻卒業(法学修士)
2004年株式会社ユナイテッドア
ローズ入社、2014年同社総務法
務部部長、2018年同社内部統制
室室長、2022年同社リスクマネ
ジメント・コンプライアンス推
進部部長
CMA（日本証券アナリスト協会
認定アナリスト）
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パネルディスカッション

1. ゲストスピーカーのご紹介

2. 人権リスクへの対応実務とその課題
①人権リスク対応について
②人権をとりまく外部環境について
③人権リスクへの現実的な施策とは

3. 人権デュー・ディリジェンスについて
①事前アンケート結果のご紹介
②人権DDの実務とその課題
③現実的な人権DDとは?

4．視聴者の皆様からのQ&A
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事前アンケート結果（人権DD)

© AsiaWise 15

ある
31%

1年以内に予
定はない

56%

ないが1年以内
に実施予定

ない
69%

人権DDの経験（92名の回答より） 今年１年以内に実施を予定している方の課題感
• レピュテーション
• 競争条件
• 手法、手順、範囲
• 基準がない
• グリーバンスメカニズムの構築法
• サプライチェーンに対してどのように対応す

るか
• 社内の理解を得にくい

人権DDを実施したきっかけ
• 企業の社会的責任 １９
• 投資家からの要請 ３
• 顧客からの要請 １

対象拠点
• アジア ８
• 日本 ６
• 世界中 ６
• 南アメリカ 1

人権DD実施にあたり、課題となったこと
• 実態の把握がしにくい
• 質問票の送付・回収に時間がかかるうえ、ス

ポット的な質問回答のやり取りで本当に調査
できるのかという疑問

• 海外拠点対応
• 直接現地調査ができない



AsiaWise Technologyが提供するサービス - 外部環境の把握
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1. 人権に関連する規制動向

各国法リサーチ参考例

• 人権に関する各国規制動向（EU、米国、
日本、業界規制等）をリサーチ。

• 必要に応じて、ローカル規制に精通した
現地弁護士と協力。

• 経済安全保障に関する各国規制の動向
（米国、中国等）をリサーチ

2. 経済安全保障に関連する規制動向

AsiaWise Groupは、人権リスクや経済安全保障リスク等、近年のトピックにおけ
る各国規制動向をリサーチし、毎月情報提供をしています（※有料サービス）。
AsiaWise Technologyは、データ・ドリブン・コンプライアンスのコンセプトに
基づき、企業を取り巻く各種コンプライアンス関連データをとりまとめています。

※規制の最新動向の情報提供サービスにご興味がある方はAsiaWise Technology
久保・山﨑までお問い合わせ下さい。



AsiaWise Technologyが提供するサービス -内部環境の把握①
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AsiaWise Technologyは、豊富な設問トピックから重要なトピックを選択して組
み合わる従業員意識調査サービス（CorpWell ASKサービス）を提供しています。

人権リスクに応じた設問を策定し、貴社グループの内部環境の理解を支援します。

設問トピック＝25項目
・組織風土 ・DX
・不正事件 ・情報セキュリティー
・品質管理 ・輸出管理
・贈収賄防止 ・ハラスメント一般
・データ管理 ・セクハラ
・調達関連
・内部通報
・労務
・人事考課
・競争法
・差別
・児童労働／紛争鉱物
・SDGs
・ブランド
・コンプライアンス全般・倫理 従業員サーベイ参考例



AsiaWise Technologyが提供するサービス - 内部環境の把握②
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AsiaWise Technologyは、企業グループの外部環境／内部環境におけるコンプ
ライアンスリスク把握のため、会社の「仕組み」にフォーカスしたCorpWell 
Checkup(グループ会社のコンプライアンスリスクサーベイ)を提供しています。
人権リスクや経済安全保障リスク等、近年のトピックに対するリスクサーベイ
の設計から実行まで支援します。

インド
子会社

南米
子会社

中国
子会社

本社管理部門

 人権尊重に関する現地
行動規範あり

 購買先管理プロセス整
備

 内部通報制度あり

法務部 内部統制部

 人権尊重に関する現地
行動規範あり

 購買先管理プロセス整
備

 内部通報制度なし

 現地版行動規範等なし
 経営陣の交代
 不透明な調達先選定プ

ロセス
 内部通報制度なし

内部監査
部門連携

連携

CorpWell Check up
配布 配布 配布

具体例



AsiaWise Groupが提供するサービス - 内部環境の把握③
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AsiaWiseでは、コンプライアンスリスクが高いと識別された拠点に対
しては、CorpWell Survey(リスクテーマ型の調査／内部監査)を提供
しています
人権リスクや経済安全保障リスク等、近年のトピックに対する監査ア
プローチの設計から、実行まで支援します。

Step
Step4
報告

実施
事項

詳細計画策定
 配員と担当領域検

討
 詳細スケジュール

策定
予備調査実施
 資料収集・閲覧
 事前ヒアリング
 リスク識別・評価
 データ分析による

リスク評価・サンプ
ル決定

手続書作成
 各監査／調査領

域のリスクに応じ
た調査手続書

監査／調査実施
 インタビュー
 資料閲覧
 データ分析

発見事項一覧の作
成・
講評会実施
 発見事項の分析
 発見事項の原因
 改善提案

成果物作成
 調査手続書
 発見事項一覧
 改善案一覧
 報告書草案
報告書作成
 調査対象会社

／担当者との合
意形成

報告会実施

計画策定
 利害関係者の

期待確認
 重点リスク領域

検討
 スケジュール

利害関係者へ調査
のアナウンス

Step3
監査／調査実施

Step2
事前準備

Step1
計画策定

内部監査／調査業務の全体像
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本日はご清聴頂きましてありがとうございました。
アンケートのご協力をお願い致します。

内容についてのご質問は、以下までお寄せください。

seminar@asiawise.legal
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