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多くの企業が業務遂行のためにサードパーティを利用しています。商品や
サービスの供給、製品の市場投入、顧客チャネルの拡大など、サードパーティは
組織に多大な利益をもたらしますが、同時に多くの潜在的なリスクと課題を
もたらします。

コンプライアンス、健全性、倫理、その他の違反に間接的にでも関与する組織
は、規制や風評の面で大きなダメージを受ける可能性があります。そのため、
サードパーティに関するリスクの全容を理解することが重要です。

世界の約1,800人のサードパーティ関連、リスク管理、コンプライアンの担当者
を対象に、リフィニティブが2020年に実施した調査によると、組織は通常、
数多くのサードパーティと関わりを持っていますが（その数は平均で9,735

と記録されています）、その内43%のサードパーティはデューデリジェンス・
チェックを受けていないことが明らかになりました。

このことは、正式なコンプライアンスに明らかにギャップがあることを示し
ており、多くの企業がサードパーティによるリスクに対して脆弱なままである
ことを浮き彫りにしています。

リフィニティブ・デューデリジェンスの
サードパーティ・リスク・レポートは、サード
パーティに関連付けられる広範なリスク
に関して包括的なインサイトを提供し
ます。リフィニティブのレポートは、正確
かつ明確で詳細な情報を提供し、企業
が迅速、効率的、かつコスト効率よく、
情報に基づいたリスク判断を行えるよう
支援します。
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サードパーティ・リスクの現状
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サードパーティについて知っておくべきこと
サードパーティと関与する前に考慮すべき具体的なリスクには、次のようなものが挙げられます。

一緒に仕事をしても問題ないか（制裁および除外）

サードパーティを評価する上で欠かせない最初のステップは、政府や
規制当局から制限を科されている個人や団体を把握することです。

一緒に仕事をするべきか（健全性）

サードパーティの健全性を把握することは、そのサードパーティが
自社の基準や行動規範に合致した良いパートナーであるかを判断
するのに役立ちます。ここで言うリスクとは、組織犯罪、贈収賄、
汚職、不正行為、マネーロンダリング、テロ資金供与、深刻な税務
コンプライアンス違反などとの関連性を指す場合があります。

サードパーティは財務上の損害を及ぼさないか（財務面）

サードパーティの財務上の健全性と安定性を確立することは重要
です。ビジネス関係を築く前に財務面での不正行為を発見しておく
ことも同様に重要です。

サードパーティはデータの取扱いには慎重か（サイバー面）

公開されている知的財産や機密情報を悪用しないこと、データ・プラ
イバシー規制を尊重・遵守すること、データ・セキュリティを確保する
ための適切な措置を講じるといったことをサードパーティに確約さ
せる必要があります。

サードパーティが申告している情報は真正であるか（アイデン
ティティ）

サードパーティは、その所有者、従業員、業務などに関する詳細な
情報を、透明性を持って提供することが求められます。透明性の
欠如は即ち、重要な公的地位を有する人物（PEP）とのつながりや、
政治的取引、汚職などの潜在的な問題を示唆している可能性が
あります。また、サードパーティは資金源についての情報を提供する
必要があります。

サードパーティは自身や、その事業環境などに損害を与える
ことはないか（ESG）

ESG（環境・社会・ガバナンス）の要素を企業の意思決定に組み込む
企業がますます増えています。このことからも、サードパーティに
対するデューデリジェンスを行う際には、環境破壊、人権侵害、
現代の奴隷制への関与、動物愛護に反する行為、劣悪な雇用慣行
といったESG関連リスクを考慮しなければなりません。

サードパーティは業務を遂行する能力を有するか（業務面）

企業は、サードパーティが業界でプレゼンスを示しているか、製品や
サービスの品質に定評があるか、健全な業務慣行を遵守してい
るか、事業継続計画を策定しているかなど、事前にこれらの項目を
調査しておく必要があります。
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さまざまなリスクを調査・格付けする
デューデリジェンス

リフィニティブのサードパーティ・リスク・デューデリジェンス・レポートは、サード
パーティに関連するリスクやその他の潜在的リスクについて、正確で質の高い
インサイトを提供します。

Basic、Core、Advanced、Premiumの4種類のレポートをご用意

各レポートは、お客様の要望やリスク・レベルに応じて作成されおり、全ての
レポートにおいて、これまで説明した主要なリスク・カテゴリーがカバーされ
ています。

より多くの情報に基づいた意思決定を可能にするためにリスク・レーティング
をご用意し、次のようなさまざまな要素に基づいて、リスク・レベルを1～10段階
で格付けします。

• データソースの信頼性

• 問題発生の時期

• 業務における問題の重要性

• 問題がもたらす結果の深刻度

• 注目すべきリスクのパターン

• 実施した是正措置
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一目でわかるリスクの概要

リスク・レーティング
1～10段階。数字が小さい
ほどリスクが高いことを
表す

リスク・テーブル
リスク・カテゴリーと
具体的なリスクに応じて、
リフィニティブによる
見解や格付けを表示

関係者（企業）
一覧
このレビューの対象
となった人物・企業

フッター
レポートに関する情報および
問い合わせ先

情報ソース
一覧
参照した情報源
（対象別に記載）
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※オプションで日本語でのご提供も可能です。
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カスタマイズされたレポートでお客様の
ニーズに対応

Basicレポート

Basicレポートには、レビュー対象の主要なサードパーティと主要人物をWorld-

Checkで検索した結果が記載されます。また、全ての質問事項について、徹底し
たメディア・リサーチ結果を英語とサードパーティの現地言語の両方で記載して
います。Basicレポートは、低リスクのサードパーティを手早く確認することを目的
としています。

その他、全てのお客様から寄せられた質問に関する情報は、独自のテキスト
検索を使用し、それぞれのリスク分野を対象として、英語とサードパーティの
現地言語によるメディア・リサーチを使用して収集されます。

Advancedレポート

Advancedレポートには、Coreレポートの全ての調査内容に加えて、より多く
の関係者・関係企業に関する調査結果が記載されます。調査対象を信用リス
ク、ESGリスク、サイバー・リスクにまで拡げ、公開情報源を容易に入手できる
国・地域で事業を行う中・高リスクのサードパーティを対象としています。

Coreレポート

Coreレポートには、Basicレポートの全ての調査内容に加えて、関係個人およ
び関連事業体に対する補足調査の結果が含まれます。Coreレポートは、公式な
文書の収集が求められる、中リスクのサードパーティを対象としています。これは
デスクトップ上での調査になります。

Coreレベルのレポートについて

• コンプライアンス情報は、対象に加え、2名の主要人物を対象としたグロー
バル・コンプライアンス・チェックを用いて行います。

• 身元に関する情報は、対象会社に関する登記簿謄本やメディア・ソースから
収集しています。

• 健全性に関する情報は、英語と現地言語によるメディア・リサーチのほか、
対象企業とさらに2名の主要人物に対する訴訟、規制、法執行機関の調査
から収集されます。

• 財務健全性に関する情報は、破産調査や登記簿に記載されている法定帳
簿から収集されます。メディア・リサーチにより、財務情報を掘り下げるこ
とも可能です。

• ESGリスクに関する情報は、メディア検索に加え、ESG専用のデータソース
からNGOの活動報告を使用して収集されます。

• サイバー・リスクに関する情報は、情報漏えいに関するメディア検索や、
サイバー・セキュリティ・データソースからのセキュリティ評価を使用して収集
されます。

• 業績や業務リスクに関する情報は、メディア検索を使用して収集されます。

Advancedレベルのレポートについて

• コンプライアンス情報は、対象に加え、5名の関係個人および関連事業体
に対してグローバル・コンプライアンス・チェックを行います。これにより、支配
権の概観が明確に把握できます。

• アイデンティティに関する情報は、メディア・ソースやサードパーティの登記
簿から収集され、株式保有の3レベルにまで達しているか、または25%

以上の株式を個別に保有する全ての所有者を検出します。

• 健全性に関する情報は、英語と現地言語によるメディア・リサーチのほか、
対象企業とさらに5名の主要人物に対する訴訟、規制、法執行機関の調査
から収集されます。

• 財務健全性に関する情報は、信用格付機関への照会や破産調査、登記簿
に記載されている法定帳簿から収集されます。メディア・リサーチにより、
財務情報を掘り下げることも可能です。

• ESGリスクに関する情報は、メディア検索に加え、ESG専用のデータソース
からNGOの活動報告および課題の詳細な概要を使用して収集されます。

• サイバー・リスクに関する情報は、情報漏えいに関するメディア検索や、
サイバー・セキュリティ・データソースからのセキュリティ評価およびその
根拠となる重要指標を使用して収集されます。

• 業績や業務リスクに関する情報は、メディア検索を使用して収集されます。

リフィニティブのデューデリジェンス | サードパーティ・リスク・レポート
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Premiumレポート

Premiumレポートには、Advancedレポートの全ての調査内容に加えて、現地の
レピュテーション・インテリジェンスに関する調査結果が記載されています。
公開情報源を容易に入手できない国・地域で事業を行う高リスクのサードパー
ティを対象としています。

リフィニティブのデューデリジェンス | サードパーティ・リスク・レポート

Premiumレベルのレポートについて

• コンプライアンス情報は、対象とさらに5名の関係個人および関連事業
体に対するグローバル・コンプライアンス・チェックを行います。これによ
り、支配権の概観が明確に把握できます。

• アイデンティティに関する情報は、メディア・ソースやサードパーティの登記
簿から収集され、株式保有の3段階にまで達しているか、または25%以上の
株式を個別に保有する全ての所有者を検出します。レピュテーション・インテ
リジェンスに関する調査は、公文書が十分でないような場合に、オーナーシップ
を理解する点で役立ちます。

• 健全性に関する情報は、英語と現地言語によるメディア・リサーチのほか、
対象企業とさらに5名の主要人物に対する訴訟、規制、法執行機関の調査
から収集されます。レピュテーション・インテリジェンスに関する調査は、メ
ディアで報道されていない健全性の問題を把握したり、そこで得た情報を
明確にしたりするために使用されます。

• 対象企業の財務健全性に関する情報は、信用格付機関への照会や破産調
査、登記簿に記載されている法定帳簿から収集されます。メディア・リサーチ
および直接の問い合わせにより、財務情報を掘り下げることも可能です。

• ESGリスクに関する情報は、メディア検索に加え、ESG専用のデータソース
からNGOの活動報告および課題の詳細なサマリーを検索します。

• サイバー・リスクに関する情報は、情報漏えいに関するメディア検索や、
サイバー・セキュリティ・データソースからのセキュリティ評価およびその
根拠となる主要な指標を使用して収集されます。

• 業績や業務リスクに関する情報は、メディア検索を使用して収集されます。
評判調査の回答により一層の情報を得ることも可能です。

全てのレポートには、必要に応じて、お客様から提供された参考資料のレビュー
が含まれます。

メディア検索は全て英語での対応となりますが、オプションにより、現地言語で
の検索も可能です。
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リフィニティブ・デューデリジェンスのサードパーティ・
リスク・レポートを選ぶ理由

リフィニティブのサードパーティ・リスク・デューデリジェンス・レポートは、詳細な分析と
正確なリスク・レーティングを提供し、組織が十分な情報に基づいた意思決定を行い、自信
を持ってサードパーティと関わることができるようサポートします。

高品質な包括的レポート:リフィニティブのレポートでは、サード
パーティに関連するさまざまなリスクについての正確な情報と質の
高いインサイトを提供します

迅速な対応 :リフィニティブのBasicレポートであれば最短2営業日
でご用意します。詳細なレポートの場合でも、迅速かつ効率的な
作成に努めます

コスト効率の追求 :レポートは魅力的な価格で、コスト効率の高い
デューデリジェンス・ソリューションを提供します

グローバルなカバレッジ:グローバルなカバレッジと現地言語での
メディア・リサーチを提供します

信頼できるサプライヤーによる各分野に関する深い専門知識 :
リフィニティブは20年以上にわたり、グローバルな金融・企業セク
ターにデューデリジェンスのサポートを提供してきました

ウェブサイト：refinitiv.com/ja |   @Refinitiv    Refinitiv

ロンドン証券取引所グループ（LSEG）傘下のRefinitiv（リフィニティブ）は、金融市場のデータとインフラストラクチャの提供で世界をリードしています。リフィニティブは、約190カ国にわたって4万以上の企業や40万を超える
お客様にサービスを提供しながら、世界中の金融市場に関わる人々を支援しています。また、重要な投資や取引、リスク判断をお客様に自信をもって行っていただくための情報やインサイト、テクノロジーを取り揃え
ています。独自のオープン・プラットフォームと業界トップクラスのデータおよび専門的な知識を組み合わせて提供することで、人々を取引機会と選択肢でつなぎ合わせ、お客様とビジネス・パートナーの皆様のパフォー
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