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リスクアドバイザリー 

ポータルサイト・最新ニュースレターのご紹介 

-July 2022 - 

 

 

平素よりお世話になっております。 

今回は、アジアパシフィック地域の最新動向等を取り纏めた弊社リスクアドバイザリー

のポータルサイト及びその最新コンテンツをご案内させていただきます。 

ポータルサイトには、ニュースレターや各国のリスク情報、弊社サービス紹介などを掲

載されておりますので、ぜひご確認ください。 

特に、昨今急激に関心が高まってきているサイバーセキュリティに関するコンテンツも

ご準備しておりますので是非ご確認ください。 

ポータルサイト → リンク 

 

1. 新着ニュースレター 

1. セミナー “急激に高まるサイバー攻撃の脅威に備える”アンケート結果 

(PDF データ) 【リンク】 

2. 台湾半導体企業の最新動向とセキュリティ対策 【リンク】 

3. インドネシア・ジャカルタにおける経営課題の変化を概観する：ジャカ

ルタ出張を振り返って 

【リンク】 

 

2. セミナー予定 

タイトル：「デジタルを用いたガバナンス強化」 (日本語・無料) 

2022 年 8 月 4 日（木）14:00～15:00（シンガポール時間)  

在東南アジア日系企業では、従前から、ガバナンスや内部統制に対して課題を

抱えている企業が多く存在します。言語の壁など情報アクセスの限界、現地従

業員の業務理解の低さ、現地の商慣習など、ガバナンス強化・内部統制の適切

な運用を妨げる要因が多く存在しています。駐在員の削減および管理範囲の拡

大、コロナウィルス感染拡大によるリモート管理の導入など、ガバナンスの在

り方を取り巻く内部・外部要因は急速に変化しています。ヒトによる管理の限

界を感じ、デジタルを用いたガバナンス強化を図る企業が増えてきています。 

本セミナーでは、デジタル技術を用いたガバナンス強化のポイントを、ツール

の紹介や導入事例を交えながら解説します。 

申し込み用リンク 

 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/ra/risk-advisory-in-asia-pacific.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/risk/asia-pacific/jp-ap-webinar-cyber-security-202205.pdf
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/taiwan-semiconductor-trends.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/changing-of-jakarta.html
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_u4VAHU6SRJS1Un_uGzomEA


 

3. <今月のおすすめコンテンツ> 

おすすめコンテンツ おすすめのポイント 

アジアにおけるサイバーセ

キュリティ 【リンク】 

 

昨今、従来に増して SEA 地域でもサイバーインシ

デントも増加傾向にあり、本社だけで対応するので

はなく地域側が対処すべき事項を明確にして共同で

実施する必要があります。現地側が実施すべきこと

は何なのかという疑問への一つの解として是非ご一

読ください。 

（SEA 地域に限定しないコンテンツとなっておりま

すのでアジア各地域の皆様にご参考にしていただけ

ます） 

工場サイバーセキュリティ

強化に向けた取り組み事例

～OT（オペレーショナル

テクノロジー）環境のセキ

ュリティプログラムの確立

～【リンク】 

SEA 地域統括機能に関する

考察（ニューノーマル下に

おいて求められる地域統括

機能とは 

 【リンク】 

 

近年のコロナ禍による不透明性の高まりや地政学的

リスクを受けて地産地消での戦略の重要性に改めて

焦点が当たっています。本稿では SEA 地域におい

て積極的なリスクテイクを意識した地域統括機能の

在り方について紹介しています。 

台湾半導体企業の最新動向

とセキュリティ対策 【リ

ンク】 

半導体企業が集積する台湾においては当地のサプラ

イチェーンの中で要求されるセキュリティ水準の充

足が事業の前提としてさらに重要になってきていま

す。そのような動向と対策について本稿をご参照く

ださい。 

 

 

ポータルサイトのコンテンツや上記内容に限らず、何かお役に立てる事項がありました

ら、いつでもお気軽にお声がけくださいませ。 

今後ともどうぞ宜しくお願いします。 

 

その他、ポータルサイトのコンテンツに限らず、何かお役に立てる事項がありました

ら、いつでもお気軽にお申し付けいただけますと幸いです。 

 

連絡先 

上記またはその他の詳細については、以下に記載されている連絡先またはシンガポール

の Japanese Services Group のメンバーまでお問い合わせください。 

 

森本 正一 (Shoichi Morimoto) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2399 

shoimorimoto@deloitte.com 

 

大橋 正朋(Masatomo Ohashi) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2317 

maohashi@deloitte.com 
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Deloitte Singapore が提供する主なサービス内容や、過去のニュースレター・セミナーの情報については、こちらをご参照ください。 

please click the link to see Deloitte Singapore JSG website! 
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