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はじめに 
サード パーティとの関係に関するネガティブな記事が、ほぼ毎日のように見出しを飾っています。たとえば、

サプライヤーから提供された製品に欠陥があった、クラウド サービスが停止した、サード パーティ プロバイ

ダーによるデータ侵害がたび重なっているといったものです。組織が製品やサービスの提供または強化の

ためにサード パーティ サプライヤーを利用する頻度はますます高くなっています。また、これらのサプライ

ヤーでも、サービスを提供するサード パーティを利用しています。 

サード パーティの製品やサービスがビジネス活動のために利用されるようになればなるほど、リスク イベン

トやパフォーマンス低下の発生頻度が高くなり、それらの影響も大きくなります。さらに、リスクの件数、複雑

さ、拡大速度も増大します。追跡する関係が非常に多いため、サード パーティ ガバナンスの複雑さを把握

し、管理することは困難です。ほとんどの組織では、こうした複雑さの増大に対処するためのスタッフや利用

可能なリソースを用意することはとてもできません。残念ながら、こうしたことが原因で、ビジネスに損害を 
もたらす不測の事態が発生することも少なくありません。ベンダー プロファイルの一部、エンゲージメントの

詳細、パフォーマンス データが組織内のさまざまなチームにばらまかれるといったことが何度も発生してい

ます。これは、ビジネス コンテキストや、サード パーティとの関係の重要性をまったく理解できていないこと

を意味しています。 

サード パーティのリスクおよびパフォーマンスを管理するための一貫性のあるエンタープライズ規模の 
フレームワークがなければ、すべての業務部門においてサード パーティ リスクの特定、評価、処置、監視

を一貫性のある方法で行うことはできません。結果として、サード パーティのリスクおよびパフォーマンスを

把握するための唯一の信頼できる情報源を見つけることが難しくなります。サード パーティ リスクの包括的

なエンタープライズ ビューがなければ、経営陣はビジネス上の意思決定に必要な、明確なイメージを描くこ

とができません。 

TAKE CHARGE OF THIRD PARTY RISK AND 
PERFORMANCE 
サード パーティのリスクおよびパフォーマンスの管理プロセスを企業全体で標準化することにより、共通の

語法、測定法、統制、プロセスを確立し、リスクの把握、優先順位付け、管理をすばやく行うことができます。

サード パーティ リスクを正確に表示するこのRSA Archerにより、経営陣はサード パーティ リスクのイメー

ジを正確に描き、リソースを迅速に割り当てて、より適正なビジネス上の意思決定を下すことができます。 

RSA ARCHER THIRD PARTY GOVERNANCEのメリット 
RSA® Archer® Third Party Governanceにより、ベンダーとの関係の監視を自動化および効率化すること

ができます。また、GRC（ガバナンス、リスク、コンプライアンス）プログラムの一環として、サード パーティ管

理のライフサイクル全体を通して規制上の義務を果たし、ベスト プラクティスを実行するのに必要な、重要

なアクティビティを促進することができます。有望な関係を把握し、影響を受ける利害関係者を招集して、契

約に伴うリスク、財力、各種のリスク カテゴリーに存在する固有リスクと残留リスクを評価することができま

す。これにより、リスクに基づく選択を行い、パフォーマンス メトリックを設定して、サード パーティのライフサ

イクル全体を通してプログラムを監視および管理できるようになります。 

Understand Your Third Party Relationships 
組織全体でサード パーティの利用頻度が高まると、組織が利用しているサード パーティと、それらがもたら

すリスクの大きさをカタログ化して評価するための機能が必要になります。この機能は、組織のサード  
パーティに対する依存度と関連するリスクを把握するうえで重要な役割を果たします。また、サード パーティ

のパフォーマンスを最適化し、不測の事態や損失の発生を防ぐための最初の一歩になります。 

サード パーティとの関係が依然として、
あらゆる規模の企業において大きな悩
みの種になっています。85%もの回答者
が、ジョイント ベンチャーのパートナー、
サプライヤー、ディストリビューター、
エージェントなどとのビジネス上のつな
がりをどうにかして見直していると回答し
ました。ただしその大半は、サード パー
ティとの間に発生するリスクを調査する
か、それらのリスクの監視を強化するか
のいずれかです。 
 
コンプライアンスのトレンドに関する調査 
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意思決定とアクションの実行 
組織のリスク選好度とリスク許容度に従って、一貫性のある方法でサード パーティ リスクに関する意思決

定を行い、必要に応じて適切なリスク対応を実施されるようにしてください。サード パーティ リスクを最小限

に抑えるには、組織のすべてのマネージャーが一貫性のある方法でリスクを評価し、組織のリスク許容度

に基づいて統制とリスク移転手法を適用していることが確認される必要があります。結局、防御の最前線と

して、マネージャーが適切な措置を講じる責任を果たす必要があります。 

Monitor Third Party Relationships 
組織のサード パーティ リソースへの依存度はますます高くなっています。そのため、ベンダーとの関係につ

いての最新情報を常に把握し、既存のサード パーティとの関係に生じる重大な変更をモニタリングできるよ

うにする必要があります。サード パーティとの関係は静的なものではなく、リスクは今後も出現および進化

し続けるでしょう。最終的には、サード パーティとの関係に重大なリスクが存在しないようにする必要があり

ます。 

RSA ARCHER THIRD PARTY GOVERNANCE 
RSA Archer Third Party Governanceであれば、有望な関係を把握し、影響を受ける利害関係者を招集し

て、契約に伴うリスク、財力、各種のリスク カテゴリーに存在する固有リスクと残留リスクを評価することが

できます。これにより、リスクに基づく選択を行い、パフォーマンス メトリックを設定できるようになります。

RSA Archer Third Party Governanceでは、サード パーティ管理のライフサイクル全体を通して規制上の

義務を果たし、ベスト プラクティスを実行するのに必要な、重要なアクティビティを促進することにより、ベン

ダーとの関係の監視を自動化および効率化することができます。 

RSA Archer Third Party Governanceには、サード パーティのリスクおよびパフォーマンスの管理プログラ

ムの成熟度に応じて、特定のビジネス ニーズを満たすユース ケースが複数用意されています。（以下の 
オプションを選択できます） 

Third Party Catalog 
RSA Archerサード パーティ カタログを利用すると、サード パーティとの関係/エンゲージメント、関連する契

約のほか、各サード パーティとの関係構築に携わっている組織内のビジネス ユニットおよび担当者をすべ

てドキュメント化できます。RSA Archerでは、単一のリポジトリに含まれているすべてのサード パーティ情

報（プロファイル、エンゲージメント、サード パーティのビジネス階層、担当者、設備、サード パーティの責任

者など）に関するレポートを作成できます。 

Third Party Engagement 
RSA Archer Third Party Engagementでは、サード パーティから提供される製品およびサービスに関する

情報を詳細に文書化することができます。たとえば、サード パーティがサポートするビジネス プロセスに製

品/サービス エンゲージメントを関連づけたり、フォース パーティ、保険契約証書、マスター サービス契約を

ドキュメント化したりすることができます。これらの情報を通じて、サード パーティへの依存度を包括的に把

握することができます。また、契約のレビュー、契約のリスクの評価、サード パーティの財務面の有効性の

評価、固有リスクの評価を、複数のリスク カテゴリーにわたって実施することができます。サード パーティ 
エンゲージメントは、サード パーティに対する固有リスク エクスポージャの量を明確に把握するのに役立ち

ます。 

Third Party Risk Management 
RSA Archerサード パーティ リスク管理では、サード パーティが組織に提供するエンゲージメントに関連し

て導入しているガバナンスと統制を評価することができます。これらの評価によって、財力、契約のリスク、

コンプライアンス/訴訟、忠実度、情報セキュリティ、評判、回復性、戦略、サステナビリティ、フォース パー

ティ リスクなどの各種のリスク カテゴリーにおける、サード パーティ エンゲージメントの残留リスク スコアが

決まります。さらに詳細な分析を行うために、アセスメント アンケートを構成して、関連するサポート ドキュメ

ントの収集のために使用することができます。こうしたアンケートの結果は、サード パーティが組織に提供

するすべてのエンゲージメントにおいて、サード パーティの全体的な残留リスク プロファイルを特定する際

に要因として考慮されます。評価の発見事項を自動的に収集して、例外として管理することができます。ま

た、改善計画を策定して、問題が解決されるまで監視することができます。 

Third Party Governance 
RSA Archer Third Party Governanceでは、各サード パーティのパフォーマンスを監視できます。メトリック

は、4つのカテゴリー内でエンゲージメントごとに設定できます。そのカテゴリーとは、品質、イノベーション、

パフォーマンス、関係です。メトリックはエンゲージメントごとに示されます。また、メトリックを集約してサード 
パーティに送り、当該サード パーティが提供するすべてのエンゲージメントのパフォーマンスを示すことがで

きます。 

Ponemon Institute が実施した調査で
は、調査に参加した企業の 41%以上で
サード パーティによるデータ侵害に悩ま
されていました。その結果として失われ
たブランド価値は、多くの場合、1 億
8,400 万ドルから 3 億 3,000 万ドルに上
りました。 



 

まとめ 
RSA Archer Third Party Governanceは組織にとって、サード パーティ ガバナンス プログラムの一元的な

統合、ビジュアル化、管理ポイントになります。RSA Archer Third Party Governanceは、異なるリスク リポ

ジトリから収集したサード/フォース パーティのリスク データを統合することにより、サード パーティのライフ

サイクル全体をさらに適正に把握し、優先順位を付け、管理することができるようにします。また、効率的か

つ効果的な方法でプログラムを管理しながら、必要なリスク管理のアカウンタビリティと文化を強化します。 
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