
 

講演者紹介 

 

石﨑 泰哲 

西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 

M&A（事業会社間の統合・買収・組織再編、ファンドによる上場/非上場会社の買収、MBO/上場会社の非上場化、クロスボ

ーダー案件その他）を専門とします。その他、一般企業法務（株主総会、コーポレートガバナンス、法改正対応、人事労務、

危機管理等）については、上場/非上場会社を問わず幅広く対応しています。また、上場会社に対する株主アクティビズム

への対応を含め、株式会社の株主対応についても多くのクライアントに対してアドバイスを行っております。近時は、人権デ

ューデリジェンスの視点も踏まえた M&A にも従事しています。現在、大阪大学大学院高等司法研究科の招へい准教授と

筑波大学大学院ビジネス科学研究科の非常勤講師を務めています。 

 

渡邉 純子 

西村あさひ法律事務所 弁護士 

アジア・欧州を含むグローバルな法分野の観点から企業サステナビリティ対応を支援しています。日系企業の東南アジア

諸国での事業展開に関する業務に幅広く携わった後、グローバルな課題に対して国際開発の観点からアプローチするため

渡英し、英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスにて国際人権法の修士号取得しました。その後の英大手グローバルファー

ムへの出向を含む3年間の英国での経験も踏まえ、日本企業のサステナビリティ対応支援と人権についてアドバイスを提

供しています。国際労働機関（ILO）コンサルタントとしても活動し、日本繊維産業連盟が2022年7月に策定した繊維・アパレ

ル業界の人権デューデリジェンスに関する「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」の策定を国際機関の立場か

ら主としてリードしました。一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構（JaCER）の助言仲介委員。国際法曹協会のビジネ

ス人権委員会の委員。 

 

ベン・フォーエイカー 

J.S Held Japan LLC グローバルアドバイザリーファームマネージングディレクター兼代表取締役 

リスク評価やコンプライアンス推進プログラムの実施を通じて、さまざまな業種のグローバル企業の戦略やリスク・エクスポ

ージャーの評価をリードしています。ハイリスクな環境で事業を行うグローバルおよび日本の多国籍企業に対し、人権や社

会的影響のリスクマッピング、デューデリジェンス、モニタリングプロセス、トレーニング、およびレポーティングの設計と実施

を主導してきました。また、自動車、製造業、テクノロジー、ヘルスケアなどさまざまな分野で大規模なプロジェクトを指揮し

た経験も有しています。16年以上日本を拠点に活動しています。オックスフォード大学サイード・ビジネススクールで Leading 

Sustainable Corporationsの認定を受け、日本では一橋 ICSの Leading for Sustainabilityプログラムで客員講師を務めて

います。また、在日米国商工会議所（ACCJ）サステナビリティ委員会の副会長も務めています。 

 

長岡 英美 

J.S.Held Japan LLC マネージング・コンサルタント 

ビジネス・インテリジェンス、デューデリジェンス、不正行為や企業調査など、幅広い調査業務を担当するほか、アナリ

ストやリサーチャーのチームリードし、グローバルにビジネスを展開する大手外資系企業や日本企業をサポートしてい

ます。また、リスクマッピングやプロセス構築、ソーシャル・オーディットなど人権デューデリジェンスに関するプロジェク

トも手がけ、グローバルに展開する日本企業に対するサプライヤーの従業員やマネジメント層のインタビュー、実査を

行った経験を有しています。J.S. Held 入社以前は、アマゾンジャパンにて、コンプライアンス・マネージャーとして、国際

的な制裁、コンプライアンス、リーガル・リスクに関する問題に焦点を当てた調査を指揮しました。また、BIG4ファームや

グローバルアドバイザリーファームでの調査デューデリジェンス、不正調査、訴訟支援、金融機関のモニタリングなど

のコンサルティング経験も有しています。それ以前は、大手テレビ局2社で約10年にわたり報道記者として世界情勢の

取材、報道番組の制作を担当していました。公認 AML スペシャリスト（CAMS）および公認グローバル制裁スペシャリス

ト（CGSS）の資格を有しています。 

 

 

 

 



 

Speaker Biographies 

 

Yasunori Ishizaki, Partner at Nishimura & Asahi 
A specialist in M&A, Yasunori has been assisting listed and non-listed companies in navigating acquisition, 
reorganisation, de-listing, and cross-border deals. He has led numerous projects that cover a wide range of 
corporate matters, including corporate governance, legal reforms, labour issues, and crisis management. 
Yasunori has also advised clients on shareholder-related issues, including defense strategies against 
shareholder activism. In recent years Yasunori has managed M&A cases that require the perspective of human 
rights due diligence. Yasunori is currently a lecturer at University of Tsukuba, Graduate School of Business 
Science, and a Visiting Professor at Osaka University Law School. 
 

Junko Watanabe, Lawyer at Nishimura & Asahi 
Junko has been responsible for helping companies in Asia and Europe approach sustainability from the 
perspective of international law.  After working extensively with Japanese companies regarding business 
development in Southeast Asian countries, she moved to the UK to study international development. During 
her three years at the UK, she obtained a master's degree in international human rights law from the London 
School of Economics and was seconded to a major U.K. global firm. She has since been supporting Japanese 
companies on issues regarding sustainability and human rights. She is a consultant to the International Labour 
Organisation (ILO) and was a key leader in the development of the "Guidelines for Responsible Corporate 
Behaviour in the Textile Industry” established by the Japan Textile Federation in July 2022. She is a member 
of the Advisory and Mediation Committee of the Japan Center for Engagement and Remedy on Business 
and Human Rights (JaCER), and a member of the International Bar Association’s Business Human Rights 
Law Committee.  
 

Ben Fouracre, Managing Director and Japan Representative, APAC Investigations Practice Lead at 

J.S. Held Japan LLC 
Ben has been responsible for assessing risk exposure and response strategies for global organisations across a 
range of industry sectors through the conduct of risk assessments and compliance driven programs. He has 
been responsible for leading the design and implementation of human rights and social impact specific due 
diligence and monitoring processes, training and reporting for both global and Japanese multinationals 
operating in high-risk environments and has led large-scale projects in diverse sectors from automotive to 
manufacturing, technology and healthcare. Ben has been based in Japan for over 16 years. He is certified in 
Leading Sustainable Corporations through Oxford University and SEAD Business School and is a guest 
lecturer on Human Rights and Supply Chains at Hitotsubashi University in Japan. He is the Vice Chairman of 
the ACCJ Sustainability Committee. 
 

Emmy Nagaoka, Managing Consultant at J.S. Held Japan LLC  
Emmy manages a broad range of investigative assignments including business intelligence, due diligence, fraud 
and corporate investigations. She heads a team of analysts and researchers that provide support for major 
foreign and Japanese companies in different sectors. She has also engaged in Human Rights related projects 
including conducting risk mapping, creation of investigations process and performing social audits of suppliers 
to include interviewing workers and management for major Japanese companies operating globally. Prior to 
joining J.S. Held, Emmy was a Compliance Manager at Amazon where she led investigations focusing on issues 
relating to sanctions, compliance and legal risks internationally. Also, she has previous consulting experience 
including with consulting firms including a BIG 4 firm. Prior to this she spent over 10 years as a journalist 
working for two Japanese major television companies covering global affairs and directing TV news programs. 
She is a Certified Anti-Money Laundering Specialist(CAMS) and Certified Global Sanctions Specialist (CGSS). 
 

 


