
ICP 18 Intermediaries 
ICP 18  Intermediaries ICP 18 仲介人 
The supervisor sets and enforces requirements for the conduct of insurance intermediaries, in order 
that they conduct business in a professional and transparent manner. 

監督者は、保険仲介人が専門職に相応しい透明性のある方法で業務を遂行するために、保険仲介人の行為
に係る要件を定め、執行する。 

Introductory Guidance 導入指針 
18.0.1 
There is a diverse range of organisations and individuals carrying out insurance intermediation, and 
channels through which this is undertaken. In order to ensure consumer protection and to promote a 
level playing field amongst these actors, this ICP applies to the supervision of those conducting the 
activity of insurance intermediation. Some of the Standards under this ICP apply to the supervision of 
the individuals providing insurance intermediation services to customers. Other Standards apply to the 
organisation within which the insurance intermediation is carried out; where this is the case, it is made 
clear in the corresponding guidance. Where an insurer’s direct sales staff solicit, negotiate or sell 
insurance as employees of the insurer, the supervisor would apply the relevant Standards to the insurer.

18.0.1 
様々な組織および個人ならびにチャネルにおいて、保険仲介が行われている。消費者保護を確保し、これ
らの当事者の間での公正な競争条件を推進するため、本 ICPは、保険仲介の業務を行う者の監督に適用さ
れる。本 ICPにおける一部の基準は、顧客に対し保険仲介サービスを提供する個人に適用される。他の一
部の基準は、保険仲介が行われる組織に適用されるが、その場合には、該当する指針の中で明確にされて
いる。保険会社の直販スタッフが当該保険会社の従業員として保険を勧誘し、交渉し、または販売する場
合には、監督者は、関連する基準を保険会社に適用する。 

18.0.2 
Some intermediaries do not have direct contact with the customer but act with other intermediaries to 
place business with insurers (such as wholesale intermediaries). Even though they do not necessarily 
deal directly with the purchaser of insurance, they perform one of the functions in the chain of soliciting, 
negotiating or selling insurance, and are within the scope of this ICP. 

18.0.2 
一部の仲介人は、顧客との直接の接触を持たないが、他の仲介人と共働し保険会社と取引を行う（例えば
ホールセール仲介人）。彼らは必ずしも保険の購入者と直接の取引を行わないが、彼らは保険の勧誘、交渉
および販売の連鎖における一つの機能を担っており、本 ICPの対象に含まれる。 

18.0.3 
Where the Standards under this ICP apply to the intermediary as an organisation, the supervisor should 
hold those responsible for the intermediary’s governance to account for implementation of the 
requirements. 

18.0.3 
本 ICP の下の基準が組織としての仲介人に適用される場合には、監督者は、仲介人のガバナンスに関する
責任を負う者に対し、要件の実施の責任を問うべきである。 

18.0.4 
Individuals or organisations which only refer (or introduce) potential customers to an insurer or 
insurance intermediary, without carrying out insurance intermediation, are excluded from the scope of 
this ICP. Also excluded from the scope are persons, such as tax advisers or accountants, who in 
conducting another professional activity provide: 

 advice on insurance cover on an occasional basis in the course of that other activity; or 
 information of a general nature on insurance products (without advising on the choice of 

insurance product provider),  
provided that the purpose of that professional activity is not to intermediate an insurance contract. 

18.0.4 
保険仲介を行うことなく、保険会社または保険仲介人に対し顧客となる見込みのある者を案内する（また
は「紹介する」）のみの個人または組織は、本 ICP の対象から除外される。また、税理士または会計士等
の、他の専門職業的な活動を行うにあたり以下を提供する者も、当該活動の目的が保険契約の仲介にない
場合には、対象から除外される： 

 当該他の活動の過程での、偶発的な、保険の保障についてのアドバイス、または 
 保険商品についての一般的な性質に関する情報（保険商品提供者の選択についてのアドバイスを含
まない） 

18.0.5 
Insurance intermediaries may also perform functions supplemental to insurance intermediation, many 
of which may be described as outsourced functions of the insurer. These supplemental functions may 
include underwriting, premium collection, administration, management of insurance claims, loss 
adjusting and claims appraisal. These functions are excluded from the IAIS definition of insurance 
intermediation. However, in some jurisdictions these supplemental functions are included in their 
definition of insurance intermediation. The outsourcing of processes that are relevant to business 
conduct is addressed in other ICPs (see ICP 19 Conduct of Business and – for insurers – ICP 8 Risk 
Management and Internal Controls). 

18.0.5 
保険仲介人は、保険仲介に付随する機能も担う場合があり、その多くは、保険会社の外部委託機能として
説明できる。これらの付随的機能には、契約引受、保険料収納、事務手続、保険金支払請求の管理、損害
調査および保険金支払査定が含まれる場合がある。これらの機能は、保険仲介についての IAIS の定義から
は除外される。しかしながら、一部の管轄区域では、これらの付随的機能がそこでの保険仲介の定義に含
まれる。事業行為に関連する手続の外部委託は、他の ICPs で対応されている（ICP 19 事業行為、および、
―保険会社に対しては―ICP 8 リスク管理および内部統制を参照）。 

18.0.6 
Insurance intermediation involves the interface between insurers and customers. Effective assessment 
of the quality of insurance intermediation to a large extent requires supervisory consideration of 

18.0.6 
保険仲介は、保険会社と顧客との間の接触を含む。かなりの程度にわたる、保険仲介の質について効果的
に評価するためには、かなりの程度まで、個々の顧客との関係および個々の取引に関連する方針、手続お
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policies, processes and procedures that relate to individual customer relationships and individual 
transactions. 

よび手順に対する監督上の考察が求められる。 

18.0.7  
Where intermediaries are part of a group, the application of appropriate policies and procedures on 
insurance intermediation should be consistent across the group, recognising local requirements and 
specificities, and should result in the fair treatment of customers on a group-wide basis. 

18.0.7 
仲介人がグループの一部を成す場合、保険仲介についての適切な方針および手続は、地域ごとの要件や特
殊性を踏まえ、グループ全体で整合的であるべきであり、、グループ全体ベースでの顧客の公正な取扱いが
なされる結果につながるべきである。 

Proportionality with regard to intermediaries 仲介人に関するプロポーショナリティ 
18.0.8 
Intermediation systems and practices are closely linked with jurisdictions’ tradition, culture, legal regime 
and the degree of development of insurance markets. For this reason, supervisory approaches to 
insurance intermediation also tend to vary. Such diversity should be taken into consideration in 
implementing this ICP in order to promote the fair treatment of customers. 

18.0.8 
仲介のシステムおよび実務慣行は、管轄区域の伝統、文化、法体制および保険市場の発展度と密接な関係
がある。そのため、保険仲介に対する監督上のアプローチもまた、多様化する傾向がある。顧客の公正な
取扱いを促進するため、本 ICPの実施において、そのような多様性が考慮されるべきである。 

18.0.9 
In implementing this ICP, the supervisor should take into account that there are various business models 
ranging from sole traders to large enterprises, including specialist wholesale or reinsurance 
intermediaries. 

18.0.9 
本 ICP を実施する上で、監督者は、卸売専門業者(specialist wholesale)または再保険仲介人を含め、個人
業者から大企業までの様々な事業モデルがあることを考慮に入れるべきである。 

18.0.10 
The nature of the customers with which an intermediary interacts and the complexity of the products 
offered are also relevant to the supervisory approach. Retail customers, in particular vulnerable 
consumers, have different needs in terms of consumer protection than professional ones; life products 
with an investment element are typically more complex than general personal lines products. 

18.0.10 
仲介人がやり取りをする顧客の属性および提供される商品の複雑性もまた、監督上のアプローチに関連す
る。リテール顧客、特に立場の弱い消費者は、顧客保護の面で、専門性を持つ顧客とは異なるニーズを有
する。投資要素を有する生命保険商品は、通常、一般的な個人向け商品よりも複雑である。 

18.0.11 
In light of market diversity, in implementing this ICP, the supervisor should consider focusing on the 
activity carried out by the intermediary, to ensure consistency and minimise the opportunity for 
regulatory arbitrage. 

18.0.11 
市場の多様性の観点から、本 ICPを実施する上で、監督者は、整合性を確保し、規制上の裁定の機会を最
小化するために、仲介人によって行われる活動に焦点を当てることを検討すべきである。 

18.0.12 
Supervisors are faced with balancing the need for consumers to receive an appropriate level of 
protection and the benefits of innovation and competition. The supervisor should consider whether its 
licensing and supervisory requirements impose unreasonable barriers to entry for small or emerging 
intermediary businesses, or inhibit beneficial innovations, and thereby limit the accessibility of 
insurance coverage to consumers. 

18.0.12 
監督者は、適切な水準の保護という消費者のニーズと、イノベーションおよび競争による利益とのバラン
スをとることに直面している。監督者は、その免許付与および監督上の要件が、小規模または新興の仲介
者の参入に不合理な障壁を課していないか、または有益なイノベーションを阻害し、それによって消費者
の保険保障へのアクセスを制限していないかどうかを考慮すべきである。 

Types of intermediaries 仲介人の種類 
18.0.13 
Intermediaries fall into two categories: i) acting primarily on behalf of the insurer; or ii) acting primarily 
on behalf of the customer: 

 Where the intermediary acts primarily on behalf of the insurer and sells products for, and on 
behalf of, one or more insurers, they are often referred to as “agent” or “producer”. 
Intermediaries may act for a single insurer (sometimes referred to as “tied”) or several. The 
products they can offer may be restricted by agency agreements with the insurer(s) concerned. 

 Where the intermediary acts primarily on behalf of the customer, the intermediary is 
independent of the insurer(s) whose products he sells. Often referred to as “broker”, or 
“independent financial adviser”, they are able to select products from those available across the 
market.

18.0.13 
仲介人は、i)主に保険会社に代わって活動する者、または ii)主に顧客に代わって活動する者の２つのカテ
ゴリーに分類される。 

 仲介人が主に保険会社に代わって活動し、一社以上の保険会社に代わって商品を販売する場合、「エ
ージェント（agent）」または「募集人（producer）」と称されることが多い。仲介人は、単一の保険
会社を代理する場合（時には「専属」と称される）または複数社を代理する場合がある。彼らが提
供できる商品は、関わっている保険会社とのエージェント契約によって制限される場合がある。 

 仲介人が主に顧客に代わって活動する場合、仲介人は、自身がその商品を販売する保険会社から独
立している。「ブローカー」、または「独立ファイナンシャル・アドバイザー」と称されることが多
く、この者らは、市場に出回っている商品の中から商品を選ぶことができる。 
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18.0.14 
Some supervisors do not distinguish between different intermediary categories in legislation and instead 
supervise according to the activity performed. In some jurisdictions, it may be possible for an 
intermediary to have a different status depending on the customer relationship and the product or 
service being offered. In others, an intermediary is prevented from acting in any capacity other than the 
one in which it has been licensed to do business, in order to avoid conflicts of interest.

18.0.14 
一部の監督者は、法律上、仲介人の異なるカテゴリーの間で区別を設けず、その代わり、行われた活動に
応じて監督する。一部の管轄区域では、仲介人は、顧客との関係および提供される商品またはサービスに
応じて、異なる立場を持つ場合がありえる。他の一部の管轄区域では、利益相反を回避するため、仲介人
は、免許を受けた事業分野以外での活動を禁止されている。 

18.0.15 
Intermediary operations range from large international organisations to local sole traders. Intermediary 
organisations sometimes operate as independent enterprises or divisions of insurers or other financial 
institutions, or as part of non-financial organisations. Insurance intermediation may also be performed 
by digital means, such as website and mobile phone applications.

18.0.15 
仲介人の事業は、国際的な大規模な組織から特定地域の個人業者まで多岐にわたっている。仲介会社は、
時には、独立した組織または、保険会社もしくはその他の金融機関の一部門として、または、非金融機関
の一部として営業する。保険仲介は、ウェブサイトおよび携帯電話のアプリケーションのような、デジタ
ル媒体を通じて行われる場合もある。 

18.0.16 
Insurers use various distribution channels to market and sell insurance products. These can include a 
variety of partners - such as car dealerships, post offices, mobile phone operators, travel agents, other 
financial institutions and other retailers - who offer insurance alongside or as an add-on to the primary 
goods and services in which they trade. In many cases the activities of these distribution channels would 
constitute intermediation.

18.0.16 
保険会社は、様々な販売チャネルを利用して保険商品の営業・販売を行う。これらには、自動車販売代理
店、郵便局、携帯電話事業者、旅行代理店、その他金融機関およびその他小売店といった様々なパートナ
ーが含まれ、この者らは、取り扱う主たる商品およびサービスに付随してまたは追加して保険を提供する。
多くの場合、これらの販売チャネルの活動は、仲介に該当する。 

Intermediaries’ role in promoting public trust and confidence in the insurance sector 保険セクターにおける公衆の信用および信頼を促進する上での仲介人の役割 
18.0.17 
In most insurance markets, intermediaries serve as important distribution channels of insurance. Their 
good conduct and professional competence are essential to promote confidence in insurance markets.

18.0.17 
保険市場の大部分において、仲介人は、重要な保険販売チャネルとしての役割を果たす。保険市場に対す
る信頼を促進するためには、彼らの適正な行為および専門職業的な能力が欠かせない。 

18.0.18 
It is in the interests of supervisors, in promoting fair, safe and stable insurance markets, that the public 
has trust and confidence in the insurance sector. Insurance intermediaries’ interface between 
consumers and insurers gives them a key role in building and justifying this public trust and confidence.

18.0.18 
公正で安全で安定した保険市場を促進する上で、公衆が保険セクターに対する信用および信頼を有するこ
とは、監督者の利益にかなう。消費者と保険会社間の保険仲介人による橋渡しは、こうした公衆の信用お
よび信頼を醸成し裏付ける上で、彼らに重要な役割を与える。 

18.0.19 
In some jurisdictions, intermediaries’ duty to act in a professional and transparent manner is supported 
by professional bodies and other interested organisations, Such organisations encourage, amongst other 
things, the obtaining of professional qualifications, continuous professional development, ethical 
behaviour, the fair treatment of customers and better communication with the public. Such measures 
are aimed at enhancing public confidence in insurance intermediaries through raising professional 
standards.

18.0.19 
一部の管轄区域においては、専門職業的かつ透明性ある形で行動すべき仲介人の義務は、専門機関および
他の関係団体により支持されている。こうした機関は、とりわけ、専門資格の取得、継続的な専門能力の
開発、倫理的行動、顧客の公正な取扱いおよび公衆とのより良いコミュニケーションを奨励する。こうし
た取組みは、専門職業的基準を引き上げることを通じて、保険仲介人に対する公衆の信頼を高めることを
目的としている。 

Intermediaries’ role in promoting financial awareness 金融意識を高めていく上での仲介人の役割 
18.0.20 
Intermediaries can promote consumer protection by assisting consumers to make better informed 
decisions about the products that they buy. This helps to address a core consumer protection concern 
about asymmetries of information between financial services product providers and the public to whom 
the products are sold. The adoption of good conduct of business practices by insurers and insurance 
intermediaries helps to ensure that customers are sufficiently informed on the insurance products they 
are considering buying, before concluding a contract.

18.0.20 
仲介人は、消費者に対して、彼らが購入する金融商品についてより良い情報を得た上で決定を下すことを
支援することにより、消費者保護を促進することができる。これは、金融サービス商品提供者とその商品
の販売先である公衆との間の情報の非対称性に係る、消費者保護問題の核心への対処に資する。保険会社
および保険仲介人による適正な事業行為実務の採択は、契約締結前に、購入しようとしている保険商品に
ついて顧客が十分に情報を得ていることを確保するために役立つ。 

18.0.21 
Enhancing financial awareness is a further means of ensuring that consumers are aware of the types of 
products available to them and understand their purpose, how they work and their key features, 

18.0.21 
金融意識が高まることにより、消費者が入手できる商品の種類を認識し、商品の目的、商品がどのように
機能するのかおよびコストを含む商品の主な特徴を理解することがさらに確保される。この点の理解が、
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including cost. This understanding helps consumers to compare products and to purchase insurance 
products that meet their needs. Enhanced financial awareness can be achieved, for example, through 
formal education initiatives and targeted awareness campaigns led by insurers and intermediaries, 
individually or jointly.

消費者が商品を比較したり自身のニーズを満たす保険商品を購入するのに役立つ。金融意識の向上は、例
えば、公式な教育の取組および保険会社および保険仲介人により単独または合同で実施される意識向上活
動により達成することができる。 

18.0.22 
The promotion of financial awareness may benefit consumers in jurisdictions where consumer 
protection standards are weak or levels of financial literacy are low. It is also especially important when 
dealing with more complex financial products, particularly those with an investment element. 

18.0.22 
金融意識の向上により、消費者保護の基準が弱いかまたは金融リテラシーのレベルが低い管轄区域におけ
る消費者の利益となる場合がある。それはまた、より複雑な金融商品、特に、投資要素を有する商品を取
扱うときに特に重要である。 

18.0.23 
Improved understanding by consumers of the terms and benefits they can expect from insurance 
products may also lead to a reduction in complaints against intermediaries or the insurers whose 
products they sell. 

18.0.23 
契約条件および保険商品から期待できる給付についての消費者の理解が進むことはまた、仲介人または仲
介人がその商品を販売した保険会社に対する苦情を減らすことにつながる場合がある 

18.0.24 
Insurance intermediaries are not the only stakeholders in promoting the financial awareness of 
consumers; governments, supervisors, social interest organisations and insurers have a significant role 
to play in consumer protection. Other stakeholders, using various communication channels, are also 
able to play a significant role. Nevertheless, intermediaries’ face-to-face dealings with their customers 
and marketing of products to consumers place them in a position to contribute to strengthening the 
financial awareness of the public on insurance matters. Supervisors may therefore wish to encourage 
insurance intermediaries to promote financial awareness.

18.0.24 
保険仲介人は、消費者の金融およびリスクの意識を向上させる上で唯一のステークホルダーではない。政
府、監督者、社会的利害を有する団体および保険会社は、消費者保護において大きな役割を果たしている。
その他のステークホルダーも、様々なコミュニケーション・チャネルを使って大きな役割を果たすことが
できる。それでもなお、仲介人がその顧客と対面で取引し、および消費者に対し商品を営業することによ
り、仲介人は、保険関係事項についての公衆の金融意識の向上に貢献すべき立場に位置づけられる。それ
ゆえ、監督者は、保険仲介人に対して金融意識を向上させるよう働きかけたいと考える場合がある。 

18.0.25 
A variety of means may be used by insurance intermediaries to promote financial awareness, such as: 

 explaining face-to-face the features of products in which customers may be interested, which may 
be particularly important where their interest is in complex or long term contracts; 

 providing references to specific websites or other reference material which gives relevant 
information, or publishing such material themselves; 

 making available, or suggesting other sources of, financial tools such as on-line calculators which 
estimate premiums or coverage levels; or 

 participating in educational initiatives such as training seminars.

18.0.25 
金融意識を促進するため、保険仲介人によって以下のような様々な手段が使われ場合がある。 

 顧客が関心を持つかもしれない商品の特徴を対面で説明すること。これは特に、顧客が複雑なまた
は長期の契約に関心を有する場合に重要である。 

 関連情報を提供する具体的なウェブサイトのアドレスもしくはその他の参考資料を提供し、または、
そのような資料を自身で発行すること 

 保険料もしくは保障水準を見積もるオンライン計算機等の金融ツールを利用できるようにする、ま
たはその他の金融ツールの提供者を教えること 

 研修セミナー等の教育の取組に参加すること 
18.0.26 
In undertaking financial education initiatives, intermediaries should ensure that the personnel involved 
have sufficient knowledge for this purpose and that material or tools provided are up to date, free from 
error to the extent practicable, and easily understood. Such initiatives may target specific audiences, 
such as vulnerable groups.

18.0.26 
金融教育の取組みを行う上で、仲介人は、これに携わる人材が、この目的において十分な知識を有するこ
と、および提供される資料またはツールが最新の状況を踏まえたものであって、可能な範囲で誤謬がなく
また容易に理解できるものであることを確保すべきである。こうした取組みは、社会的弱者のグループ等
の特定のものを対象とする場合がある。 

18.0.27 
Intermediaries’ initiatives to promote financial awareness, where conducted with professionalism, may 
help to enhance both their own reputation and that of the insurance sector.

18.0.27 
金融意識を促進するための仲介人の取組みは、公的サービスとして見られ、専門性を持って実行される場
合には、仲介人自身の評判および保険セクターの評判を高めることに役立つ場合がある。 

Additional ICPs applicable to the supervision of intermediaries 仲介人監督に適用されるその他の ICP 
18.0.28 
ICP 19 (Conduct of Business) addresses conduct of business supervision in respect of both 
intermediaries and insurers, whereas this ICP addresses other aspects of supervision that are specific to 
intermediaries. Other ICPs that apply, generally or in part, to the supervision of intermediaries are: 

 ICP 21 Countering Fraud in Insurance; and 

18.0.28 
ICP19（事業行為）は、仲介人および保険会社の両者の事業行為監督に対応し、これに対し、本 ICPが仲
介人に特有のその他の監督の視点に対応している。全般的にまたは部分的に仲介人監督に適用されるその
他の ICPは以下のとおり： 

 ICP 21 保険詐欺対策 
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 ICP 22 Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT).  ICP 22 マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML／CFT） 

Supervisory cooperation 監督上の協力 
18.0.29 
In some jurisdictions, the supervision of insurance intermediaries is the responsibility of a different 
authority than the insurance conduct of business supervisory authority. Even where the same authority 
is responsible for conduct of business and intermediary supervision, the supervisory responsibilities are 
often undertaken within different departments. Where different authorities or departments are 
involved, the insurance intermediary supervisor should communicate, and cooperate where possible, 
with other relevant authorities and departments to ensure an understanding of all the risks relevant to 
their supervision of insurance intermediaries. 

18.0.29 
一部の管轄区域では、保険仲介人の監督は、保険事業行為の監督当局とは異なる当局の任務である。同一
当局が事業行為監督および仲介人監督を担う場合であっても、監督の任務は、異なる部門で行われる場合
が多い。様々な機関または部門が関与する場合、保険仲介人の監督者は、可能な場合は、他の関連当局お
よび部門と連絡し、協力して、保険仲介人の監督に関連する全てのリスクを理解するよう確保する必要が
ある。 

18.1 
The supervisor requires insurance intermediaries operating in its jurisdiction to be licensed. 

18.1 
監督者は、管轄区域内で営業する保険仲介人に対し免許取得を求める。 

18.1.1 
In some jurisdictions other terminology such as “authorisation” or “registration”, are used in place of 
“licensing”. For the purposes of this ICP these terms are collectively referred to as “licensing”. 

18.1.1 
一部の管轄区域では、「免許付与」の代わりに「認可」または「登録」等の他の用語が用いられる。本ICP
では、これらの用語を総称して「免許付与」とする。 

18.1.2 
The supervisor may choose to license intermediaries at the entity level or the individual level, or both. 
In some jurisdictions insurance intermediation activities carried out by the insurer’s direct sales staff or 
its authorised representatives are covered by the insurer’s licence; in others these may require separate 
intermediary licensing. 

18.1.2 
監督者は、仲介人に対し、事業体レベルもしくは個人のレベル、または、その両者で免許を付与すること
を選ぶことができる。一部の管轄区域では、保険会社の直販スタッフまたは代理人として認められた者に
より行われる活動は、当該保険会社の免許によってカバーされる。また、他の一部管轄区域では、仲介人
が別途に免許を取得することを求める場合がある。 

18.1.3 
Where licensing is at the entity level the supervisor may consider whether the entity has in place 
procedures to ensure that the individuals who conduct insurance intermediation under its responsibility 
meet appropriate standards of professionalism and competence. The supervisor may also wish to set its 
own requirements for approval of individuals, within an insurance intermediary, who conduct 
intermediary business. 

18.1.3 
免許付与が事業体レベルでなされる場合には、監督者は、自らの責任で保険仲介を行う個人が、専門性お
よび能力についての適切な基準を満たしていることを確保するための手順を当該事業体が整備している
かどうかを考慮することができる。監督者はまた、保険仲介人に所属し仲介業務を行う個人について、独
自の認可要件を設定したいと考える場合がある。 

18.1.4 
Different types of insurance business involve different levels of complexity and risks and may require 
different levels of skill and experience in their intermediation. The supervisor may wish to specify in the 
licence the range of intermediation activities that it permits the insurance intermediary to undertake, 
taking into account, for example, the intermediary’s proposed business plan and areas of expertise. 

18.1.4 
保険業務の種類の相違により、複雑性およびリスクの程度が異なり、その仲介を行う上で必要とされるス
キルおよび経験が異なる場合がある。監督者は、例えば、仲介人が申し出た事業計画および専門知識を有
する分野を考慮して、免許において、保険仲介人に対して手掛けることを許可した保険仲介の範囲を特定
したいとい考える場合がある。 

18.1.5 
The licensing process should be designed to enable the supervisor to reject a licence application where 
it considers that the applicant will be incapable of delivering fair consumer outcomes or where it cannot 
be effectively supervised. For these purposes the supervisor may require an application, together with 
additional information that may depend on the type of licence being applied for, and may include items 
such as: 

 details of ownership, including all information necessary to provide a full understanding of the 
insurance intermediary’s ownership and control structure; 

 a business plan, including details of proposed business and financial projections; 
 the proposed sources and method of capitalisation; 
 information on personnel, in particular on proposed holders of key functions; 
 details of any significant third party service providers; 

18.1.5 
免許付与の手続は、申請者が公正な消費者利益を提供できないまたは実効的に監督されることができない
と監督者が考える場合には、監督者が免許申請を却下することができるよう設計されるべきである。この
ため、監督者は、申請に際し、適用される免許の種類に応じて、以下のような内容を含む追加情報を添え
るよう求める場合がある。 

 所有関係の詳細（保険仲介人の所有関係および統制構造の全容を理解するために必要なすべての情
報を含む） 

 事業計画（予定する事業および財務見通しの詳細を含む） 
 予定する資金源および資金調達方法 
 人材、特に主要機能の責任者へ就任予定の者に関する情報 
 重要な第三者サービス提供者の詳細 
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 details of the proposed auditor, where applicable; 
 details of professional indemnity insurance cover, including amount and limitations, or 

comparable guarantee, where applicable; 
 business continuity plans; 
 if incorporated, relevant information on incorporation such as memorandum and articles of 

association and certificate of incorporation; 
 details of policies, procedures and controls in key areas such as: 

○ new business; 
○ client money;  
○ complaints; 
○ conflicts of interest; 
○ compliance; 
○ combating financial crime (including AML/CFT and fraud); and 

 a copy of the policy and supporting documents that govern the insurance intermediary’s conduct 
of business, or confirmation of agreement to conduct of business rules published by the 
supervisor. 

The supervisor may require additional information to complete the licensing process, upon request. 

 該当する場合、予定する監査役の詳細 
 専門職賠償責任保険による補償の詳細（金額および補償限度額、または類似する保証の詳細を含む）

 事業継続計画 
 法人組織である場合には、設立趣意書および定款(articles of association and certificate of 
incorporation)等の法人設立に関する関連情報 

 以下等の主要分野に係る方針、手続および統制の詳細 
○ 新規事業 
○ 顧客資金 
○ 苦情 
○ 利益相反 
○ コンプライアンス 
○ 金融犯罪対策(AML/CFT および詐欺を含む) 

 保険仲介人の事業行為を統制する方針および関係資料のコピー、または監督者により策定された事
業行為ルールに従う旨の確認書 

監督者は、要請により、免許付与手続を完了するための追加情報を要求することができる。 
18.1.6 
The supervisor may set minimum financial resource requirements, for example, to discourage market 
entrants with insufficient financial resources and to help ensure that existing licensees have sufficient 
financial resources for business continuity purposes. Where this is the case, such requirements might 
take into account factors such as the nature of the business to be intermediated, whether the 
intermediary operates client accounts, the level of any professional indemnity insurance and the level 
of operating expenses, to ensure that an appropriately risk-based financial resource requirement is set.

18.1.6 
監督者は、例えば、財務リソースが不十分な市場参入者を阻止するため、および既に免許付与を受けた会
社が事業継続性目的のために十分な財務リソースを有することを確保するために、財務リソースの最低要
件を設定することを定める場合がある。その場合には、このような要件は、適切にリスクベースの財務リ
ソース要件が設定されることを確保するために、仲介する業務の性質、仲介人が顧客口座を運営するかど
うか、専門職賠償責任保険の水準、および事業費の水準といったリスク要素を考慮に入れるかもしれない。

18.1.7 
The supervisor should only issue a licence if the applicant meets the initial licensing conditions. 

18.1.7 
監督者は、申請者が当初の免許付与条件を満たす場合にのみ免許を行うべきである。 

18.1.8 
In specific and limited circumstances, the supervisor may have the power to make exceptions to certain 
licensing requirements. The supervisor should ensure that any such exceptions do not encourage 
regulatory arbitrage or increase the risk to consumers. 

18.1.8 
特定の限られた状況において、監督者は、一定の免許付与要件に例外を設ける権限を有する場合がある。
監督者は、このような例外が規制上の裁定を後押しし、または消費者に対するリスクを増大させないこと
を確実にするべきである。 

18.1.9 
The supervisor should consider what licensing requirements are applicable to intermediaries operating 
on a cross-border basis from outside the jurisdiction. These requirements should be transparent to 
consumers, as well as to intermediaries, so that they can make an informed decision when choosing to 
deal with intermediaries from other jurisdictions. 

18.1.9 
監督者は、管轄区域外からクロスボーダーに営業を行う仲介人に対しいずれの免許付与要件が適用される
かを検討すべきである。これらの要件は、消費者が他の管轄区域からの仲介人と取引することを選ぶ場合
に十分な情報に基づいた決定ができるよう、仲介人のみならず消費者に対しても透明性があるべきであ
る。 

18.1.10 
The supervisor may consider the possibility of issuing periodically renewable licences. An advantage of 
doing so would be to ensure formal periodic reassessment of compliance with the regulatory licensing 
requirements. 

18.1.10 
監督者は、定期的に更新できる免許を発行する可能性を検討する場合がある。そうすることの利点は、規
制上の免許付与要件の遵守について確実に定期的に再評価できることにある。 

18.2 
The supervisor ensures that insurance intermediaries licensed in its jurisdiction are subject to ongoing 
supervisory review. 

18.2 
監督者は、自らの管轄区域において免許を付与された保険仲介人が継続的な監督上のレビューの対象とす
ることを確保する。 
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18.2.1 
The supervisor should require that initial licensing conditions, as applicable, are maintained subsequent 
to the licence being issued and that ongoing regulatory requirements are met. Where another authority 
is responsible for setting the licensing requirements, the supervisor should communicate, and cooperate 
where possible, with this authority. 

18.2.1 
監督者は、適宜、当初の免許付与条件が免許発行後も維持され、また継続的に規制要件が満たされるよう
求めるべきである。他の当局が免許付与要件の設定を担当する場合には、監督者は、当該当局と連絡を取
り合うべきであり、また可能であれば協力すべきである。 

18.2.2 
The supervisor may choose to take a risk-based approach in reviewing on a targeted basis whether 
insurance intermediaries fulfil their licensing and conduct of business requirements on an ongoing basis. 
Under such an approach, supervisory review should take into account the differing size of 
intermediaries, their likely impact on the market and the riskiness and complexity of their business. 

18.2.2 
監督者は、保険仲介人が免許付与要件および事業行為要件を継続的に充足するかどうかに対象を絞った形
でレビューする際に、リスクベースのアプローチを選択する場合がある。このようなアプローチの下で、
監督上のレビューは、仲介人の規模の違い、市場へ与える可能性のある影響、およびその事業のリスクの
高さと複雑性を考慮に入れることができる。 

18.2.3 
In addition to monitoring ongoing compliance, the supervisor should require that any breaches in 
licensing conditions or other supervisory requirements are reported promptly. 

18.2.3 
継続的に要件が遵守されていることのモニタリングに加え、監督者は、免許付与条件またはその他の監督
上の要件に対する違反が遅滞なく報告されることを求めるべきである。 

Direct supervision 直接的監督 
18.2.4 
Direct ongoing supervision may take various forms, both off-site monitoring and on-site inspection, as 
necessary, as well as other supervisory tools. Further information on this topic is available in ICP 9 
Supervisory Review and Reporting, but may require adaptation to make it appropriate for the specific 
nature of intermediary business. The balance between off- site and on- site approaches will typically be 
influenced by the number and nature of intermediaries in the market, as well as the supervisor’s 
resources. The supervisor may take these factors into account when determining the balance between 
a proactive and reactive approach to ongoing supervision. 

18.2.4 
継続的な直接的監督は、様々な形を取る場合があり、他の監督ツールに加え、必要に応じ、オフサイト・
モニタリングと立入検査（オンサイト）の双方が含まれる。本トピックに関するさらなる情報は、ICP9「監
督上のレビューおよび報告」において得られるが、仲介業務に固有の性質にふさわしいものにする調整が
求められる場合がある。オフサイトとオンサイトのバランスは、一般的に、監督者のリソースに加え、当
該市場における仲介人の数および性質に影響される。監督者は、継続的監督に対するアプローチにつき能
動的アプローチと受動的アプローチのバランスを判断する際に、これらの要素を考慮に入れる場合があ
る。 

18.2.5 
Off-site monitoring may include supervisory reporting, analysis of complaints, thematic reviews and 
other forms of information. The supervisor may specify information to be provided for off-site 
monitoring purposes, including information to be reported routinely or on an ad-hoc basis. Supervisory 
reporting requirements may include, but are not limited to: 

 financial statements, audited where applicable, or other certification of the financial soundness 
of the intermediary; 

 auditor’s management letter, where applicable; 
 confirmation of professional indemnity cover (including exclusions or limitations) or comparable 

guarantee; 
 information on the sources of and placement of business; 
 summary of movements on client money accounts, where applicable; 
 changes in key functions and significant owners; 
 financial links with insurers and other intermediaries (such as through related party structures or 

service contracts); 
 types of products sold; 
 business partners; 
 staff compensation policy 
 incentive arrangements; 
 claims data; 
 complaints data; and 

18.2.5 
オフサイト・モニタリングには、監督者への報告、苦情分析、テーマ別レビューおよびその他の形での情
報を含む場合がある。監督者は、定期的にまたはアドホックに報告されるべき情報を含め、オフサイト・
モニタリング目的で提供されるべき情報を指定する場合がある。監督者への報告の要件は、これらに限ら
れるものではないが、以下を含む場合がある。 

 財務諸表（監査を受けている場合には監査済財務諸表）、または仲介人の財務健全性についてのその
他の証明書 

 監査を受けている場合には、監査人のマネジメントレター（経営者宛監査報告書） 
 専門職賠償責任の補償（免責または補償限度を含む）または同等の保証についての確認書 

 事業資金源および資金募集に関する情報 
 該当する場合には、顧客資金口座の取引の概要 
 主要機能の責任者および重要な所有者の変更 
 保険会社および他の仲介人との財務上の関係（関連当事者構造またはサービス契約等を通じたもの）

 販売する商品の種類 
 ビジネスパートナー 
 従業員の報酬に関する方針 
 報奨金体系 
 保険金請求に係る情報 
 苦情情報 
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 details of advertising and marketing expenditure relating to particular types of products or 

distribution channels. 
 特定の種類の商品または販売チャネルに関連する広告および営業費用の詳細 

18.2.6 
Where the intermediary is an employee of the insurer, the supervisor may determine that information 
provided by the insurer as part of the insurer’s regular reporting responsibilities is sufficient, without 
requiring separate reporting in respect of the intermediation activities conducted by the employee of 
the insurer. 

18.2.6 
仲介人が保険会社の被用者である場合、監督者は、保険会社の被用者により行われる仲介活動に関する別
個の報告を求めることなく、保険会社が定期的な報告の一部として提供される情報で十分であると判断す
る場合がある。 

18.2.7 
The supervisor may also use regular formal meetings with intermediaries as a means of supplementing 
these off-site and onsite processes and procedures. Where appropriate, the supervisor may use other 
tools, such as “mystery shopping”, to evaluate whether the implementation of intermediaries’ internal 
policies and procedures is resulting in fair outcomes for customers. 

18.2.7 
監督者は、こうしたオフサイトおよびオンサイトの手続および手順を補足する手段として仲介人との定期
的な公式会合を利用する場合がある。必要に応じて、監督者は、仲介人内部の方針および手順が顧客にと
っての公正な成果につながったかどうかを評価するため、「覆面調査(mystery shopping)」等の他のツール
を利用する場合がある。 

18.2.8 
Where applicable, the supervisor should apply supervisory review processes and procedures to 
insurance intermediaries at the level at which licensing takes place (entity or individual level) or at the 
insurer level. Reporting requirements in respect of an insurer’s direct sales staff would be the 
responsibility of the insurer. 

18.2.8 
監督者は、適宜、免許が付与されるレベル（事業体もしくは個人のレベル）または保険会社のレベルで、
保険仲介人に対して監督上のレビューの手続および手順を適用するべきである。保険会社の直販スタッフ
に係る報告要件は、保険会社の責任である。 

18.2.9 
On-site inspections may consider areas such as: 

 corporate governance and internal controls; 
 procedures and controls for combating financial crime; 
 review of client money accounts where applicable; 
 review of customer files; 
 review of complaints; 
 review of disclosure to customers and terms of business agreements; 
 review of documentation of advice given and the reasons for that advice; and 
 other relevant elements such as the strategy, business activities and business models, the 

treatment of customers, and compliance with supervisory requirements. 

18.2.9 
立ち入り検査では、以下等の分野が検討される。 

 コーポレート・ガバナンスおよび内部統制 
 金融犯罪対策に係る手順と統制 
 該当する場合、顧客資金口座のレビュー 
 顧客ファイルのレビュー 
 苦情のレビュー 
 顧客へのディスクロージャーおよび事業契約の条件のレビュー 
 提供されたアドバイスに係る文書と当該アドバイスの根拠のレビュー 
 戦略、事業活動、ビジネスモデル、顧客の取扱および監督上の要件の遵守状況等の関連諸要素 

18.2.10 
Analysis of complaints may be a valuable source of information for the supervisor, as well as for insurers 
and intermediaries, in identifying possible risks of poor conduct in the area of insurance intermediation.

18.2.10 
苦情分析は、保険会社および仲介人のみならず、監督者にとっても、保険仲介業務における不適切な事業
行為のリスクを生じる可能性を特定するにあたり有益な情報となる場合がある。 

18.2.11 
The supervisor may take a risk -based approach, where greater attention is focused on higher risk areas. 
Examples include where: 

 Insurance intermediation includes the provision of advice; 
 the nature of the business intermediated is more complex; 
 customers are less sophisticated; and 
 there is an increased likelihood of conflicts of interest. 

18.2.11 
監督者は、リスクベース・アプローチをとる場合があり、その場合にはリスクの高い領域に対しより大き
な注意が向けられる。その例には以下の場合が含まれる。 

 保険仲介がアドバイスの提供を含む場合 
 仲介される事業がより複雑な性質を有する場合 
 顧客が洗練されていない場合 
 利益相反の可能性が高まっている場合 

Indirect supervision 間接的監督 
18.2.12 
In some jurisdictions intermediaries are supervised indirectly through the supervision of the insurers. 
The supervisor will need to take into account the extent to which such an approach achieves effective 
supervision. Regardless of the approach, it is ultimately the supervisor’s responsibility that 

18.2.12 
一部の管轄区域においては、仲介人は、保険会社の監督を通じて間接的に監督される。監督者は、こうし
たアプローチがどの程度実効的な監督を達成できるかを考慮する必要があるだろう。アプローチに関わら
ず、仲介人が実効的に監督されることを確保することは、最終的には監督者の責任である。 



ICP 18 Intermediaries 
intermediaries are effectively supervised. 
18.2.13 
An indirect approach may be more appropriate for agency intermediation rather than the broker model.

18.2.13 
間接的アプローチは、ブローカー・モデルよりも、エージェントによる仲介により適している場合がある。

18.2.14 
Indirect supervision can relate to circumstances where the insurer relies upon an intermediary to 
perform processes on its behalf. In such cases, written agreements could be checked by the supervisor 
to assess the respective responsibilities. For example, insurers are expected to obtain appropriate 
documentation regarding their customers to demonstrate that appropriate customer due diligence 
and/or fact-finding procedures have been carried out. Insurers will be assessed on the adequacy of the 
processes carried out and documentation obtained, including where the insurer relies upon 
intermediaries to perform this work and supply the documentation required.

18.2.14 
間接的監督は、保険会社が自社に代わり手続を実行する仲介人に依拠する状況と関係する可能性がある。
こうした場合には、それぞれの責任を評価するため、書面による合意が監督者により確認されるかもれな
い。例えば、保険会社は、適切な顧客デュー・ディリジェンスおよび/または事実確認の手順が実行された
ことを裏付けるため、顧客に関する適切な文書を取得することが期待される。保険会社がこうした作業を
行い求められる文書を提供する仲介人に依拠する場合を含め、保険会社は、実行された手順および取得し
た文書の適切性に基づき評価されることになる。 

18.2.15 
Where the supervision of intermediaries is undertaken indirectly, the supervisor should assess the 
insurer’s processes to monitor the work undertaken by an intermediary on its behalf.

18.2.15 
仲介人の監督が間接的に実施される場合には、監督者は、保険会社に代わり仲介人によって実施された作
業をモニターする保険会社の手続きを評価すべきである。 

Self-regulatory organisations 自主規制機関 
18.2.16 
A self-regulatory organisation (SRO) can be described as a nongovernment organisation that has the 
power to create and enforce industry or professional regulations and standards. The selfregulatory 
functions of an SRO can contribute to the supervision of intermediaries through the requirements for, 
and enforcement of, professional standards for its members.

18.2.16 
自主規制機関（SRO）は、業界または専門職に対する規制および基準を策定・執行する権限を有する非政
府組織として説明され得る。自主規制機関の監督機能は、会員に対する規則および職業上の基準の要件お
よびその執行を通して仲介人の監督に貢献することができる。 

18.2.17 
In jurisdictions with an SRO for intermediaries, the supervisor should assess whether the SRO meets 
appropriate standards before placing any reliance on the SRO’s self-regulatory functions. The 
supervisor’s assessment should consider matters such as whether the SRO: 

 has sufficient independence; 
 has appropriate powers and resources to fulfil its mission and provide effective self-regulation; 
 performs its self-regulatory functions adequately; 
 establishes and maintains standards that are sufficiently robust; and 
 takes appropriate action to deal with any shortcomings. 

18.2.17 
仲介人に対する自主規制機関を有する管轄区域においては、監督者は、自主規制機関の自主規制機能に依
拠する前に、当該自主規制機関が適切な基準を満たすかどうか評価すべきである。監督者による評価では、
当該自主規制機関につき以下等の事項を検討すべきである。 

 十分な独立性を有しているか 
 任務を全うし実効的な自主規制を行うための適切な権限およびリソースを有しているか 
 適切に自主規制機能を発揮できるか 
 十分に強固な基準を策定および維持しているか 
 不備に対処するための適切な行動を取っているか 

18.2.18 
An SRO’s regulations and standards may not address all the aspects of the supervision of insurance 
intermediaries for which the supervisor has responsibility. Therefore, whilst the supervisor may choose 
to place some reliance on the self-regulatory functions of an SRO, the supervisor should retain overall 
responsibility for supervision.

18.2.18  
自主規制機関の規制および基準は、監督者が責任を負う保険仲介人監督の全ての側面には対応していない
場合がある。それゆえ、監督者が自主規制機関の自主規制機能に一定程度依拠することを選択する場合が
あるが、それでも監督者は、監督に対する全体的な責任を負い続けるべきである。 

Other その他 
18.2.19 
In addition to direct and indirect supervision of intermediaries, the supervisor may use the supervision 
of insurers to gather information on and, to some extent, monitor intermediaries’ activities. This may 
include, for example, identifying whether particular intermediaries or particular matters are the subject 
of regular or frequent complaints.

18.2.19 
仲介者に対する直接的および間接的な監督に加えて、監督者は、仲介者の活動に関する情報を収集し、ま
た一定程度の監視を行うため、保険会社の監督を用いる場合がある。これには、例えば、特定の仲介人ま
たは特定の事柄が恒常的なまたは頻繁な苦情の対象となっているかどうかを特定することが含まれる。 

18.3 
The supervisor requires insurance intermediaries to maintain appropriate levels of professional 
knowledge and experience, integrity and competence.

18.3 
監督者は、保険仲介人に対して適切な水準の専門職業的な知識および経験、誠実性ならびに能力を維持す
るよう要求する。 
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Professional knowledge and experience 専門職業的な知識および経験 
18.3.1 
It is important that individuals carrying out the activity of insurance intermediation have adequate 
professional knowledge. Professional knowledge can be gained from experience, education and/or 
training. The attainment of relevant professional qualifications may demonstrate that a certain level of 
professional knowledge has been achieved. 

18.3.1 
保険仲介活動を行う個人が適切な専門職業的知識を有することは、重要である。専門職業的な知識は、経
験、教育および／または研修から得ることができる。適切な専門職業的資格の取得により、一定水準の専
門職業的知識が達成されたことを裏付けることができる場合がある。 

18.3.2 
The supervisor should require that individuals carrying out the activity of insurance intermediation have 
professional knowledge and experience appropriate for the business which they intermediate. More 
complex products or customer needs may require higher or more specialised knowledge and 
experience. The knowledge and experience of individuals should also be appropriate for the type of 
business being intermediated. Once professional qualifications have been achieved, it is important that 
individuals who continue to carry out the activity of insurance intermediation keep their professional 
knowledge up to date. In some jurisdictions, there are supervisory or statutory requirements that 
individuals carrying out the activity of insurance intermediation should spend a specified minimum 
amount of time on continuous professional development. In some jurisdictions, professional bodies 
impose such a requirement on their members.

18.3.2 
監督者は、保険仲介活動を行う個人に対し、この者らが仲介する事業に適した専門職業的知識および経験
を有することを求めるべきである。複雑な商品または顧客ニーズがより複雑になると、より高度なまたは
より専門的な知識および経験が必要となる場合がある。個人の知識および経験は、仲介される業務の種類
に適したものであるべきである。専門職業的資格を取得した後には、保険仲介活動を行う者が専門職業的
知識を最新の状態に保っていることが重要である。一部の管轄区域においては、仲介活動を行う個人が継
続的職業専門能力開発に所定の最低時間以上の時間を費やすべきとする保険監督上または規制上の要件
が存在する。一部の管轄区域においては、専門職業団体が会員に対してこうした要件を課している。 

18.3.3 
The supervisor may consider recognising the qualifications of specified professional bodies. Where a 
jurisdiction has no such professional body, consideration could be given to encouraging or recognising 
qualifications obtained through professional bodies in other jurisdictions. The supervisor may also 
consider recognising such qualifications where these are considered to be equivalent to, or exceed, the 
qualifications available within the jurisdiction.

18.3.3 
監督者は、特定の専門団体の資格の認定を検討する場合がある。管轄区域がこうした専門職業団体を有し
ない場合には、他の管轄区域の専門職業団体を通じた資格の取得を奨励または認定することも検討される
可能性がある。監督者は、当該資格が自己の管轄区域内の資格と同等であるかまたは上回ると見られてい
る場合には、こうした資格を認定することを検討する場合がある。 

18.3.4 
Intermediaries should be knowledgeable regarding the status of the insurers whose products they sell. 
For example, they should be satisfied that the insurer is licensed to sell insurance in the relevant 
jurisdiction, as a branch or subsidiary, and should be aware of the financial status and credit rating of 
the insurer and the applicability of any policyholder protection schemes to that insurer’s products. 

18.3.4 
仲介人は、販売する商品を提供する保険会社の状況について豊富な知識を有しているべきである。例えば、
当該保険会社が関係管轄区域において支店または子会社として保険を販売する免許を受けていることを
確認しており、また当該保険会社の財務状況および信用格付けならびにその保険会社の商品に対する何ら
かの契約者保護スキームの適用可能性について仲介人は知っているべきである。 

Integrity 誠実性 
18.3.5 
It is essential that those carrying out the activity of insurance intermediation act with integrity and high 
ethical standards. These relate to the behaviour of the individuals concerned, such as: 

 being honest, trustworthy and open; 
 being reliable, dependable and respectful; 
 not taking unfair advantage; 
 not accepting or offering gifts where this might imply an improper obligation. 

18.3.5 
保険仲介業務を行う者が誠実性と高い倫理基準を持って行動することが不可欠である。これは、関係する
個人の以下のような振る舞いに関係する。 

 正直で、信頼でき、かつ率直であること 
 信頼があり、信頼に足り、かつ丁寧であること 
 不正な利益をあげないこと 
 不適切な約束の存在を疑わせる贈り物の授受をしないこと 

18.3.6 
The supervisor may require individuals carrying out the activity of insurance intermediation to be 
subject either to their organisation’s internal policies and procedures, or to the ethical standards of 
professional bodies, that require integrity. 

18.3.6 
監督者は、保険仲介活動を行う個人に対し、誠実性を求める、当該組織の内部方針および手順または専門
職業団体の倫理基準のいずれかに従うことを求める場合がある。 

18.3.7 
The supervisor may establish its own expectations on integrity through, for example, the publication of 
codes of conduct with which such individuals are required to comply. Codes of conduct should be 

18.3.7 
監督者は、例えば、こうした個人が遵守することが求められる行動規範の策定を通じて、自らの誠実性に
係る期待を定める場合がある。行動規範は、関連する法令を補完すべきであり、また保険仲介人とその顧
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complementary to the relevant legislation and may address any aspect of dealings between insurance 
intermediaries and their customers. 

客との間の取引のどのような側面にも対応する場合がある。 

18.3.8 
Intermediary organisations should have procedures to assess the integrity of those intermediating on 
their behalf. Such procedures should include pre-employment checks as well as ongoing requirements. 
Pre-employment checks should include, amongst other things, employment history, any civil liability, 
criminal convictions administrative actions by regulatory agencies and self-regulatory organisations or 
pending legal proceedings. 

18.3.8 
仲介機関は、自社のために仲介人として行動する者の誠実性を評価する手順を有しているべきである。こ
うした手順には、継続的な要件のみならず、雇用前のチェックも含むべきである。雇用前のチェックには、
とりわけ、職歴、民事責任、有罪判決、規制当局および自主規制機関のとる措置または係属中の訴訟手続
に関するチェックを含む。 

Competence 能力 
18.3.9 
The supervisor should require individuals carrying out the activity of insurance intermediation to act 
only in respect of business for which they have the required competence. 

18.3.9 
監督者は、保険仲介活動を行う個人に対し、必要とされる能力を有する業務についてのみ活動することを
求めるべきである。 

18.3.10 
The supervisor should require insurance intermediaries to implement policies and procedures to assess 
the competence of individuals carrying out the activity of insurance intermediation. Assessment would 
be particularly important in the case of new employees or where staff are assigned different or more 
challenging responsibilities. Competence should also be monitored as an ongoing process for all relevant 
staff. This may include actions such as: 

 observed interviews with customers; 
 review of customer files; 
 internal interviews; and/or 
 coaching. 

18.3.10 
監督者は、保険仲介人に対し、保険仲介活動を行う個人の能力を評価するための方針および手順を実施す
ることを求めるべきである。評価は、特に、新たな者を雇用する場合またはスタッフが異なるもしくはよ
り困難な職責を与えられた場合に重要となろう。能力は、全ての関係スタッフに対して継続的プロセスと
してモニターされるべきである。これには、以下のような措置を含む場合がある。 

 顧客との面談の観察 
 顧客ファイルのレビュー 
 内部面接、および/または 
 育成指導 

18.3.11 
An on-site inspection may provide an opportunity for the supervisor to assess competence, such as 
through file reviews and interviews of selected staff. 

18.3.11 
立入検査は、監督者にとって、ファイル・レビューおよび選ばれたスタッフの面接等を通じて能力を評価
する機会となる場合がある。 

Role of professional standards 専門職業的基準の役割 
18.3.12 
SROs and other professional bodies can be instrumental in promoting professional standards where they 
issue standards or codes with which their members are required to comply. Standards required by 
relevant SROs or other professional bodies might include areas such as: 

 acting with high ethical standards and integrity; 
 acting in the best interests of each client; 
 providing a high standard of service; and 
 treating customers fairly. 

18.3.12 
自主規制機関および他の専門職業団体は、会員が遵守する必要がある専門職業的基準の推進にあたり重要
な存在となる可能性がある。関連する自主規制機関または他の専門職業団体により課される基準は、以下
のような分野を含む場合がある。 

 高い倫理基準および誠実性をもって行動すること 
 各顧客の最善の利益において行動すること 
 高い水準のサービスを提供すること 
 顧客を公正に取扱うこと 

18.3.13 
Members of an SRO or other professional body who are found to be in breach of its professional 
standards may be subject to disciplinary procedures such as suspension of, or exclusion from, 
membership. 

18.3.13 
専門職業的基準に違反していることが判明した自主規制機関または他の専門職業団体の会員は、会員資格
停止または除名といった懲戒手続を受ける場合がある。 

18.3.14 
In jurisdictions where there is reliance on the membership of a professional body, the supervisor may 
consider confirming that such a body has an effective disciplinary scheme in force. The supervisor may 
nevertheless decide not to depend on such professional processes entirely and deal with issues of an 
individual’s professional conduct directly. 

18.3.14 
専門団職業体の会員であることに対して信頼を置いている管轄区域においては、監督者は、こうした団体
が実効的な懲戒制度を実施していることの確認を検討する場合がある。監督者はそれでも、こうした専門
職業的プロセスに完全に依存することなく、個人の職業上の行為における問題に対し直接に対応すること
とする場合がある。 
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18.4 
The supervisor requires that insurance intermediaries apply appropriate governance. 

18.4 
監督者は、保険仲介人が適切なガバナンスを適用することを求める。 

18.4.1 
An insurance intermediary’s governance framework may vary, depending upon the nature and scale of 
the intermediary and the complexity of its business, and may be subject to general company law. 
However, each intermediary‘s governance framework should be sufficient to provide for sound and 
prudent management of the business and to support the fair treatment of customers. 

18.4.1 
保険仲介人のガバナンス枠組みは、仲介人の性質ならびに規模およびその業務の複雑性に応じて様々であ
る場合があり、また一般的な会社法に従う場合もある。しかしながら、各仲介人のガバナンス枠組みは、
業務の健全かつプルーデントな経営をもたらすために、および顧客の公正な取扱いを支えるために十分な
ものであるべきである。 

18.4.2 
In setting relevant governance requirements the supervisor should consider the application of such 
requirements to sole traders and small businesses operating as insurance intermediaries. Such 
requirements for sole traders and small businesses will differ from those for larger entities. Key areas 
where requirements may vary include internal controls, segregation of duties, and compliance functions. 
Regardless, the supervisor should be satisfied that a sound level of governance is achieved and that 
there are no unacceptable risks, with the overriding objective that customers are appropriately 
protected. 

18.4.2 
関連するガバナンス要件を設定する上で、監督者は、こうした要件を、保険仲介人として営業する個人業
者および小規模企業に適用することを検討するべきである。個人業者および小規模企業に対するこうした
ガバナンス要件は、より大きな企業に対する要件とは異なるであろう。要件が異なる場合がある主な分野
には、内部統制、職務分掌およびコンプライアンス部門を含む。他方で、監督者は、顧客が適切に保護さ
れるという最優先の目的の下で、ガバナンスの水準が健全であり、また許容できないリスクが存在しない
ことを確認すべきである。 

18.4.3 
Good governance may be promoted by the supervisor, as well as other authorities, professional bodies 
and SROs, by publishing guidance (for example, a Code of Practice) for insurance intermediaries on their 
obligations in respect of governance-related matters. Guidance that may help intermediaries meet 
governance requirements may include matters such as: 

 ensuring that those responsible for the intermediary organisation’s governance have the 
competence and integrity to fulfil their respective roles; 

 ensuring appropriate standards for conduct of business; 
 ensuring there is regular monitoring of consumer outcomes; 
 ensuring that the making of key decisions is subject to sufficient discussion at Board level or 

with key persons in control functions as appropriate; 
 ensuring adequate human resources to conduct the business; 
 ensuring an appropriate level of internal controls of the business; 
 ensuring appropriate disciplinary policies and procedures for wrongdoing are in place;  
 maintaining adequate files and records and ensuring their availability for inspection; 
 maintaining appropriate controls over outsourced functions; and 
 compliance with all relevant legislation, including noninsurance legislation such as in respect of 

anti-money laundering, fraud, etc. 

18.4.3 
優良なガバナンスは、監督者によってのみならず、他の当局ならびに専門職業団体および自主規制機関に
よっても、保険仲介人に対するガバナンス関連事項に関する責務に係る指針（例えば、実務規範）の策定
を通じて促進される場合がある。仲介人のガバナンス要件の充足を支援する指針は、以下のような事項を
含む場合がある。 

 仲介人の組織のガバナンスの責任者がそれぞれの役割を全うするための能力および誠実性を有する
ことを確保すること 

 事業行為に係る適切な基準を徹底すること 
 消費者満足度の定期的なモニタリングが行われることを確保すること 
 主要な決定が、適宜、取締役会レベルにおける十分な議論または統制部門の主要人物との十分な議
論に従うよう確保すること 

 事業を行うための十分な人材を確保すること 
 適正な水準の事業の内部統制を確保すること 
 不正行為に対する適切な懲戒方針および手続を確保すること 
 十分なファイルおよび記録を保持し、検査に際し利用できるよう確保すること 
 外部委託した機能に対する適切な統制を維持すること 
 マネー・ローンダリング対策、詐欺等についてのような保険以外の法律を含む、全ての関連法制を
遵守すること 

18.4.4 
Relevant to governance, intermediaries are required to establish and implement policies and procedures 
on the fair treatment of customers that are an integral part of their business culture (see Standard 19.2).

18.4.4 
ガバナンスに関連し、仲介人は、企業文化の不可欠な部分となっている顧客の公正な取扱いに関する方針
や手順を策定、実行することが求められる（ICP19.2 参照）。 

18.4.5 
The governance of an insurer’s direct sales staff is the responsibility of the insurer, and the governance 
of insurers is the subject of ICP 7 Corporate Governance. Although ICP 7 is otherwise not directly 
applicable to intermediaries, it may be a useful source of information for intermediary supervisors. 

18.4.5 
保険会社の直販スタッフのガバナンスは、保険会社の責任であり、保険会社のガバナンスは ICP 7「コー
ポレート・ガバナンス」のテーマである。その他の場合には ICP7 は仲介人に対し直接には適用されない
が、仲介人監督者にとっては、有用な情報源となる場合がある。 

18.5 
The supervisor requires insurance intermediaries to disclose to customers, at a minimum: 

18.5 
監督者は、保険仲介人に対し、少なくとも以下を顧客に開示するよう求める。 
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 the terms and conditions of business between themselves and the customer; 
 the relationship they have with the insurers with whom they deal; and 
 information on the basis on which they are remunerated where a potential conflict of interest 

exists.

 仲介人自身と顧客との間の取引条件 
 仲介人が取引関係にある保険会社と有する関係、および、 
 利益相反の可能性が存在する場合には、仲介人が報酬を受ける前提条件に関する情報 

18.5.1 
In addition to disclosing matters relating to intermediaries themselves, intermediaries are required to 
disclose information on insurance products offered to customers (see Standards 19.5 and 19.6).

18.5.1 
仲介人自身に関する事項の開示に加え、仲介人は、顧客に対し提案した保険商品に関する情報を開示する
ことが求められる（基準 1報を開示す 9.5 および 19.6 参照）。

18.5.2 
In setting disclosure requirements, the supervisor may take into account that there are differences in: 

 the nature of different insurance products; 
 the level of sophistication of different customers; and 
 the way in which different types of insurance are transacted (for example, differences between 

commercial and personal (retail) lines). 
The nature, timing and detail of disclosures may differ according to the circumstances. Nevertheless, 
disclosure requirements should provide adequate information to customers, taking into account these 
factors. 

18.5.2 
開示要件を設定するにあたり、監督者は、以下において差異があることを考慮に入れる場合がある。 

 様々な保険商品の性質 
 様々な顧客の知識水準 
 様々なタイプの保険が取引される方法（例えば、企業商品種目と個人（リテール）商品種目との間
での差異） 

開示の性質、タイミングおよび詳細は、状況に応じて異なる場合がある。しかし、開示要件は、これらの
要素を考慮に入れ、顧客に対し十分な情報を提供するべきである。 

Terms of business 取引条件 
18.5.3 
A terms of business agreement may be a convenient means by which an insurance intermediary can 
provide important information to a customer and satisfy many of the disclosure requirements. Such a 
document may include information such as: 

 by whom they are licensed and supervised; 
 the type of business for which they are licensed; 
 whether they are independent or act on behalf of one or more insurers; 
 information on the basis on which they are remunerated; 
 the services provided, including whether they offer products from a full range of insurers, from a 

limited range or from a single insurer; 
 charging arrangements for the intermediation services; 
 cancellation rights in respect of the intermediation services; 
 notification of complaints; 
 client money arrangements, including treatment of interest; 
 confidentiality of information provided; and 
 the relevant law governing the agreement. 

18.5.3 
取引契約の条件は、それによって保険仲介人が顧客に対し重要な情報を提供しつつ開示要件の多くを充足
することができる便利な手段である場合がある。このような文書には、以下のような情報を含む場合があ
る。 

 保険仲介人が誰から免許を受けまた監督されているか 
 保険仲介人が免許を受けた事業の種類 
 保険仲介人が独立性を有するまたは１社以上の保険会社を代表して行動するか 
 保険仲介人が報酬を受ける基礎 
 提供されるサービス（保険仲介人が、あらゆる保険会社、一部の限られた保険会社または単一の保
険会社のいずれから商品を提案するかを含む） 

 仲介サービスにかかる課金の取決め 
 仲介サービスに関する解約権 
 苦情の通知 
 顧客資金に係る取決め（利息の取扱いを含む） 
 提供された情報の秘密保持 
 合意が準拠する関係法 

18.5.4 
Insurance intermediaries should provide information on terms of business to customers and do so prior 
to an insurance contract being entered into. Where there is an ongoing business relationship between 
an intermediary and a customer, or once terms of business information has initially been provided in 
the case of policy renewals, the intermediary should review whether reiterating this information is 
necessary. Further information on terms of business might only be necessary where there are changes 
to the terms. 

18.5.4 
保険仲介人は、顧客に対し取引条件に関する情報を提供すべきであり、また保険契約が締結される前にそ
うするべきである。仲介人と顧客との間に継続的な取引関係がある場合、または、契約更新の場合であっ
て取引条件の情報が契約当初に提供されていた場合には、仲介人は、この情報の再提供が必要かどうかを
レビューするべきである。取引条件に関するさらなる情報は、条件の変更がある場合にのみ必要となる場
合があるかもしれない。

18.5.5 
When insurance cover needs to be arranged immediately it may not be possible to provide 
documentation of terms of business at the point of arranging the contract. In such situations the 

18.5.5 
直ちに保障を手配する必要がある場合には、契約をまとめる時点では取引条件の文書を提供することがで
きない場合がある。こうした状況では、情報が口頭で提供された上で合理的な期間内に書面でフォローア
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information may be provided orally and followed up with written documentation within a reasonable 
period of time. 

ップされる場合がある。 

18.5.6 
The supervisor may recommend, or require, that a copy of the terms of business, signed by the 
customer, is retained as part of the insurance intermediary’s records. Where insurance is intermediated 
over the internet, the customer may be required to acknowledge the terms of business before a policy 
can be proceeded with. Electronic records should also be retained by the intermediary.

18.5.6 
監督者は、顧客によって署名された取引条件のコピーを保険仲介人の記録の一部として保管することを推
奨または求める場合がある。保険がインターネットを通じて仲介される場合には、顧客は、契約が処理さ
れる前に取引条件を確認することを要求される可能性がある。電子記録は、仲介人によっても保管される
べきである。 

Intermediary status 仲介人の立場 
18.5.7 
An insurance intermediary’s status may provide information to a customer on the extent of products 
from which recommendations are made and provide an indication of potential conflicts of interest. 
Where the insurance intermediary is only able to select products from a single insurer or from a limited 
range, the customer may wish to carry out their own research to see whether they can obtain better 
terms or a more suitable product elsewhere in the market.

18.5.7 
保険仲介人の立場は、顧客に対し、その中から推奨される商品群に関する情報を提供し、また利益相反の
可能性を示す場合がある。保険仲介人が単一の保険会社または限られた範囲の保険会社からしか商品を選
択することができない場合には、顧客は、市場において他のより良い条件またはより適した商品を得られ
る可能性があるかどうかを自身で調査することを望む場合がある。 

18.5.8 
It is particularly important that insurance intermediaries provide customers with information on their 
relationship with the insurers with whom they deal, specifically whether they are independent or act 
for one or more insurance companies, and whether they are authorised to conclude insurance contracts 
on behalf of an insurer or not.

18.5.8 
保険仲介人が顧客に対して当該仲介人が取引している保険会社との関係についての情報、具体的には、当
該仲介人が独立性を有するまたは１社以上の保険会社を代表して行動するか、および当該保険仲介人が保
険会社に代わって保険契約を締結する権限を与えられているかどうかの情報を提供することが特に重要
である。 

18.5.9 
Potential conflicts of interest can arise for some intermediaries if the intermediary is part of a wider 
group or if the intermediary has a financial interest, such as a shareholding, in an insurer or insurance 
group. Such relationships should be disclosed to customers. 

18.5.9 
潜在的な利益相反は、一部の仲介人について、仲介人が広範なグループの一部である場合、または仲介人
が保険会社または保険グループにおける経済的利害（株式保有等）を有している場合に生じる可能性があ
る。そうした関係は、顧客に対し開示されるべきである。 

18.5.10 
Information on the insurance intermediary’s status may be provided as part of a terms of business 
agreement or separately. Because of its importance, this information may also be highlighted verbally 
to the customer. 

18.5.10 
仲介人の立場に関する情報は、取引契約の条件の一部として、または、これとは別個に提供される場合が
ある。その重要性から、この情報は、顧客に対して口頭でも強調される場合がある。 

Remuneration 報酬 
18.5.11 
Insurance intermediaries are generally remunerated by way of fees and commissions, such as: 

 fees paid directly by the customer; 
 fees or commissions paid indirectly by the customer, by way of deduction from premiums or funds 

invested; or 
 fees or commissions paid by the insurer. 

18.5.11 
保険仲介人は、通常、以下のフィーおよびコミッションの形で報酬を受ける。 

 顧客が直接に支払うフィー 
 保険金からの控除または投じられた資金からの控除の形で顧客が間接的に支払うフィーまたはコミ
ッション、または、 

 保険会社が支払うフィーまたはコミッション 
18.5.12 
Where insurers’ direct sales staff carry out insurance intermediation as employees of the insurer, they 
may be salaried as well as receive any applicable commission. 

18.5.12 
保険会社の直販スタッフが保険者の被用者として保険仲介を行う場合には、適用される手数料に加え給料
を受け取る場合がある。 

18.5.13 
Information on charging structures may be important information to customers. For example, for 
insurance products with an investment element, information on any fees or other costs deducted from 
the initial amount invested, as well as on fees or commissions deducted from the investment thereafter 
will be important. 

18.5.13 
課金の仕組みに関する情報は、顧客にとって重要な情報である場合がある。例えば、投資要素のある保険
商品については、最初の投資額から控除されるあらゆるフィーまたはその他のコストに関する情報が、そ
れ以降の投資から控除されるフィーまたはコミッションと同様に重要であろう。 

18.5.14 18.5.14 
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Information on charging may be provided as part of a terms of business agreement, or separately. As 
fees and commissions vary by product and between product providers, they may need to be provided 
separately for each product recommended, often by inclusion in product documentation. Given their 
significance to some types of product, this information might also be highlighted verbally to the 
customer. 

課金に関する情報は、取引契約の条件の一部として、または別個に提供される場合がある。フィーおよび
コミッションは、商品によって、および商品提供者間で異なるため、推奨される商品ごとに、しばしば商
品資料に含めて提供される必要がある。一部種類の商品にとっての重要性を踏まえ、この情報は、顧客に
対して口頭でも強調される場合もある。 

18.5.15 
The supervisor may also require that, upon a customer’s request to the intermediary, the customer is 
provided with further information on fees and commissions, including the level of fees and commissions. 
The intermediary should make the customer aware of his/her right to request information on fees and 
commissions. Communication should be clear and not misleading. In view of the impact of fees and 
commissions upon insurance products with an investment element, the supervisor may require that 
disclosure of fees and commissions is provided to customers prior to contracts being entered into in 
respect of all such products. 

18.5.15 
監督者は、顧客から仲介人に対する要請に基づき、顧客に対してフィーおよびコミッションの水準を含め、
フィーおよびコミッションに関するさらなる情報を提供することも求める場合がある。仲介人は、顧客に
対して、フィーおよびコミッションに関する情報を要請する権利を認識させるべきである。コミュニケー
ションは、明確かつ誤解を招かないものであるべきである。フィーおよびコミッションの投資要素を備え
た保険商品に対する影響の観点から、監督者は、全てこうした商品について、契約締結前の顧客に対して
フィーおよびコミッションの開示を求める場合がある。 

18.5.16 
Some forms of remuneration of insurance intermediaries potentially lead to a conflict of interest. For 
example, an intermediary may be tempted to recommend a product which provides higher fees or 
commissions than another. Potential conflicts of interest for intermediaries may exist in a variety of 
circumstances (see Standard 19.8). 

18.5.16 
保険仲介人の報酬の一部形態は、利益相反につながる可能性がある。例えば、仲介人は、他よりも高いフ
ィーまたはコミッションをもたらす商品を推奨する誘惑にかられる場合がある。仲介人の利益相反の可能
性は、様々な状況で存在する場合がある（基準 19.8 参照）。 

18.5.17 
The supervisor should be satisfied that the intermediary has robust procedures in place to identify and 
avoid, or manage, conflicts of interest, and deliver outcomes aligned with customers’ best interests. 
Where they cannot be avoided, or managed satisfactorily, this would result in the intermediary declining 
to act. Conflicts of interest may be managed or avoided in different ways depending on the nature and 
severity of the conflict of interest (discussed further in Application Paper on Supervising the Conduct of 
Intermediaries).Additionally, circumstances in which conflicts of interest may arise may be covered in 
the codes of conduct issued by SROs or other professional bodies. 

18.5.17 
監督者は、利益相反を特定して回避しまたは管理し、また顧客の最前の利益にかなう結果をもたらすため
の、強固な手続が整えられていることを確認すべきである。利益相反は、それらが避けられないまたは十
分に管理されない場合には、仲介者が活動を拒む結果につながるであろう。利益相反は、利益相反の性質
および重大性に応じ様々な方法で管理または回避される場合がある。（仲介人の行為の監督に関する適用
文書において詳論）さらに、利益相反が発生する場合がある状況は、自主規制機関または他の専門職業団
体により策定される行動規範において取り扱われる場合がある。 

18.5.18The supervisor should be aware of the use of non-monetary benefits, including, for example, 
“soft” commissions, offered by insurers to intermediaries. These may include less tangible inducements 
such as professional support, IT support, or corporate entertainment at sporting or cultural events. Such 
inducements may lead to conflicts of interest and are less transparent than fees or commissions and 
also need to be avoided, managed or prohibited as appropriate. 

18.5.18 
監督者は、保険会社が仲介人に対し提供する、例えばいわゆる「ソフト」なコミッションを含む、非金銭
的給付(non-monetary benefits)の利用を認識すべきである。これらには、専門的な支援や IT サポートま
たはスポーツや文化行事での企業接待のような有形でない特別な利益(inducements)が含まれうる。こう
した特別な利益は、利益相反につながる場合があり、フィーまたはコミッションよりも透明性に欠け、ま
た、必要に応じて、回避、管理または禁止される必要がある。 

18.6 
The supervisor requires an insurance intermediary who handles client monies to have safeguards in 
place to protect these funds.

18.6 
監督者は、顧客資金を取扱う保険仲介人に対して、こうした資金を保護するための保護措置を整備するよ
う求める。

18.6.1 
In the course of carrying out its business, an insurance intermediary may: 

 receive monies from a client for the payment of premiums to an insurer; and/or 
 receive monies from an insurer in respect of claims or refunded premiums for onward payment 

to a client.

18.6.1 
事業を行う過程において、保険仲介人は、以下を行う場合がある： 

 保険会社への保険料の支払のため顧客から金員を受領すること、および/また、 
 今後の支払保険金または返還保険料の顧客への支払のために保険会社から金員を受領すること

18.6.2 
Some jurisdictions have specific legal requirements in respect of the cash flows where monies are 
transferred via an intermediary from the customer to the insurer, and vice versa, including in 

18.6.2 
一部の管轄区域は、資金が仲介人を介して顧客から保険会社へ受け渡される場合、およびその逆の場合の、
そうした資金に関して顧客または保険会社にリスクがあるかどうかの判断に関するものを含めた、キャッ
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determining whether the customer or the insurer is at risk in respect of such funds. シュ・フローに関する具体的な法的要件を有する。 
18.6.3 
Where funds are held at the risk of the client, they may be referred to as “client monies” or “client’s 
money”. The intermediary should have adequate policies and procedures in place for the safeguarding 
of such funds in the interests of their customers. 

18.6.3 
資金が顧客のリスクの下で保有される場合には、それらは顧客資金（client monies または client’s money）
として称する場合がある。仲介人は、顧客の利益のために、こうした資金を保護するための適切な方針お
よび手順を整備するべきである。 

18.6.4 
In some jurisdictions, premiums are deemed to have been paid to the insurer as soon as the customer 
pays premiums to the intermediary. In these circumstances the insurer, rather than the customer, bears 
the risk of allowing intermediaries to collect premiums on its behalf. 

18.6.4 
一部の管轄区域においては、顧客が仲介人に対して保険料を支払ったことをもって保険料が保険会社に対
して支払われたものとみなされる。こうした状況では、顧客ではなく保険会社が、仲介人に対し自らに代
わり保険料の収集を認めたことのリスクを負う。 

18.6.5 
The supervisor may require that an insurance intermediary’s client money policies and procedures cover 
matters such as the following: 

 client accounts are separate and clearly distinguishable from the intermediary’s own bank 
accounts; 

 client accounts are held with licensed banks within the jurisdiction, or specified other 
jurisdictions; 

 disallowing monies other than client monies within the account, except in specific circumstances 
such as to achieve or maintain a minimum balance, to receive interest, or to receive commission 
due to the intermediary; 

 monies are paid into the account promptly; 
 adequate financial systems and controls are maintained, including authorisation of payments 

from the account; 
 adequate books and records are maintained and subject to audit; 
 reconciliations are performed on a regular basis and reviewed; 
 discrepancies on the account are followed up promptly and resolved satisfactorily; 
 for each client, payments from a client account are not made before sufficient monies paid into 

the account have cleared, thus ensuring that any balance held in respect of each client is not 
negative; and 

 the treatment of interest. 

18.6.5 
監督者は、顧客資金に関する方針および手順において以下等の事項が取り扱われることを求める場合があ
る。 

 顧客口座が仲介人自身の銀行口座から分離され明確に区別することができること 

 顧客口座が当該管轄区域内または特定のその他の管轄区域内における免許を受けた銀行において保
有されること 

 最低限残高を達成または維持する、利息を受領する、または仲介によるコミッションを受領すると
いった特定の状況を除き、当該口座には顧客資金以外の資金の入金を認めない。 

 資金が当該口座に遅滞なく払い込まれること 
 当該口座からの払出の承諾を含め、適切な財務システムおよび統制が維持されること 

 適切な会計帳簿が維持され、および、監査の対象となること 
 照合が定期的に行われ、レビューされること 
 口座の不一致は、遅滞なくフォローアップされ、十分に解決がなされること 
 各顧客につき、口座に十分な資金が払い込まれたことが確認されるまでは顧客口座からの支払が行
われず、それにより各顧客につき残高が赤字にならないこと 

 利息の取扱い 
18.6.6 
In the interest of safeguarding clients’ money, it is important that client accounts cannot be used to 
reimburse creditors of the insurance intermediary. 

18.6.6 
顧客資金保護の観点からは、顧客口座が当該仲介人の債権者への弁済のために利用される可能性がないこ
とが重要である。 

18.6.7 
Where insurance intermediaries operate client accounts, the supervisor may require that the terms and 
conditions of such accounts are disclosed to their customers, including whether funds held in such 
accounts are at the risk of clients or at the risk of the insurer. 

18.6.7 
保険仲介人が顧客口座を取扱う場合には、監督者は、そのような口座に預けられた資金が顧客のリスクで
保管されるのか、または保険会社のリスクで保管されるのかを含め、こうした口座の取引条件が顧客に対
し開示されることを求める場合がある。 

18.7 
Where appropriate, the supervisor takes supervisory measures against licensed insurance 
intermediaries.

18.7 
監督者は、必要に応じ、免許を受けた保険仲介人に対して監督上の措置を講じる。

18.7.1 
The supervisor should initiate measures to prevent or respond to poor conduct or breaches of regulatory 
requirements by an intermediary, with a view to mitigating adverse outcomes for customers. Where 
necessary, the supervisor may use sanctions. 

18.7.1 
監督者は、顧客の不利な結果を軽減する目的で、仲介人による不適切な業務や規制要件への違反を防止し
またはこれに対応するための措置を実施するべきである。必要に応じて、監督者は、制裁を行う場合があ
る。
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18.7.2 
The supervisory framework should allow for the exercise of judgement and discretion, and provide 
flexibility in the use of preventive measures, corrective measure and sanctions. 

18.7.2 
監督の枠組みは、判断および裁量の行使を許し、また予防措置、是正措置および制裁処分の使用に際し柔
軟性を与えるべきである 

18.7.3  
In some instances, the supervisor may need to work with other relevant authorities or bodies in order 
to take or enforce supervisory measures or sanctions against an intermediary. 

18.7.3 
場合によっては、監督者は、仲介人に対する監督上の措置または制裁処分を実施または強制するために、
他の関連当局または機関と協力する必要がある場合がある。 

Preventive measures 予防措置 
18.7.4 
Where the supervisor assesses that there may be a significant risk of an insurance intermediary 
breaching supervisory requirements or to consumer or policyholder interests in general, it should 
require insurance intermediaries to take appropriate measures to mitigate both market-wide risks as 
well as risks from specific entities or individuals. 

18.7.4 
仲介人が監督上の要件に違反する重大なリスクまたは消費者または保険契約者の利益一般に対する重大
なリスクが存在すると評価する場合には、監督者は、特定の事業体もしくは個人から生じるリスクのみな
らず市場全体にわたるリスクを軽減するため、保険仲介人に対して適切な手段を実施することを要求する
べきである。 

18.7.5 
In this regard, the supervisor may take proactive measures, such as publishing guidance on good 
practices or warnings to the industry or consumers. 

18.7.5 
この点について、監督者は、グッドプラクティスに関するガイダンスの策定または保険業界や顧客に対す
る警告等の積極的な措置を講じる場合がある。 

Corrective measures 是正措置 
18.7.6 
Where the insurance intermediary fails to meet supervisory requirements, or where consumers may 
otherwise be at risk, the supervisor should require corrective measures to be taken by the insurance 
intermediary. This may occur, for example, where: 

 there is evidence of unfair treatment; 
 required information is not provided to customers; 
 policies and procedures are inadequate (particularly where this results in inadequate due 

diligence work); 
 internal controls, file keeping or documentation are inadequate; 
 conflicts of interest are not adequately identified or managed; or 
 there are concerns over business continuity. 

18.7.6 
保険仲介人が監督上の要件を満たしていない場合、または、そうでもしなければ消費者がリスクに晒され
る場合がある際には、監督者は、保険仲介人により是正措置が講じられることを求めるべきである。これ
は、例えば、以下の場合に起こる場合がある。 

 不公正な取扱いの証拠が存在する 
 提供が求められている情報が顧客に提供されていない 
 方針および手続が不適切である（特に、これが不適切なデュー・デリジェンスにつながる場合） 

 内部統制、ファイル管理または文書化が不適切である 
 利益相反が十分に特定または管理されていない、または 
 事業の継続性に懸念がある 

18.7.7 
Supervisory measures should apply at either the entity level or individual level, as appropriate. These 
may include, for example: 

 requiring the implementation of enhanced policies and procedures; 
 requiring further training; 
 restricting business activities 
 suspending or barring specific individuals from engaging in intermediary business or being 

responsible for the corporate governance of an intermediary organisation; or 
 suspending, revoking or not renewing the licence. 

18.7.7 
監督上の措置は、適宜、事業体レベルまたは個人レベルのいずれかで適用されるべきである。監督上の措
置には、例えば、以下を含む場合がある。 

 改善された方針および手続の実施を要求すること 
 追加的な研修を実施すること 
 事業活動を制限すること 
 特定の個人を仲介業務に従事させることまたは仲介人組織のコーポレート・ガバナンスの担当の停
止または禁止、または、 

 免許の停止、取消しまたは更新拒否 
Sanctions 制裁処分
18.7.8 
Where appropriate, the supervisor should impose sanctions on entities or individuals. The range of 
sanctions may include, for example: 

 imposing fines; 
 barring individuals from acting in key roles or holding similar roles in the future; or 
 requiring remediation, including compensation to policyholders where appropriate. 

18.7.8 
適切な場合には、監督者は、事業体または個人に対し制裁処分を科すべきである。制裁処分には、例えば
以下が含まれる場合がある。 

 科料 
 個人が主要な役職に就くことまたは将来的に同様の役割を担うことの禁止 
 適切な場合には、保険契約者に対する補償を含む修復処置を求めること 
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18.7.9 
Sanctions imposed should be commensurate with the nature and severity of the shortcomings. Minor 
offences may be dealt with through oral or written communications with the intermediary’s 
management and then followed up, whereas more significant deficiencies may warrant immediate or 
more significant action. 

18.7.9 
課される制裁処分は、欠陥の深刻度に見合ったものであるべきである。些細な違反は、経営陣に対しての
口頭または文書で伝えられた上でフォローアップされる場合があるが、より重大な欠陥には、即時の、ま
たは、より重大な措置を講じる必要がある場合がある。 

18.7.10 
Jurisdictions should provide due process for an intermediary to appeal supervisory measures. 

18.7.10 
管轄区域は、仲介人が監督上の措置について不服申し立てを行う適正手続を設けるべきである。 

18.8
The supervisor checks that the intermediary is taking the measures required and escalates such 
measures if its concerns are not being addressed.

18.8 
監督者は、仲介人が求められた措置を講じていることを確認し、懸案事項が解決されていない場合にはこ
うした措置を段階的に強化する。

18.8.1 
The supervisor should review the results of measures that it has required of an intermediary and the 
effectiveness of the actions taken. 

18.8.1 
監督者は、仲介者に対して求めた措置の結果および講じられた措置の実効性をレビューすべきである。 

18.8.2 
If the action taken by the intermediary does not adequately address the supervisor’s concern, the 
supervisor should require further measures. 

18.8.2 
仲介人が講じた措置により監督者の懸念事項が十分に解決されない場合、監督者は、さらなる措置を求め
るべきである。 

18.8.3 
Supervisory measures should be escalated in line with the supervisor’s concern about the intermediary 
and the risk to consumers. 

18.8.3 
監督上の措置は、仲介者に関する監督者の懸念と消費者へのリスクに応じて、段階的に強化されるべきで
ある。 

18.9 
The supervisor takes measures against individuals or entities that conduct insurance intermediation 
without the necessary licence.

18.9 
監督者は、必要な免許を受けないで保険仲介を行う個人または事業体に対して措置を講じる。

18.9.1 
The supervisor should have in place mechanisms to identify when unlicensed insurance intermediation 
is being carried out. Examples of such mechanisms include monitoring media and advertising, review of 
consumer complaints and encouraging industry and other stakeholders to notify the supervisor of 
suspicious activity. 

18.9.1 
監督者は、無免許の保険仲介が実施された場合にこれを確認するための仕組みを備えているべきである。
そのような仕組みの例には、メディアおよび広告のモニタリング、消費者の苦情のレビュー、ならびに業
界およびステークホルダーが監督者に対して疑わしい活動を通報するよう促すことを含む。

18.9.2 
When unlicensed insurance intermediation is identified, the supervisor should act to address the issue. 
Examples include seeking court orders to require the unlicensed individual or entity to stop the activity, 
informing law enforcement authorities of criminal and/or civil concerns, and publicising the fact that the 
individual/entity is not licensed to conduct insurance intermediation.

18.9.2 
無免許の保険仲介が確認された場合、監督者は、その問題に対処するよう行動すべきである。例としては、
免許を受けていない個人または事業体に活動の停止を求める裁判所の決定を申請すること、刑事および/
または民事上の問題を法執行当局に通知すること、ならびに個人/事業体が保険仲介を行う免許を得てい
ない事実を公表することを含む。 


