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保険監督者国際機構「保険コアプリンシプル、基準、指針および評価方法」【英文仮訳対照表】
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＜注意事項＞
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The Insurance Core Principles were initially adopted on 1 October 2011.  
Since then, amendments have been made to the following IPCs:  
- ICP 9 October 2012  
- ICP 22  October 2013  
- ICPs 4, 5, 7, 8, 23 and (parts of) 25  November 2015  
- ICPs 13, 18 and 19 November 2017  

保険監督者国際機構

保険コアプリンシプル、基準、指針および評価方法

2017 年 11 月改定

保険コアプリンシプルは、最初、2011 年 10 月 1 日に採択された。その後、以下

の ICPs が改定されている。

- ICP9 2012 年 10 月

- ICP22  2013 年 10 月

- ICP4, 5, 7, 8, 23 および 25（の一部） 2015 年 11 月

- ICPs 13, 18 および 19     2017 年 11 月
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ICP 3 Information Exchange and Confidentiality Requirements 
ICP 4 Licensing 
ICP 5 Suitability of Persons 
ICP 6 Changes in Control and Portfolio Transfers 
ICP 7 Corporate Governance 
ICP 8 Risk Management and Internal Controls 
ICP 9 Supervisory Review and Reporting 
ICP 10 Preventive and Corrective Measures 
ICP 11 Enforcement 
ICP 12 Winding-up and Exit from the Market 
ICP 13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer 
ICP 14 Valuation 
ICP 15 Investment 
ICP 16 Enterprise Risk Management for Solvency Purposes 
ICP 17 Capital Adequacy 
ICP 18 Intermediaries 
ICP 19 Conduct of Business 
ICP 20 Public Disclosure 
ICP 21 Countering Fraud in Insurance 
ICP 22 Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 
ICP 23 Group-wide Supervision 
ICP 24 Macroprudential Surveillance and Insurance Supervision 
ICP 25 Supervisory Cooperation and Coordination 
ICP 26 Cross-border Cooperation and Coordination on Crisis Management 

ICP3 情報交換および守秘義務要件

ICP4 免許付与

ICP5 適格性

ICP6 支配権の変更および包括移転

ICP7 コーポレート・ガバナンス

ICP8 リスク管理および内部統制

ICP9 監督上のレビューおよび報告

ICP10 予防および是正手段

ICP11 執行

ICP12 清算および市場からの撤退

ICP13 再保険および他の形態のリスク移転

ICP14 評価

ICP15 投資

ICP16 ソルベンシー目的の全社的リスク管理

ICP17 資本充分性

ICP18 仲介人

ICP19 事業行為

ICP20 公衆開示

ICP21 保険詐欺対策

ICP22 マネー･ローンダリング対策およびテロ資金供与対策

ICP23 グループ全体の監督

ICP24 マクロ健全性監視および保険監督

ICP25 監督上の協力および調整

ICP26 危機管理における国境を越えた協力および調整

A) Introduction 

1. A sound regulatory and supervisory system is necessary for maintaining a fair, 

Ａ）はじめに

1. 健全な規制上および監督上のシステムは、保険契約者、保険金受取人、および
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safe and stable insurance
1 

sector for the benefit and protection of the interests of 
policyholders, beneficiaries and claimants (collectively referred to as policyholders 
in this document) as well as contributing to the stability of the financial system.  

2. The insurance industry, like other components of the financial system, is 
changing in response to a wide range of social, technological and global economic 
forces. Insurance supervisory systems and practices must be continually 
upgraded to cope with these developments. Insurance and other financial sector 
supervisors and regulators should understand and address financial and systemic 
stability concerns arising from the insurance sector as they emerge and their 
interaction with other financial sectors.  

3. The nature of insurance activity - covering risks for the economy, financial and 
corporate undertakings and households - has both differences and similarities 
when compared to the other financial sectors. Insurance, unlike most financial 
products, is characterised by the reversal of the production cycle insofar as 
premiums are collected when the contract is entered into and claims arise only if 
a specified event occurs. Insurers intermediate risks directly. They manage these 
risks through diversification and risk pooling enhanced by a range of other 
techniques.  

4. In addition to business risks, significant risks to insurers are generated on the 
liability side of the balance sheet. These risks are referred to as technical risks 
and relate to the actuarial and/or statistical calculations used in estimating 
liabilities, and other risks associated with such liabilities. Insurers incur market, 
credit, liquidity and operational risk from their investments and financial 

保険金請求者（本文書では、保険契約者と総称する）の利益および保護のために

公正、安全かつ安定した保険 1セクターを維持するうえで必要であり、ならびに、

金融システムの安定にも寄与する。

2. 保険業界は、金融システムの他の要素と同様に、広範にわたる社会的、技術的

およびグローバルな経済的要因に対応して変化している。こうした動きに対応す

るため、保険監督のシステムおよび実務は、常に向上が図られなければならない。

保険およびその他の金融セクターの監督者および規制者は、金融およびシステム

の安定に関して保険セクターから生じる問題、ならびに他の金融セクターとそれ

らとの関係を理解し対処するべきである。

3. 保険業務の特性―経済、金融および法人事業者ならびに家計のリスクをカバ

ーすること―には、他の金融セクターと比較して相違と類似点の両方がある。保

険は、ほとんどの金融商品と異なり、契約の締結時に保険料が収納され、特定の

事故が発生した場合にのみ保険金支払が発生するという、生産サイクルの逆転に

よって特徴付けられる。保険会社はリスクを直接的に仲介する。そして、その他

の様々な手法により裏打ちされた分散化およびリスクのプーリングを通じてこ

うしたリスクを管理する。

4. 事業リスクに加えて、保険会社にとって重大なリスクは、貸借対照表の負債側

に発生する。こうしたリスクは技術的リスクと呼ばれ、負債、およびそのような

負債に付随する他のリスクの推計に用いられる保険数理上および／または統計

上の計算に関わる。保険会社は、資産と負債のミスマッチから発生するリスクを

含む、投資および金融事業から発生する市場リスク、信用リスク、流動性リスク

1 Insurance refers to the business of insurers and reinsurers, including captives.
保険とは、キャプティブを含む保険会社および再保険会社の事業をいう。
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operations, including risks arising from asset-liability mismatches. Life insurers 
also offer products of life cover with a savings content and pension products that 
are usually managed with a long-term perspective. The regulatory and supervisory 
system must address all these risks.  

5. Finally, the regulatory and supervisory system must address the increasing 
presence in the market of insurance groups and financial conglomerates, as well 
as financial convergence. The importance of the insurance sector for financial 
stability matters has been increasing which has implications for insurance 
supervision

2 
as it requires more focus on a broad set of risks. Supervisors at a 

jurisdictional and international level must collaborate to ensure that these entities 
are effectively supervised so that policyholders are protected and financial 
markets remain stable; to minimise the risk of contagion from one sector or 
jurisdiction to another; and to reduce supervisory gaps and avoid unnecessary 
supervisory duplication. 

Scope and coverage of the Insurance Core Principles 

6. The Insurance Core Principles (ICPs) provide a globally accepted framework 
for the supervision of the insurance sector. The ICP material is presented 
according to a hierarchy of supervisory material. The ICP statements are the 
highest level in the hierarchy and prescribe the essential elements that must be 
present in the supervisory regime in order to promote a financially sound 
insurance sector and provide an adequate level of policyholder protection. 
Standards are the next level in the hierarchy and are linked to specific ICP 

ならびにオペレーショナル・リスクを被る。生命保険会社も、通常長期的視点か

ら管理される貯蓄機能を含む生命保険および年金商品を提供する。規制上および

監督上の制度は、これらの全てのリスクに対応しなければならない。

5. 最後に、規制上および監督上の制度は、金融の収斂と同様に、市場において増

大する保険グループおよび金融コングロマリットの存在に対応しなければなら

ない。金融の安定化の問題に関する保険セクターの重要性は高まってきており、

このことは、保険監督 2が広範なリスクにさらなる焦点を当てていくことが求め

られるため、保険監督に影響を与える。保険契約者を保護し金融市場の安定を保

つためにこうした企業が効果的に監督を受けることを確保し、あるセクターまた

はある管轄区域から別のセクターまたは管轄区域への波及のリスクを最小化し、

かつ、監督上の差異を縮小し、および、監督上の不要な重複がないようにするた

め、管轄区域レベルでも国際的なレベルでも、監督者は協調しなければならない。

保険コアプリンシプルの範囲および対象

6. 保険コアプリンシプル（ICPs）は、保険セクターの監督に関して世界的に認め

られた枠組みを提供する。ICP 資料は、監督上の資料の階層に従って提示されて

いる。ICP ステートメントは、階層の最上位にあり、財務上健全な保険セクター

を促進し、および、充分な水準の消費者保護を提供するために監督制度に存在し

なければならない必須要素を規定する。基準は階層の次の位置にあり、特定の

ICP ステートメントに関連している。基準は、ICP ステートメントの実施に重要

であり、監督当局が特定の ICP の遵守を示すために満たすべき、ハイレベルの主

2 Supervision refers to both regulation and supervision. Supervisors include regulators. 
監督とは、規制および監督の双方を指す。監督者には規制者を含む。
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statements. Standards set out key high level requirements that are fundamental 
to the implementation of the ICP statement and should be met for a supervisory 
authority to demonstrate observance with the particular ICP. Guidance material is 
the lowest level in the hierarchy and typically supports the ICP statement and/or 
standards. Guidance material provides detail on how to implement an ICP 
statement or standard. Guidance material does not prescribe new requirements 
but describes what is meant by the ICP statement or standard and, where 
possible, provides examples of ways to implement the requirements.  

7. The ICP material is presented in order that the hierarchy can be clearly 
understood, as follows:  
- ICP statements – numbered and presented in a box with bold font  
- Standards – linked to an ICP statement and presented in bold font, with the 

number of the applicable principle statement followed by the standard number. 
e.g. the second standard under ICP statement 3 appears as 3.2  

- Guidance material – linked to a particular ICP statement and/or standard. 
Guidance material is presented in regular font, with the number of the ICP 
statement and standard followed by the guidance number, e.g. the second 
paragraph of guidance under Standard 1.3 appears as 1.3.2.  

8. The ICPs apply to insurance supervision in all jurisdictions regardless of the 
level of development or sophistication of the insurance markets and the type of 
insurance products or services being supervised. Nevertheless, supervisory 
measures should be appropriate to attain the supervisory objectives of a 
jurisdiction and should not go beyond what is necessary to achieve those 
objectives. It is recognised that supervisors need to tailor certain supervisory 
requirements and actions in accordance with the nature, scale and complexity of 
individual insurers. In this regard, supervisors should have the flexibility to tailor 

要な要件を設定する。指針資料は、階層の最下位にあり、主として、ICP ステー

トメントおよび／または基準を支援する。指針資料は、ICP ステートメントまた

は基準の実施方法についての詳細を提供する。指針資料は、新規要件を規定しな

いが、ICP ステートメントまたは基準が意味するものを記載し、また、可能であ

れば、その要件を実施する方法の例を提供する。

7. ICP 資料は、階層が明確に理解されるよう、以下のように提示される：

－ ICP ステートメント－付番され、枠内で、ボールド体の文字で提示される。

－ 基準－ICP ステートメントに関連付けられ、ボールド体の文字で提示され

る。例えば ICP ステートメント 3 の下の 2 つ目の基準は 3.2 というように、

適用される原則ステートメントの番号に続き基準の番号が付けられる。

－ 指針資料－特定の ICP ステートメントおよび／または基準に関連付けら

れる。指針資料は、普通の字体で提示される。例えば基準 1.3 の下の指針の

2 番目のパラグラフならば 1.3.2 というように、ICP ステートメントおよび

基準の番号に続き指針の番号が付けられる。

8. ICPs は、保険市場の発展または高度化のレベル、および、監督対象にある保

険種類またはサービスの種類に関わらず、全ての管轄区域の保険監督に適用され

る。それでもなお、監督上の措置は、管轄区域の監督目的を達成するのに適した

ものであるべきであり、また、それらの目的達成に必要な範囲を超えるべきでは

ない。監督者は、個々の保険会社の性質、規模および複雑性に応じて、特定の監

督上の要件および措置を調整する必要があると認識されている。この点におい

て、監督者は、個々の保険会社がもたらすリスクおよび保険会社が保険セクター

または金融システム全体にもたらす可能性のあるリスクに釣り合うように、監督
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supervisory requirements and actions so that they are commensurate with the 
risks posed by individual insurers as well as the potential risks posed by insurers 
to the insurance sector or the financial system as a whole. This is provided for in 
the ICPs and standards where relevant.  

9. The ICPs apply to the supervision of all insurers whether private or government-
controlled insurers that compete with private enterprises, wherever their business 
is conducted, including through e-commerce. Where the principles do not apply to 
reinsurers, this is indicated in the text. The ICPs do not normally apply to the 
supervision of intermediaries but where they do, this is specifically indicated.  

10. Insurance supervision within an individual jurisdiction may be the responsibility 
of more than one authority. For example, the body that sets out the legal 
framework for insurance supervision may be different from the body that 
implements it. The expectation is that the ICPs are applied within the jurisdiction 
by all authorities in accordance with their respective responsibility in relation to the 
supervision of the insurance sector (referred to as “the supervisor”) rather than 
necessarily by only one authority. It is, however, essential that in situations where 
multiple authorities exist, coordination arrangements be established between 
them to ensure that the implementation of the ICPs within the jurisdiction occurs 
in an accountable framework.  

11. The supervisor must operate in a transparent and accountable manner. It 
needs legal authority to perform its tasks. It should be noted, however, that the 
possession of legal authority is not sufficient to demonstrate observance with an 
ICP: the supervisor should also demonstrate that it is able to exercise its legal 
authority in practice. Similarly, it is not sufficient for the supervisor to set 

上の要件および措置を調整する柔軟性を有するべきである。これは、関連する

ICP および基準で規定されている。

9. ICPs は、民間保険会社、および、民間と競合する政府系保険会社であるかに

関わらず、電子商取引を含め、保険事業が行われる場所に関わらず、全保険会社

の監督に適用される。コアプリンシプルが再保険会社に適用されないときには、

その旨が本文に記される。ICPs は通常、保険仲介人の監督には適用されないが、

適用される場合にはその旨が明確に記される。

10. １つの管轄区域内で複数の当局が保険監督の責任を有している場合がある。

例えば、保険監督に関する法的枠組みを設定する機関とそれを実施する機関は異

なる可能性がある。ICPs は、必ずしも 1 つの当局によって管轄区域内で適用さ

れるのではなく、（「監督者」と呼ばれる）保険セクターの監督に関連した、各当

局の責任に従って、全ての当局によって適用されるものと想定されている。しか

し、多数の当局が存在する場合には、管轄区域での ICPs の実施が説明可能な枠

組みの中で生じることを確保するよう、当局間で調整のための取決めが確立され

ることが不可欠である。

11. 監督者は、透明性および説明責任を持って機能しなくてはならない。監督者

は、その任務を実行する法的権限を必要とする。しかし、法的権限が与えられて

いるだけでは ICP の遵守を示すには充分でないことに注意すべきである。監督者

は、実際に自身の法的権限を行使できることも実証するべきである。同様に、監

督者は、監督上の要件を設定するだけでは十分ではなく、また、これらの要件が
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supervisory requirements; it should also ensure that these requirements are 
implemented. Having the necessary resources and capacity is essential for the 
supervisor to effectively exercise its legal authority and implement supervisory 
requirements.  

12. The supervisor must recognise that transparency and accountability in all its 
functions contribute to its legitimacy and credibility. A critical element of 
transparency is for the supervisor to provide the opportunity for meaningful public 
consultation on the development of supervisory policies, and in the establishment 
of new and amended rules and regulations. To further ensure the proper 
functioning of the insurance sector and promote transparency and accountability, 
the supervisor should establish clear timelines for public consultation and action, 
where appropriate.  

Application of ICPs and standards to group-wide supervision 

13. The ICPs and standards apply to the supervision of insurers at the legal entity 
and the insurance group level, unless otherwise specified. The application of 
individual ICPs and standards to insurance groups may vary and where 
appropriate, further guidance is provided under individual ICPs and standards.  

14. It is recognised that the implementation of the ICPs and standards relevant to 
group-wide supervision may vary across jurisdictions depending on the 
supervisory powers and structure within a jurisdiction. There are direct and indirect 
approaches to group-wide supervision. Under the direct approach, the supervisor 
has the necessary powers over the parent and other entities in the insurance 
group and can impose relevant supervisory measures directly on such entities, 
including non-regulated entities. Under the indirect approach, supervisory powers 

実施されていることも確保するべきである。監督者が自身の法的権限を効果的に

行使し、監督上の要件を実施するには、必要なリソースかつ能力を有しているこ

とが不可欠である。

12. 監督者は、全ての機能における透明性および説明責任がその正当性および信

頼性に寄与するものであることを認識しなければならない。透明性において必要

不可欠な要素は、監督者が監督方針の策定に関して、ならびに、新規および改正

されたルールおよび規則の制定の際に、意義ある公開協議の機会を提供するとい

うことである。保険セクターの適切な機能を一層確実なものとし、透明性および

説明責任を向上するために、監督者は、適宜、公開協議および措置について明確

な時間軸を設定するべきである。

グループ全体の監督への、ICPs および基準の適用

13. ICPs および基準は、特に規定のない限り、保険会社の監督に、法人および保

険グループレベルで適用される。個々の ICPs および基準の保険グループへの適

用は、様々である可能性があり、また、適切な場合には、個々の ICPs および基

準の下にさらなる指針が定められる。

14. グループ全体の監督に関連する ICPs および基準の実施は、管轄区域内の監

督上の権限および構造によって、管轄区域内で様々である可能性があることが認

められる。グループ全体の監督には、直接的なアプローチおよび間接的なアプロ

ーチがある。直接的なアプローチでは、監督者は、親会社および保険会社内の他

の企業に対して必要な権力を有し、また、非規制事業体を含む、そのような事業

体に直接、妥当な監督上の措置を課すことができる。間接的なアプローチでは、

監督上の権限は、保険法人に焦点を当てており、また、非規制事業体を含むグル
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focus on the insurance legal entities and supervisory measures are applied to 
those insurance legal entities to address the group-wide risks posed by other 
entities within the group, including non-regulated entities. There may also be 
different combinations of elements of the direct and indirect approaches.  

15. Regardless of the approach, the supervisor must be able to demonstrate that 
in effect, the outcome is similar to having the supervisory requirements applied 
directly on those entities within the insurance group from which the risks are 
emanating. This is to ensure effective group-wide supervision, which includes 
ensuring that all relevant group-wide risks impacting the insurance entities are 
addressed appropriately. 

Implementation and assessment 

16. The ICPs can be used to establish or enhance a jurisdiction’s supervisory 
system. They can also serve as the basis for assessing the existing supervisory 
system and in so doing may identify weaknesses, some of which could affect 
policyholder protection and market stability. The Assessment Methodology (pages 
11 to 15) sets out factors that should be considered when using or implementing 
these ICPs and describes how observance should be evaluated.  

17. When implementing the ICPs and standards in a jurisdiction, it is important to 
take into account the domestic context, industry structure and developmental 
stage of the financial system and overall macroeconomic conditions. The methods 
of implementation will vary across jurisdictions, and while established 
implementation practices should be kept in mind, there is no mandated method of 
implementation. In the ICPs, the term “legislation” is used to include both primary 
legislation (which generally requires full legislative consent) and secondary and 

ープ内のその他事業体がもたらすグループ全体のリスクに対処するために、監督

上の措置がそれらの保険法人に適用される。また、直接的なアプローチおよび間

接的なアプローチは様々に組み合わせられる可能性もある。

15. アプローチに関係なく、監督者は、その結果が実際、リスクの発生先である

保険グループ内の企業に対して監督上の要件を直接適用することと類似してい

ると示せなければならない。これは、保険企業に影響する、グループ全体の全て

の関連リスクに対して適切な対処がなされるよう確保することを含め、効果的な

グループ全体の監督を確保するためである。

実施と評価

16. ICPs は、管轄区域の監督制度の確立または強化のために用いられうる。また、

それらは既存の監督制度を評価する基盤ともなり、またそうすることで脆弱性を

発見する可能性もあり、それらの脆弱性には保険契約者保護および市場安定性に

影響を及ぼすようなものもあるだろう。評価方法（11 頁から 15 頁）では、これ

らの ICPs を使用または実施する際に考慮されるべき事柄を規定し、および、そ

の遵守の評価方法について記載している。

17. 管轄区域において ICPs および基準を実施する場合、国内の状況、業界の構

造、金融システムの発展段階、およびマクロ経済全体の状況を考慮に入れること

が重要である。実施の方法は管轄区域間で異なり、確立された実施方法が念頭に

おかれるべきではあるが、義務付けられた実施方法は存在しない。ICPs では、

「法令」という用語は、一次法令（一般的に、議会の完全な同意が要求される）

ならびに法の強制力を持つが、通常は監督者の責任であるルールおよび規則を含

む二次法令およびその他形態の法令の双方を包含するために用いられる。
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other forms of legislation, including rules and regulations which have the legal 
force of law but are usually the responsibility of the supervisor.  

18. For an ICP to be regarded as being “observed” by a jurisdiction, the standards 
must be met without any significant shortcomings although there may be 
instances, where one can demonstrate that the ICPs have been observed through 
different means other than those identified in the standards. Conversely, owing to 
the specific conditions in individual jurisdictions, the standards identified in this 
document may not always be sufficient to achieve the objective of the specific ICP 
and therefore additional elements may have to be taken into account.  

Preconditions for effective insurance supervision 

19. An effective system of insurance supervision needs a number of external 
elements, or preconditions, on which to rely as they can have a direct impact on 
supervision in practice. The preconditions include:  

• sound and sustainable macroeconomic and financial sector policies;  
• a well developed public infrastructure;  
• effective market discipline in financial markets;  
• mechanisms for providing an appropriate level of protection (or public 

safety net); and  
• efficient financial markets.  

20. As these preconditions are normally outside the control or influence of the 
supervisor, the supervisor should not be assessed against these preconditions. 
However, the preconditions can have a direct impact on the effectiveness of 
supervision in practice. Therefore, where shortcomings exist, the supervisor 
should make the government aware of these and their actual or potential negative 

18. ある ICP が管轄区域によって「遵守されている」とみなされるためには、重

大な欠陥なく基準が満たされていなければならない。もっとも、基準で特定され

る手段以外の異なる手段での ICPs への遵守が実証できる例はありうる。反対に、

各管轄区域に特有の条件のために、本文書に特定された基準では特定の ICP の目

的を達成するのに必ずしも十分ではなく、したがって、付加的な要素が考慮され

なければならない可能性もある。

効果的な保険監督の前提条件

19. 効果的な保険監督システムは、外部要素または前提条件が実務における監督

に直接影響を与えうるため、信頼を置く多くの外部要素、または前提条件を必要

とする。前提条件には以下が含まれる：

・健全かつ持続可能なマクロ経済上および金融セクターの政策；

・充実した公共インフラ；

・金融市場における効果的な市場規律；

・適切なレベルの保護（または公的なセーフティー・ネット）をもたらすメカ

ニズム；および

・効率的な金融市場。

20. これらの前提条件は通常、監督者の統制または影響下にないため、監督者は、

これらの前提条件に対して評価されるべきではない。しかしながら、これらの前

提条件は、実務における監督の有効性に直接影響を与えうる。従って、欠陥があ

る場合、監督者は、これらの欠陥および監督目的への実際の、または、潜在的な

悪影響を政府に知らせ、ならびに、そうした欠陥が監督の有効性にもたらす影響
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repercussions for the supervisory objectives and should seek to mitigate the 
effects of such shortcomings on the effectiveness of supervision. The supervisor 
should have the necessary powers to make rules and establish procedures to 
address shortcomings. Where the preconditions for effective insurance 
supervision are not yet met, the supervisor should have additional powers or adopt 
other measures to address the weaknesses. 

21. Sound macroeconomic policies must be the foundation of a stable financial 
system. This is not within the mandate of supervisors, although they will need to 
react if they perceive that existing policies are undermining the safety and 
soundness of the financial system. In addition, financial sector supervision needs 
to be undertaken within a transparent government policy framework aimed at 
ensuring financial stability, including effective supervision of the insurance and 
other financial sectors.  

22. A well developed public infrastructure needs to comprise the following 
elements, which if not adequately provided, can contribute to the weakening of 
financial systems and markets or frustrate their improvement:  

• a system of business laws, including corporate, insolvency, contract, 
consumer protection and private property laws, which is consistently 
enforced and provides a mechanism for the fair resolution of disputes;  

• an efficient and independent judiciary;  
• comprehensive and well defined accounting principles and rules that 

command wide international acceptance;  
• a system of independent audits for companies, to ensure that users of 

financial statements, including insurers, have independent assurance that 
the accounts provide a true and fair view of the financial position of the 
company and are prepared according to established accounting principles, 

を軽減しようとするべきである。監督者は、欠陥に対処するためにルールを作り、

および、その手続きを確立するうえで必要な権力を有するべきである。効果的な

保険監督のための前提条件が未だ満たされない場合、監督者は、その脆弱性に対

処するために付加的な権力を有するか、または、他の対策を採用するべきである。

21. 健全なマクロ経済政策は、安定した金融システムの基盤をなさなければなら

ない。監督者は、現行の政策によって金融システムの安全性および健全性が損な

われていると判断した場合、これに対応する必要があるものの、当該政策は、監

督者の義務の範囲内にあるものではない。加えて、金融セクターの監督は、保険

およびその他の金融セクターの効果的な監督を含め、金融の安定性確保を目指す

透明性のある政府の政策の枠組みの中で、実施される必要がある。

22. 充実した公共インフラは、以下の要素から構成される必要があり、以下が充

分に提供されない場合、金融システムおよび市場を脆弱にする、または、それら

の改善を妨げる要因となりうる：

・一貫して執行され、および、紛争の公正な解決のためのメカニズムを提供

する、会社法、支払不能法、契約法、消費者保護法、および私有財産法を

含む、事業法のシステム；

・効率的および独立した司法；

・広く国際社会に受け入れられるに値する、包括的かつ明確に定義された会

計原則およびルール；

・財務諸表（accounts）が企業の財務状況について真実かつ公正な見解をも

たらし、および、確立された会計原則に準じて、監査人が自身の監査に責任

を持った上で作成されているという独立した保証を、保険会社を含む財務

諸表の利用者が有していることを確保するための、企業向けの独立監査シ
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with auditors held accountable for their work;  
• the availability of skilled, competent, independent and experienced 

actuaries, accountants and auditors, whose work complies with transparent 
technical and ethical standards set and enforced by official or professional 
bodies in line with international standards and is subject to appropriate 
oversight;  

• well defined rules governing, and adequate supervision of, other financial 
sectors and, where appropriate, their participants;  

• a secure payment and clearing system for the settlement of financial 
transactions where counterparty risks are controlled; and  

• the availability (to the supervisor, financial services and public) of basic 
economic, financial and social statistics.  

23. Effective market discipline depends, in part, on adequate flows of information 
to market participants, appropriate financial incentives to reward well managed 
institutions, and arrangements that ensure that investors are not insulated from 
the consequences of their decisions. Among the issues to be addressed are the 
existence of appropriate corporate governance frameworks and ensuring that 
accurate, meaningful, transparent and timely information is provided by borrowers 
to investors and creditors.  

24. In general, deciding on the appropriate level of policyholder protection is a 
policy question to be addressed by the relevant authorities, particularly if it may 
result in a commitment of public funds. Supervisors will normally have a role to 
play because of their in-depth knowledge of the entities involved. They should be 
prepared, as far as possible, and equipped to manage crises involving insurers. 
Such mechanisms of protection could include a system of policyholder 
compensation in the event of insolvency of an insurer. Provided such a system is 

ステム；

・公的または職業組織によって国際基準に従って設定および執行される、透

明性のある技術的および倫理的基準を遵守し、および、適切な監視下で業

務を行う、熟練していて有能な、独立した、および経験のあるアクチュア

リー、会計士および監査人の利用可能性；

・他の金融セクターおよび適切な場合にはその参加者を統治する、明確に定

義されたルール、ならびに、その充分な監督；

・カウンター・パーティーリスクが管理された金融取引の決済のための安全

な支払いおよび決済制度、ならびに

・経済、金融および社会に関する基本統計の（監督者、金融サービスおよび

一般大衆にとっての）利用可能性。

23. 効果的な市場規律は、その一部分を、市場参加者への充分な情報の流れ、よ

く経営されている機関に報いる適切な財務的インセンティブ、および、投資家が

自身の決定による結果から遮断されることのないよう確保する取り決めに依存

する。対処すべき課題のなかには、適切なコーポレート・ガバナンス枠組みが存

在していること、ならびに、正確で、有意義であり、透明性があり、およびタイ

ムリーな情報が、債務者から投資家および債権者に提供されるよう確保すること

がある。

24. 一般的に、保険契約者保護の適切なレベルを決定することは、関連当局によ

って対処されるべき政策上の問題であり、結果として公的資金投入につながる可

能性のある場合には特にそうである。監督者は、関連企業に関する深い知識があ

るために、通常、果たすべき役割があるだろう。監督者は、保険会社に関わる危

機の管理に向けて、可能な限り準備をし、および、備えるべきである。このよう

な保護のメカニズムには、保険会社の支払不能時の保険契約者補償制度が含まれ

うる。そのような制度が、モラル・ハザードを制限する目的で慎重に設計されて
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carefully designed to limit moral hazard, it can contribute to public confidence in 
the system. 

25. Efficient financial markets are important to provide for both long-term and 
short-term investment opportunities for insurers. They facilitate the assessment of 
the financial and risk position of insurers and execution of their investment and 
risk management strategies. When the financial market loses its efficiency, 
assessment of financial and risk positions can be more challenging for both 
insurers and supervisors. Therefore, supervisors will need to give due 
consideration to the impact of financial market efficiency on the effectiveness of 
their supervisory measures. 

いることを条件に、この枠組みは、その制度への国民の信頼に寄与しうる。

25. 効率的な金融市場は、保険会社にとっての長期的および短期的な双方の投

資機会を提供するうえで重要である。こうした市場により、保険会社の財務お

よびリスク状況の評価ならびに投資およびリスク管理戦略の実行が促進され

る。金融市場の効率性が失われると、財務およびリスク状況の評価は、保険会

社および監督者の双方にとって、より困難なものとなりうる。従って、監督者

は、自身の監督上の措置の有効性に対して金融市場の効率性がもたらす影響を

充分に考慮する必要があるだろう。

B) Assessment Methodology 

Review of preconditions for effective insurance supervision 

1. The review of preconditions should include an overview of the preconditions for 
effective insurance supervision, as described in paragraphs 19 to 25 of the 
Introduction:  

• sound and sustainable macroeconomic and financial sector policies;  
• a well developed public infrastructure;  
• effective market discipline in financial markets;  
• mechanisms for providing an appropriate level of systemic protection (or 

public safety net); and  
• efficient financial markets.  

2. The review should pay close attention to the adequacy of preconditions and 
provide a succinct and well structured factual summary, following the headings 
indicated in paragraph 1 above. This review should give a clear picture of the 

Ｂ）評価方法

効果的な保険監督のための前提条件のレビュー

1. 「はじめに」のパラグラフ 19 から 25 に記載されているような、効果的な監

督の前提条件についての概観が前提条件のレビューには含まれるべきである：

・健全かつ持続可能なマクロ経済的および金融セクターの政策；

・充実した公共のインフラ

・金融市場における効果的な市場規律

・適切なレベルのシステミックな保護（または公的なセーフティー・ネット）

をもたらすメカニズム、および

・効率的な金融市場

2. レビューにおいては、前提条件の充分性について細心の注意を払い、および、

上のパラグラフ 1 で示される表題に続いて、前提条件についての簡潔かつよく構

成された事実に基づく要約を提供すべきである。当該レビューは、前提条件と、
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interaction of the preconditions with the assessment of observance with the ICPs 
which should flag the individual ICPs which are most likely to be affected by any 
material weakness in the preconditions.  

3. The review should not evaluate a jurisdiction’s observance of the preconditions, 
as this is beyond the scope of the assessment of observance with the ICPs. 
Instead, the objective of the review of preconditions is to inform the assessment 
of the ICPs. The report normally should take up no more than one or two 
paragraphs for each type of precondition. Assessors may rely to the extent 
possible on IMF, World Bank and other official documents that assess the issues 
covered by the preconditions

3
.  

4. In particular, with regard to the presence of sound and sustainable 
macroeconomic policies, the report on the preconditions should be descriptive, 
and should not express an opinion on the adequacy of policies in these areas, 
other than through reference to analyses and recommendations in existing official 
documents. When relevant, the review should attempt to include an analysis of 
the linkages between these factors and the stability of the insurance sector.  

5. The review should also include a review of the relevant government financial 
sector policies, including whether there is a clear and published framework 
assigning responsibility to different bodies involved in financial stability and 
supervisory work.  

前提条件の何らかの重大な脆弱性により影響を受ける可能性の高い個々の ICP
を示すべき ICPsへの遵守状況の評価との相互作用について明確な描写を与える
べきである。

3. レビューは、管轄区域による前提条件の遵守について評価を行うべきではな
い。それは、ICPsの遵守の評価の範囲を超えているためである。むしろ、前提条
件のレビューの目的は、ICPs の評価について通知することにある。報告書では
通常、前提条件 1 種類につき 1 または 2 パラグラフを超える分量が割かれるべ
きではない。評価者は、前提条件が対象とする問題について評価する IMF、世界
銀行、およびその他の公的文書を、できる限り頼りにすることができる 3。

4. 健全かつ持続可能なマクロ経済政策の存在に関する場合は特に、前提条件に
ついての報告書は説明的な記述であるべきであり、既存の公的文書上の分析およ

び提言への参照を通じて行われる場合を除き、これらの分野における政策の充分

性について意見を述べるべきではない。妥当な場合、レビューにおいて、これら

の要素の連関性および保険セクターの安定性についての分析が含まれるよう試

みがなされるべきである。

5. レビューにおいてはまた、金融の安定性および監督業務に携わる様々な組織
に責任を割り当てる、明確かつ公表された枠組みがあるかどうかを含め、関連す

る、政府の金融セクター政策のレビューも含まれるべきである。

3 In the context of a Financial Sector Assessment Program (FSAP), assessors should rely on IMF and World Bank documents and should seek to ensure that the description and recommendations are consistent with 
other IMF and World Bank positions on the issues. 
金融セクター評価プログラム（FSAP）に照らして、評価者は IMFおよび世界銀行の文書を頼りとし、および、その記述および提言が、当該問題についての IMFおよび世界銀行の立場と一貫性を有するように確保し
ようとするべきである。
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6. A factual review of the public infrastructure should focus on elements relevant 
to the insurance sector. 

7. The review of the effectiveness of market discipline could, for instance, cover 
issues such as the presence of rules on corporate governance, transparency and 
audited financial disclosure, appropriate incentive structures for the hiring and 
removal of managers and Board members, protection of shareholders’ and other 
stakeholders’ rights, adequate availability of market and consumer information, an 
effective framework for new entrants, mergers, takeovers, and acquisition of 
equity interests, including those involving foreign entities.  

8. An overview of the appropriateness of safety nets could, for instance, include 
the following elements: an analysis of the functions of the various entities involved 
such as supervisors, the policyholder protection fund and, if appropriate, the 
central bank. The review should include a review of the extent to which 
supervisors are prepared and equipped to manage crises involving one or more 
insurers, including whether simulation exercises are undertaken and the 
availability of appropriate skills and adequate resources. The review should also 
include a review of any arrangements for the use of public funds (including central 
bank funds) and whether measures are in place to minimise moral hazard.  

9. The overview of whether there are efficient financial markets could cover, for 
example, the range of instruments and issuers (e.g. is there a spread of public 
sector issues, index-linked as well as conventional government bonds) and the 
spread of available maturities. The review could take note of how liquidity has 
been affected in markets in periods of stress. The review should focus on relevant 
issues for the carrying on of insurance business, taking into account the products 
offered, for example, whether annuities or other long term contracts of insurance 

6. 公共のインフラについての事実に基づくレビューは、保険セクターに関連す
る要素に焦点を当てるべきである。

7. 市場規律の有効性についてのレビューでは、例えば、コーポレート・ガバナン
ス、透明性、および監査済みの財務ディスクロージャーについてのルールの存在、

管理職および取締役会メンバーの採用および解任のための適切なインセンティ

ブ構造、株主およびその他ステークホルダーの権利保護、市場および消費者情報

の適切な利用可能性、外国企業に関係する場合を含めた、新規参入者、合併、買

収、および株式の持分取得のための効果的な枠組みなどの問題が対象となりう

る。

8. セーフティー・ネットの適切性についての概観には、例えば：監督者、保険契
約者保護基金および、適切な場合は中央銀行など様々な関連主体の機能について

の分析といった要素が含まれうる。レビューには、シミュレーション実施の有無、

ならびに適切な技能および充分なリソースの利用可能性を含む、1 社以上の保険
会社に関わる危機を管理するための、監督者の準備および備えがどの程度できて

いるかについてのレビューが含まれるべきである。レビューにはまた、（中央銀行

の資金を含む）公的資金の利用の取決め、および、モラル・ハザードを最小化す

るための対策が整備されているかどうかについてのレビューも含まれるべきで

ある。

9. 効率的な金融市場の有無についての概観は、例えば、様々な商品および発行者
（例：公債のスプレッド、指数連動および伝統的な国債があるか）、ならびに、利

用可能な満期の幅まで及びうる。評価では、ストレス時、流動性は市場において

どのような影響を受けるかについて記載がされうる。評価では、保険事業の継続

のために、例えば、年金保険またはその他長期保険契約が提供されているかどう

かなど、提供商品を考慮し、関連する問題に焦点が当てられるべきである。
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are provided.  

Assessment of ICPs 

10. The factors that should be considered when carrying out an assessment of a 
jurisdiction or authority’s observance of the ICPs and standards are set out below. 
When carrying out an assessment of observance, it is important to take into 
account the domestic context, industry structure and developmental stage of the 
financial system and overall macroeconomic conditions.  

11. The IAIS strongly encourages implementation of the framework for effective 
supervision described by the ICPs. Assessments can facilitate implementation by 
identifying the extent and nature of any weaknesses in a jurisdiction’s supervisory 
framework – especially those aspects that could affect policyholder protection and 
insurance sector stability – as well as recommending possible remedies.  

12. The framework described by the ICPs is general. Supervisors have flexibility 
in determining the specific methods for implementation which are tailored to their 
domestic context (e.g. legal and market structure). The standards set 
requirements that are fundamental to the implementation of each ICP. They also 
facilitate assessments that are comprehensive, precise and consistent. While the 
results of the assessments may not always be made public, it is still important for 
their credibility that they are conducted in a broadly uniform manner from 
jurisdiction to jurisdiction. 

Scope 

13. Assessments against the ICPs can be conducted in a number of contexts 

ICPsの評価

10. 管轄区域または当局の ICPs および基準の遵守状況の評価を実施する際に考
慮すべき要素は、以下に設定される。遵守状況の評価を実施する際には、国内事

情、業界の構造、および金融システムの発展段階、ならびに全体的なマクロ経済

の状況を勘案することが重要である。

11. IAIS は ICPs に記載されている効果的な監督のための枠組みの実行を強く勧
める。本評価は管轄区域の監督上の枠組み（特に保険契約者保護および保険セク

ターの安定性に影響を与えるもの）における脆弱性の規模および性質を特定する

と同時に、改善案を提言することにより、実行を促進する。

12. ICPsに記載された枠組みは、一般的なものである。監督者はそれぞれの国に
おける状況（例えば、法律および市場の構造）に合わせた、具体的な実行方法の

決定において柔軟性を持つべきである。基準は、各 ICPの実行において基本とな
る要件を設定する。これらはまた、包括的で正確かつ一貫性のある評価を助ける

ものである。評価結果は常に公表されるものではないが、管轄区域間で広く統一

の方法で実施されることが信頼性の観点から重要である。

範囲

13. ICPsに対する評価の実施については以下を始めとして、多くの方法がある：
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including:  
• self assessments, on either the full set of ICPs or against specific ICPs, 

performed by insurance supervisors themselves, sometimes with the 
assistance of other experts. Self assessments may be followed by peer 
review and analysis.  

• reviews conducted by third parties  
• reviews conducted in the context of the IMF and World Bank Financial 

Sector Assessment Program (FSAP).  

14. Normally, but not always, the ICPs should be equally applicable to both life 
and non-life sectors in order for an overall rating to be assigned. Similarly, it is 
possible that certain specialised parts of the insurance sector would have 
observance with the ICPs differing from the other insurance business in the 
jurisdiction. Where the legal or practical position is materially different between life 
and non-life insurance or with respect to specialised parts of the insurance 
business in the jurisdiction such that it would give rise to a different rating had the 
assessments been carried out separately, it is open to the assessor to consider 
assigning a level of observance separately for the two parts of the insurance 
sector for that particular principle. In such cases, the distinction should be clearly 
identified in the report.  

15. Generally, an assessment should be conducted on a system-wide 
jurisdictional basis. However, follow-up assessments could focus on identified 
weaknesses or areas of particular risk. Full FSAP reviews are always done with 
respect to the jurisdiction as a whole. Where more than one authority is involved 
in the supervisory process, the interaction of supervisory roles should be clearly 
described in the assessment. If an assessment is conducted in the context of an 
individual supervisor, a standard may be assessed as not applicable if the 

・保険監督者自身による、ICPs全体または特定の ICPsに対する自己評価（場
合により他の専門家の補助を得て行うもの）。自己評価はピア・レビューお

よび分析を伴う場合がある。

・第三者によるレビュー

・IMF および世界銀行の金融セクター評価プログラム（FSAP）の関連による
レビュー。

14. 常にではないが、通常、ICPsは全体評価のために生命保険および損害保険の
双方に等しく適用されるべきである。同様に、保険セクターのある特定部分が、

管轄区域内のその他の保険事業と異なった ICPs を遵守するということがありう
る。法的または実務的な位置付けが生命保険・損害保険間または管轄区域内の一

部の特定保険事業について全く異なることから評価が区別して実施され、異なる

評価が生じる場合、評価者が特定のプリンシプルについて 2つの保険セクターの
部門の遵守レベルを区別して示すことを検討することは認められる。そのような

場合、報告書においてその区別は明確にされるべきである。

15. 一般的に、評価はシステム全体にわたり管轄区域ベースで行われるべきであ
る。しかしながら、事後評価は、認識された脆弱性または特定のリスク分野に焦

点を当てて行われうる。完全な FSAPにおけるレビューは常に管轄区域全般の観
点から行われる。複数の当局が監督プロセスに関与する場合、監督の役割の相互

作用は評価に明確に記述されるべきである。評価が個別の監督者の観点から行わ

れる場合、基準は、管轄区域内の別の当局が責任を有する場合は、適用外と評価

される可能性がある。しかしながら、その基準を遵守する責任がある当局は、報
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responsibility lies with another authority within the jurisdiction. However, the 
authority responsible for the observance of that standard should be indicated in 
the report.  

Conduct of independent assessments - assessment by experts 

16. The process of assessing each ICP requires a judgmental weighing of 
numerous elements that only qualified assessors with practical and relevant 
experience can provide. Assessors not familiar with the insurance sector could 
come to incorrect or misleading conclusions due to their lack of sector specific 
knowledge. Therefore, independent assessments should only be conducted by 
those with relevant background and professional experience.  

Conduct of independent assessments - access to information 

17. When conducting an independent assessment, prior consent from the relevant 
local authorities is required so that assessors can have access to a range of 
information and people. The required information may include not only published 
information such as the legislation and administrative policies but also non-
published information, such as self-assessments, operational guidelines for 
insurance supervisors and the like. The information should be provided as long as 
it does not violate confidentiality requirements. This information should be 
provided and analysed in advance to the extent possible, in order to ensure that 
subsequent on-site visits are efficient and derive the most value. The assessor 
will need to meet with various individuals and organisations, including the 
insurance supervisor or supervisors, other domestic supervisory authorities, any 
relevant government ministries, insurers and insurance industry associations, 
actuaries, auditors, and other financial sector participants.  

告書内で示されるべきである。

独立した評価の実施―専門家による評価

16. 各 ICPの評価の過程においては、実務上および関連する経験のある適格な評
価者でしかできないような、様々な要素の比較考量が必要である。保険セクター

に明るくない評価者は、当該セクターに固有の知識が不足しているために、誤っ

た、あるいは誤導的な結論を導き出しうる。そのため、独立した評価は、関連す

る経歴および専門的経験を有する評価者によってのみ実施されるべきである。

独立した評価の実施－情報へのアクセス

17. 独立した評価を実施するにあたっては、評価者が様々な情報および人物にア
クセスできるよう、予め現地の関連当局から同意を得ることが必要である。必要

な情報は、法令および行政方針のような公表情報に限らず、自己評価および保険

監督者の実務ガイドラインなどのような非公表情報も含まれる可能性がある。守

秘義務に触れない限りにおいて、こうした情報は提供されるべきである。この情

報は、その後の現地視察が効率的となり、かつ最大の価値を得られるよう確保す

るために、可能な限り事前に提供され分析されるべきである、評価者は、様々な

人物および組織と会う必要がある。その中には、1 または複数の保険監督者、国
内の他の監督当局、関連する政府機関、保険会社および保険業界団体、アクチュ

アリー、監査人、ならびに、他の金融セクターの参加者が含まれる。
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Assessment Categories 

Assessment of standards 

18. In making the assessment, each of the standards has to be considered. The 
standards should be assessed using five categories: observed, largely 
observed, partly observed, not observed, and not applicable.  

19. For a standard to be considered observed it is usually necessary that the 
supervisor has the legal authority to perform its tasks and that it exercises this 
authority to a satisfactory level. Where the supervisor sets requirements it should 
also ensure that these requirements are implemented. Having the necessary 
resources is essential for the supervisor to effectively implement the requirements. 
Authority provided in the legislation is insufficient for full observance to be 
recorded against a standard except where the standard is specifically limited in 
this respect. In the event that the supervisor has a history of using a practice for 
which it has no explicit legal authority, the assessment may be considered as 
observed if the practice is clearly substantiated as common and generally 
accepted.  

20. Assessments are based solely on the legislation and other supervisory 
requirements and practices that are in place at the time. Nevertheless, 
improvements already proposed by the supervisor can be noted in the
assessment report by way of additional comments so as to give credit for efforts 
that are important but at the time the assessment is made, have yet to be fully 
implemented. Similarly, legislation that does not meet with a satisfactory level of 

評価の区分

基準の評価

18. 評価にあたっては、各基準が考慮されなければならない。基準は、「遵守
（observed）」「概ね遵守（largely observed）」「一部遵守（partly observed）」
「不遵守（not observed）」および「適用外（not applicable）」の 5種類の評価
区分に従って評価されるべきである。

19. 基準が遵守とみなされるためには、監督者がその任務の遂行のための法的権
限を有し、かつ、満足できる水準まで当該権限を行使することが通常は必要であ

る。監督者が要件を設定する際には、その要件が実行されることもまた確保すべ

きである。監督者が効果的にその要件を実行するためには、必要なリソースを有

していることが不可欠である。法令で規定される権限は、基準がこの点において

特に限定的な場合を除き、基準を完全に遵守していると記録されるために不十分

である。監督者が明確な法的権限を有せずに実務を行ってきた経緯がある場合

で、当該実務が共通なものとして明確に具体化され、かつ一般に受け入れられた

ものであるならば、その評価は遵守されているものとみなされる可能性がある。

20. 評価は、その時点において整備されている法令およびその他の監督要件なら
びに実務のみに基づいて行われる。それでもなお、監督者によって既に提案され

た改善は、重要だが評価時点ではまだ完全実施がなされていない取組について評

価をする目的で、追加コメントの形で、評価報告書に記載されうる。同様に、実

務において満足のいくレベルの遵守がなされていない法令は基準を「遵守」とし

て記録する基礎を提供することはできない。従って、評価がいつ行われたかを認
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observance in practice cannot provide the basis for recording a standard as 
“observed”. As a result, it is important to recognise when the assessment is 
conducted and to record this in the report.  

21. For a standard to be considered as largely observed, it is necessary that only 
minor shortcomings exist which do not raise any concerns about the supervisor’s 
ability to achieve full observance with the standard. A standard will be considered 
partly observed whenever, despite progress, the shortcomings are sufficient to 
raise doubts about the supervisor’s ability to achieve observance. A standard will 
be considered not observed whenever no substantive progress toward 
observance has been achieved.  

22. A standard would be considered not applicable if the standard does not apply 
given the structural, legal and institutional features of a jurisdiction.  

Assessment of principles 

23. As noted above, the level of observance for each ICP reflects the assessments 
of its standards. An ICP will be considered observed whenever all the standards 
are considered to be observed or when all the standards are observed except for 
a number that are considered not applicable. An ICP will be considered to be not 
applicable when the standards are considered to be not applicable. 

24. With respect to an assessment of an ICP that is other than observed or not 
applicable, similar guidance is to be used as applies to the standards themselves. 
So, for an ICP to be considered largely observed, it is necessary that only minor 
shortcomings exist which do not raise any concerns about the supervisor’s ability 
to achieve full observance with the ICP. An ICP will be considered partly 

識し、これを報告書に記載することが重要である。

21. 基準が概ね遵守とみなされるためには、当該基準の完全遵守を達成する監督
者の能力には何ら懸念のない、マイナーな欠点しかないことが必要である。基準

の遵守に対する監督者の能力について疑問を抱かせるに充分な欠点がある場合

には、その改善状況に係わらず、基準は、一部遵守とみなされるだろう。基準遵

守に対する実質的な進捗が全く見られない場合、基準は、不遵守とみなされるだ

ろう。

22. 管轄区域の構造的、法的および機関的性格に鑑みて基準が適用されない場合
は、基準は適用外とされるだろう。

プリンシプルの評価

23. 上記の通り、各 ICP の遵守レベルは ICP の基準の評価を反映したものであ
る。全ての基準が遵守されているとみなされる場合はいつでも、または、適用外

であるとみなされる項目を除く全ての基準が遵守されている場合、当該 ICPは遵
守とみなされる。基準が適用外とみなされる場合、ICPは適用外とみなされる。

24. 遵守または適用外以外の ICPに対する評価については、基準そのものに対す
る評価に適用されるものと同様のガイダンスが用いられる。従って、ICPが概ね
遵守とみなされるためには、当該 ICP の完全遵守を達成する監督者の能力には
何ら懸念のない、マイナーな欠点しかないことが必要である。ICPの遵守に対す
る監督者の能力について疑問を抱かせるに充分な欠点がある場合には、その改善
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observed whenever, despite progress, the shortcomings are sufficient to raise 
doubts about the supervisor’s ability to achieve observance. An ICP will be 
considered not observed whenever no substantive progress toward observance 
has been achieved.  

25. While it is generally expected that full observance of an ICP would be achieved 
through the observance of the standards, there may be instances, where a 
jurisdiction can demonstrate that observance with an ICP has been achieved 
through different means. Conversely, due to specific conditions in a jurisdiction, 
meeting the standards may not be sufficient to achieve observance of the 
objective of an ICP. In these cases, additional measures are needed in order for 
observance of the particular ICP to be considered effective.  

Reporting 

26. The IAIS does not prescribe the precise format or content of reports that result 
from an assessment against the ICPs. It does, however, consider that the report 
should:  

• be in writing  
• include both the assessment of observance itself and any additional 

information referred to in this section  
• identify the scope and timing of the assessment  
• in the case of an external assessment, identify the assessors  
• in the case of an external assessment, refer to the information reviewed and 

meetings conducted, and note when any of the necessary information was 
not provided and the impact that this may have had on the accuracy of the 
assessment  

• in the case of an external assessment, include prioritised recommendations 

状況に係わらず、ICPは、一部遵守とみなされるだろう。ICP遵守に対する実質
的な進捗が全く見られない場合は、不遵守とみなされるだろう。

25. 一般的には、基準の遵守を通じて、ICPの完全遵守が達成されると期待され
るが、他の方法によって ICPの遵守の達成を管轄区域が示せる場合もある。逆に、
管轄区域の特殊事情により、基準を満たすのみでは、ICP の目的の遵守を達成す
るには充分でない場合もある。これらのケースにおいては、特定の ICPの遵守が
有効であるとみなされるために、さらなる措置が必要である。

報告

26. IAISは ICPに対する評価結果の報告様式または内容に関して明確には定めて
いない。しかしながら、報告書には、以下の事項がなされるべきであると考えて

いる：

・書面であること

・遵守状況の評価そのものおよび、本セクションで言及されているあらゆる追

加情報の双方が記載されていること

・評価の範囲および時期を特定すること

・外部評価の場合、評価者を特定すること

・外部評価の場合、レビューされた情報、実施した会合について言及され、な

らびに、必要な情報が提供されなかった場合はその事実、および、そのこと

が評価の正確性にもたらしたと考えられる影響について記載されているこ

と

・外部評価の場合、評価自体が最終目的とみなされるべきではないと認識し、
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for achieving improved observance of the ICPs recognising that the 
assessment should not be considered as an end in itself  

• in the case of an external assessment, include the formal comments 
provided by the supervisors in response to the assessment  

• include a review of areas identified in this section as the preconditions to 
effective supervision.  

27. The question of publication of the results of an assessment is a matter for the 
local authorities. 

ICPのより良い遵守を達成するための優先順位が付けられた提言が含まれて
いること

・外部評価の場合、その評価に対する監督者の公式なコメントが含まれている

こと

・効果的な監督の前提条件として、本セクションにおいて特定されている分野

のレビューが含まれていること。

27. 評価結果の公表についての問題は現地当局の考慮する事項である。

ICP 1 Objectives, Powers and Responsibilities of the Supervisor 
The authority (or authorities) responsible for insurance supervision and 
the objectives of insurance supervision are clearly defined. 

1.1 Primary legislation clearly defines the authority (or authorities) 
responsible for insurance supervision. 

1.1.1 The authority (or authorities) responsible for insurance supervision should 
be clearly identified in primary legislation. Where there are multiple authorities 
responsible for insurance supervision (e.g. separate authorities for prudential and 
market conduct supervision, for macro and micro prudential supervision, or for 
licensing and ongoing supervision), it is important that the institutional framework 
and the responsibilities of the respective authorities are clearly set out in 
legislation for clarity and to ensure all the objectives of insurance supervision are 
met.  

1.2 Primary legislation clearly defines the objectives of insurance 
supervision and the mandate and responsibilities of the supervisor and 

ICP 1 監督者の目的、権限および責任
保険監督に責任を持つ当局および保険監督の目的は明確に定義される。

1.1 一次法令(primary legislation)は、保険監督に責任を持つ当局を明確に定義
する。

1.1.1 保険監督に責任を持つ当局は、一次法令により明確に特定されるべきであ
る。保険監督に責任を持つ当局が複数存在する場合（例えば、健全性監督および

市場行為の監督、マクロおよびミクロの健全性監督、または、免許付与および継

続的な監督を担当する当局が分かれている場合）は、組織化された枠組みおよび

個々の当局の責任が法令において明確に規定され、および、保険監督の目的の全

てが達成されていることが重要である。

1.2 一次法令は、保険監督の目的および監督者の責務および責任を明確に定義
し、ならびに、監督者に対して、行政的な手段により規則を発行し、それを実施
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gives the supervisor adequate powers to conduct insurance supervision, 
including powers to issue and enforce rules by administrative means and 
take immediate action. 

1.2.1 Publicly defined objectives foster transparency. With this basis, the public, 
government, legislatures and other interested bodies can form expectations about 
insurance supervision and assess how well the authority is achieving its mandate 
and fulfilling its responsibilities.  

1.2.2 Being entrenched in primary legislation ensures that the mandate and 
functions of the supervisor cannot be changed on an ad-hoc basis. The process 
of periodically updating the primary legislation can promote transparency by way 
of public discussions on relevant issues; however, if done too frequently, 
stakeholders may form the impression that the policymaking process is unstable.
Therefore, it would be prudent to avoid being overly specific in the primary 
legislation, which could be supplemented as needed with updated regulations, for 
example.  

1.2.3 Legislation should be clearly specified and sufficiently extended so that the 
objectives of legal entity and group-wide supervision are allowed for and the 
supervisor has adequate powers to achieve these objectives.  

1.2.4 The objectives of group-wide supervision could be achieved either by direct 
means where the supervisor has explicit authority and powers over entities within 
the group, including the head of the group, or via the use of an indirect approach 
where the supervisor has adequate power and authority over the regulated insurer 
to access information in respect of the head of and other entities in the group and 
apply relevant requirements.  

させる権限および、即時の措置を講じる権限を含め、保険監督を実行するための

充分な権限を与える。

1.2.1 公に定義された目的は透明性を向上させる。これに基づき、公衆、政府、
立法機関、およびその他の関係団体は保険監督に関する期待をすることができ、

ならびに、当局がいかに良くその責務を履行し、および責任を果たしているかに

ついて評価することができる。

1.2.2 一次法令の中に固定化されることは、監督者の責務および機能が場当たり
的に変更されるものではないことを確実なものとする。一次法令を定期的に更新

するプロセスは、関連事項に関する公開討議を通じて透明性を高めることができ

るが、あまりにも頻繁にそれを行うことは、利害関係者に政策立案のプロセスが

不安定であるという印象を与えかねない。したがって、一次法令においては、過

度に特定化されたものを避けるのが賢明であり、その一次法令は、例えば規則の

更新などを伴い必要に応じた補足がなされうる。

1.2.3 法令は、法人およびグループ全体の監督の目的が考慮され、かつ監督者が
本目的を達成する適切な権限を有するよう、明確に規定され、かつ十分に拡張さ

れるべきである。

1.2.4 グループ全体の監督の目的は、監督者がグループの代表企業を含むグルー
プ内の企業に対して明示的な当局および権限を有するという直接的な手段によ

り、または、監督者が、グループの代表企業および他の企業に関する情報にアク

セスしかつ関係する要件を適用するために、規制対象の保険会社に対して適切な

当局および権限を有するという間接的なアプローチを通じて達成されうる。
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1.2.5 As overall coordinator for the supervision of the group, the group-wide 
supervisor should have sufficient legal power and authorities in place in order to 
practice supervision on a group-wide basis whilst also effecting coordination and 
collaboration with other relevant supervisors.  

1.2.6 The group-wide supervisor should have sufficient authority and power in 
order to coordinate and disseminate the essential information needed for 
reviewing and evaluating risks and assessing solvency on a group-wide basis. A 
group-wide supervisor ultimately should be responsible for ensuring effective and 
efficient group-wide supervision.  

1.2.7 At a jurisdictional level, it is important that legislation supports the supervisor 
of an insurer which is part of a group to appropriately contribute to the supervision 
of that group on a group-wide basis.  

1.3 The principal objectives of supervision promote the maintenance of a 
fair, safe and stable insurance sector for the benefit and protection of 
policyholders. 

1.3.1 While the precise objectives of supervision may vary by jurisdiction, it is 
important that all insurance supervisors are charged with the objective of 
protecting the interests of policyholders.  

1.3.2 Often the supervisor’s mandate includes several objectives. As financial 
markets evolve and depending on current financial conditions, the emphasis a 
supervisor places on a particular objective may change and, where requested, this 
should be explained.  

1.2.5 グループ監督の全体的な調整者として、グループ全体の監督者は、グルー
プ全体ベースの監督を行う一方、他の関係する監督者との調整および協調を達成

するために、十分な法的権限および当局を整備すべきである。

1.2.6 グループ全体の監督者は、グループ全体ベースでリスクをレビューおよび
評価し、ならびにソルベンシーを評価するために必要とされる重要な情報を、調

整しおよび広めるために十分な当局および権限を有するべきである。グループ全

体の監督者は、最終的に効果的かつ効率的なグループ全体の監督を確保する責任

を負うべきである。

1.2.7 管轄区域レベルでは、グループに属する保険会社の監督者が、グループ全
体ベースでの当該グループの監督に適切に貢献できるよう、法令が支援すること

が重要である。

1.3 監督の主たる目的は、保険契約者の利益および保護のために公正、安全かつ
安定した保険セクターの維持を促進することである。

1.3.1 監督者の厳密な目的は管轄区域によって異なる可能性がある一方で、全て
の保険監督者が保険契約者の利益を保護するという目的を担うことが重要であ

る。

1.3.2 監督者の責務には、いくつかの目的が含まれていることが多い。金融市場
が進展するにつれ、および、現在の財務状況によって、監督者は特定の目的に対

して置く重点が変化する可能性があり、また、要請される場合には、これについ

て説明がなされるべきである。
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1.4 Where, in the fulfilment of its objectives, the supervisor identifies 
conflicts between legislation and supervisory objectives, the supervisor 
initiates or proposes correction in legislation.  

1.4.1 As markets evolve, the supervisor may identify changes in the environment 
that affect the fairness, safety or stability of the insurance sector that are not 
currently addressed by legislation. The supervisor should initiate or propose 
changes to legislation to ensure supervisory objectives can continue to be 
achieved. 

1.4 監督者がその目的の達成において法令と監督目的との間の不一致を確認し
た場合は、当該監督者は法令の訂正を主導または提案する。

1.4.1 市場が進展するにつれ、監督者は、現在は法令において取扱われていない
保険セクターの公正性、安全性または安定性に影響する環境の変化を認識する可

能性がある。監督者は、今後も監督目的を達成し続けることが確実にできるよう、

法令の変更を主導または提案するべきである。

ICP 2 Supervisor 
The supervisor, in the exercise of its functions and powers: 
• is operationally independent, accountable and transparent 
• protects confidential information 
• has appropriate legal protection 
• has adequate resources 
• meets high professional standards

2.1 The governance structure of the supervisor is clearly defined. Internal 
governance procedures, including internal audit arrangements, are in place 
to ensure the integrity of supervisory actions. There is effective 
communication and prompt escalation of significant issues to appropriate 
levels within the supervisor. The decision-making lines of the supervisor are 
structured in such a way that action can be taken immediately in the case of 
an emergency.  

2.1.1 Independence should be accompanied by accountability to ensure that the 

ICP2 監督者
監督者は、その機能と権限の行使において、

・運営上独立し、説明責任を持ち、また透明性を持つ。

・秘密情報を保護する。

・適切な法的保護を有する。

・充分な資源を有する。

・高い専門職業上の基準を満たす。

2.1監督者の統治の構造が明確に規定される。監督上の措置の完全性を確保する
ために、内部監査取決めを含む内部統治の手続きが整備される。重大な事項は、

監督者内の適切なレベルへの効果的な伝達および迅速なエスカレーションが行

われる。緊急時に直ちに措置を講じることができるような方法で、監督者の意思

決定のラインが組み立てられる。

2.1.1 独立性は、当該監督者が法制において与えられている責務に従ってその機
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supervisor performs its functions in accordance with the mandate it is given in 
legislation and does not act beyond its powers. Failure by the supervisor to meet 
or deviation from its objectives should be explained to relevant stakeholders. The 
supervisor is accountable for the actions it takes in fulfilling its mandate to those 
who delegated the responsibility - the government or the legislature - as well as to 
those it supervises and the public at large. It should provide the rationale for 
decisions taken.  

2.2 There are explicit procedures regarding the appointment and dismissal 
of the head of the supervisor and members of its governing body, if such a 
governing body exists. When the head of the supervisor or members of its 
governing body are removed from office, the reasons are publicly disclosed. 

2.2.1 The “head of the supervisor” refers to the individual who heads the 
management team (in some cases referred to as the “management board”) and 
exercises full management responsibility for the day-to-day functioning and 
decisions of the supervisor, while the “governing body” would be the body of 
individuals that exercises oversight of the management team. The “head of the 
supervisor” may or may not also be a member of the “governing body”. 

2.3 The institutional relationships between the supervisor and the executive 
and judicial authorities are clearly defined and transparent. Circumstances 
where executive overrides are allowed are specified. 

2.3.1 It is important to define the relationship between the supervisor and the 
executive and judicial authorities, including the circumstances and processes for 
sharing information, consultation or approval with the relevant authority and the 
manner in which the supervisor could be subject to judicial review. This might 

能を実行し、その権限を越えて活動しないことを確保する説明責任を伴うべきで

ある。監督者が目的を果たせなかった場合、または、その目的を逸脱した場合は、

関係する利害関係者に説明されるべきである。監督者は、責任を委任した組織で

ある政府または立法府、監督の対象者、および広く公衆に対して、その責務を実

行する上で講じた措置に説明責任を持つ。監督者は、下された決定の根拠を明ら

かにすべきである。

2.2監督者のトップおよび、統治機関が存在する場合にはその統治機関のメンバ
ーの任命と解任に関する明確な手続きが存在する。監督者のトップまたはその統

治機関のメンバーが解任される場合には、その理由が公に公開される。

2.2.1 「監督者のトップ」が、管理チーム（管理委員会と呼ばれることもある）
を率い、監督者の日々の機能および決定に全面的な管理責任を負う人物を指す一

方、「統治機関」は、その管理チームの監視を実施する人物の集まる機関となる

だろう。「監督者のトップ」はまた、「統治機関」のメンバーにもなる場合がある。

2.3監督者と行政および司法当局との制度的な関係が明確に定義され、透明性を
持つ。行政当局の優越が認められる状況について明記される。

2.3.1 関連する当局との情報の共有、協議または承認の状況およびプロセスなら
びに監督者を司法審査の対象としうる方法を含む、監督者と、行政および司法当

局との関係について定義することが重要である。これには提供されるべき情報、

相互利益の問題に関する各企業による協議の方法、および関連する当局からの承
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include establishing what information should be provided, how each entity should 
consult on matters of mutual interest and when approval from relevant authorities 
is necessary.  

2.4 The supervisor and its staff are free from undue political, governmental 
and industry interference in the performance of supervisory 
responsibilities. The supervisor is financed in a manner that does not 
undermine its independence. The supervisor has discretion to allocate its 
resources in accordance with its mandate and objectives and the risks it 
perceives.  

2.4.1 Operational independence of the supervisor includes having the discretion 
to allocate its financial and human resources in accordance with its objectives.  

2.4.2 In the ordinary course of business, the supervisor should not manage or 
otherwise run the insurers it supervises. A member of the governing body of the 
supervisor should exclude him/herself from decisions where he/she is in a conflict 
of interest position.  

2.5 There are clear and transparent regulatory requirements and 
supervisory procedures which are appropriate for the objectives they are 
intended to meet. The supervisor applies them consistently and equitably, 
taking into account the nature, scale and complexity of insurers. These 
regulatory requirements and supervisory procedures are published. 

2.6 Regulatory requirements and supervisory procedures are reviewed 
regularly. All material changes are normally subject to prior public 
consultation. 

認が必要な時期についての規定が含まれる場合もある。

2.4監督者とその職員は、監督責任の遂行において、不当な政治的干渉、政府や
業界からの不当な干渉を受けない。監督者は、独立性を損なわない形で、資金が

供給される。監督者は、その責務、目的および監督者が認識するリスクに応じて

資源を配分する自由裁量権を有する。

2.4.1 監督者の運営上の独立性には、その目的に従って財政的資源および人的資
源を分配する自由裁量権を有することが含まれる。

2.4.2通常の業務においては、監督者は、自身が監督する保険会社の管理または、
経営を行うべきではない。監督者の統治機関のメンバーは、決定事項について利

害を有する立場にある場合には、その決定に関わるべきでない。

2.5監督者およびその職員が果たそうとする目的に適切な明確かつ透明性のある
規制上の要件および監督上の手続きがある。監督者は保険会社の性質、規模およ

び複雑性を考慮の上、それらを矛盾なくかつ公平に適用する。これらの規制上の

要件および監督上の手続きは公表される。

2.6 規制上の要件および監督上の手続きは定期的にレビューされる。全ての重大
な変更は、通常、事前に公開協議の対象となる。
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2.6.1 Significant changes to the supervisor’s regulatory requirements and 
supervisory procedures should be subject to appropriate consultation with the 
public and the insurance industry. This would include not only substantive rules of 
general applicability but also policies and interpretations that are not confidential 
but that may affect members of the public. Detailed procedural manuals that are 
normally internal documents used to guide staff of the supervisor in the 
performance of their day-to-day duties would be excluded.  

2.7 The supervisor publishes information on the insurance sector, about its 
own role and how it performs its duties. 

2.7.1 Unless reliably published by other parties in a timely fashion, the supervisor 
publishes information and analysis about the financial condition of the insurance 
sector.  

2.7.2 Transparency reinforces accountability of supervisors. The supervisor 
publishes: 
• information on its role and responsibilities;  
• a report, at least annually and in a timely manner on the conduct of its 

supervision describing its performance in pursuing its objectives;  
• information and analysis about the financial situation of the insurance sector; 
• information about problem or failed insurers, including information on 

supervisory actions taken, subject to confidentiality considerations and in so far 
as it does not jeopardise other supervisory objectives; and  

• its audited financial statements at least annually.  

2.8 There are processes to appeal against supervisory decisions, including 

2.6.1 監督者の規制上の要件および監督上の手続きの重大な変更は、公衆および
保険業界との適切な協議の対象となるべきである。これは、一般的に適用される

実質的なルールのみでなく、機密性はないが公衆に影響を与えることがある方針

および解釈をも含むものとなるだろう。監督者の職員が日々の職務を行ううえで

のガイドとなる、通常は内部文書である詳細な手続きの手引きは除外されるだろ

う。

2.7監督者は、自身の役割およびその義務の遂行についての保険セクターに関す
る情報を公表する。

2.7.1 他者によって、タイムリーな方法で信頼に足る公表がなされない限り、監
督者は保険セクターの財務状態についての情報および分析を公表する。

2.7.2 監督者の説明責任は、透明性によって強化される。監督者は以下を公表す
る：

 ・監督者の役割および責任についての情報；

 ・少なくとも１年に１回、そしてタイムリーな、監督の実行に関する、その目

的遂行における実績を記述した報告書；

 ・保険セクターの財務状態についての情報および分析

 ・機密性の考慮に制約され、また、その他の監督上の目的を損なわない範囲に

おいて、監督上の措置を含む、問題のあるまたは破綻した保険会社に関する

情報；および

 ・少なくとも年に 1回、監査済みの財務諸表。

2.8司法審査を利用することを含め、監督上の決定に対して控訴するプロセスが
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using judicial review. These processes are specific and balanced to 
preserve supervisory independence and effectiveness. However, they do 
not unduly impede the ability of the supervisor to make timely interventions 
in order to protect policyholders’ interests. 

2.8.1 The existence of an appeals or review mechanism helps ensure that 
regulatory and supervisory decisions are made within the law as consistently as 
possible and are well reasoned. However, this should not unduly impede the ability 
of the supervisor to exercise its functions and powers effectively and swiftly.  

2.9 The supervisor, including its staff and any individual acting on its behalf 
(presently or in the past), are required by legislation to protect the 
confidentiality of information in the possession of the supervisor, including 
confidential information received from other supervisors. The supervisor 
maintains appropriate safeguards for the protection of confidential 
information. Wrongful disclosure of confidential information is subject to 
penalties. The supervisor denies any request for confidential information, 
other than when required by law, or when requested by another supervisor 
who has a legitimate supervisory interest and the ability to uphold the 
confidentiality of the requested information. 

2.9.1 The penalties for the wrongful disclosure of confidential information should 
be specified in legislation. Such penalties may include disciplinary actions or 
criminal proceedings.  

2.9.2 All persons (presently or in the past) gaining access to confidential 
information should be subject to the penalties for the wrongful disclosure of that 
information. 

ある。これらのプロセスは、監督の独立性および有効性を保つために、明確化さ

れ、および、均衡が保たれる。しかし、これらは、監督者が契約者の利益を保護

するためにタイムリーな介入を行う能力を不当に妨げない。

2.8.1 控訴またはレビュー・メカニズムの存在は、規制上および監督上の決定が
法の範囲内で可能な限り矛盾なく行われ、十分に道理に基づいたものであること

を確保するうえで役立つ。しかしながら、これは、監督者がその機能および権限

を効果的かつ迅速に行使する能力を不当に妨げるべきではない。

2.9監督者は、（現在または過去において）その職員および監督者のために行動す
るいかなる個人も含め、他の監督者から受領した機密情報を含めた、監督者が所

有する情報の機密性を保護するよう法令で要求される。監督者は、機密情報保護

のための適切な保護措置を維持する。機密情報の不当開示は、処罰の対象となる。

監督者は、法律によって要求される場合、または要求される情報の機密性を維持

する法的な監督の利益および能力を有するその他の監督者により要請される場

合を除き、機密情報のいかなる要請も拒否する。

2.9.1 機密情報の不当開示に対する処罰は法令で規定されるべきである。そのよ
うな処罰には、懲戒処分または刑事訴訟手続きを含む場合がある。

2.9.2 機密情報に（現在または過去において）アクセスするあらゆる人物は、当
該情報の不当開示に対する処罰の対象となるべきである。
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2.9.3 The supervisor takes all actions necessary to preserve, protect and maintain 
the confidentiality of information received from another supervisor.  

2.9.4 Confidential information exchanged belongs to, and remains the property of, 
the supervisor providing the information.  

2.9.5 Safeguards for the protection of information include the restriction of access 
by the supervisor to confidential information received from another supervisor to 
those persons working for the supervisor or acting on its behalf who:  
• are subject to confidentiality requirements  
• are under its direct supervision and control, and  
• have a need for such information that is consistent with, and directly related to, 

the purposes for which the information was requested.  

2.9.6 Supervisors should identify the data protection requirements attached to 
information it receives and retain such information only for as long as permitted 
by the data protection requirements.  

2.10 The supervisor and its staff have the necessary legal protection against 
lawsuits for actions taken in good faith while discharging their duties, 
provided they have not acted illegally. They are adequately protected 
against the costs of defending their actions while discharging their duties. 

2.10.1 Operational independence of the supervisor includes having legal 
protection for the actions the supervisor takes in the performance of its functions. 

2.11 The supervisor has adequate resources, financial or otherwise, 

2.9.3 当該監督者は、他の監督者から受領した情報の機密性を保存、保護および
維持するために必要なあらゆる措置を講じる。

2.9.4 交換された機密情報は、当該情報を提供する監督者に帰属し、かつ引き続
きその所有財産となる。

2.9.5 情報保護のための保護措置には、監督者のために行動し、または監督者の
代わりに行動する以下の人々が他の監督者から受領した機密情報への、監督者に

よるアクセスの制限が含まれる：

・守秘義務要件の対象となる。

・監督者の直接的な監督下および統制下にある、および

・情報が要請された目的に一致し、かつ直接関係するような情報を必要とし

ている。

2.9.6 監督者は、自身が受領する情報に付随するデータ保護要件を確認し、その
ような情報をデータ保護要件が容認する限りにおいて維持すべきである。

2.10監督者とその職員は、彼らが講じた措置が違法でなければ、義務を遂行する
中で誠実に講じた措置への訴訟に対して必要な法的な保護を有する。監督者とそ

の職員は、義務を遂行する中で講じた措置に関して弁護費用を負担する必要がな

いよう、充分に保護される。

2.10.1 監督者の運営上の独立性には、監督者が機能を果たす上で講じる措置に
ついて、法的に保護されることが含まれる。

2.11監督者は、効果的な監督の実行を可能とするのに十分な、財政的またはその
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sufficient to enable it to conduct effective supervision. Its staffing policies 
enable it to attract and retain highly skilled, competent and experienced 
staff. The supervisor provides adequate training for its staff. The supervisor 
has the ability to hire or contract the services of outside experts when 
necessary. 

2.11.1 As part of its annual resource planning exercise, the supervisor should take 
stock of existing skills, experience and projected requirements over the short to 
medium term and review and implement measures that could be taken to bridge 
any gaps in numbers and/or skill-sets. Such measures could include more flexible 
hiring policies, schemes for secondment of staff to industry, other supervisory 
authorities within the jurisdiction or internationally. This effort would be aimed at 
providing access to specialist skills on a temporary basis as well as provide 
opportunities for supervisory staff to better understand industry practices.  

2.11.2 The supervisor should have the ability to undertake the role of a group-
wide supervisor as deemed necessary.  

2.12 The supervisor and its staff act with integrity and observe the highest 
professional standards, including observing conflict of interest rules. 

2.12.1 Strong internal governance (as assessed in Standard 2.1) and 
maintenance of high standards of integrity and professional standards amongst 
the staff of the supervisor are important elements that contribute to the credibility 
of the supervisory process. This includes having a code of conduct which 
incorporates rules dealing with conflict of interest.  

2.13 Where the supervisor outsources supervisory functions to third 

他の、充分な資源を有する。その人員配置方針によって、監督者は、高度な技能

を持ち経験を備えた職員を募集および維持することが可能となる。監督者は、職

員に充分な研修を提供する。監督者は、必要に応じて外部専門家のサービスを利

用する能力または契約する能力を有する。

2.11.1 年間のリソース計画実行の一環として、監督者は、既存のスキル、経験お
よび短中期にわたって予想される要件について、評価を行い、ならびに、数的お

よび／または一連のスキルにおける差を埋めるべく講じられうる措置をレビュ

ーおよび実行するべきである。そうした措置には、より柔軟性の高い雇用方針、

管轄区域内の業界、他の監督当局への、または国際的なスタッフの出向の計画が

含まれうる。この取り組みは、専門家のスキルへの一時的なアクセスを提供する

ことを狙いとし、ならびに、監督スタッフがよりよく業界実務を理解できるよう

にするための機会も提供する。

2.11.2 監督者は、必要と考えられるグループ全体の監督者の役割を担うための能
力を有するべきである。

2.12監督者とその職員は、誠実に行動し、利益相反に関するルールを遵守するこ
とを含め、専門職業上の最高の基準を遵守する。

2.12.1 監督者の職員間における、強固な内部統治（基準 2.1で評価されている）
ならびに、高水準の誠実性および専門職業上の基準の維持は、監督プロセスの信

頼性に寄与する重要な要素である。これには、利益相反を扱うルールを包含する

行動規範が含まれる。

2.13監督者が監督機能を第三者に委託する場合、監督者は期待値を設定し、その
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parties, the supervisor sets expectations, assesses their competence and 
experience, monitors their performance, and ensures their independence 
from the insurer or any other related party. Outside experts hired by the 
supervisor are subject to the same confidentiality rules and professional 
standards as the staff of the supervisor. 

2.13.1 Outsourcing of some supervisory functions to third parties can complement 
the supervisor’s resources with valuable expertise. However, the oversight and 
control of supervisory functions is the primary responsibility of the supervisor and 
the complete outsourcing of supervisory responsibility to third parties is not an 
acceptable substitute for that performed by supervisors.  

者の能力および経験を評価し、それらの業績をモニタリングし、かつその者が保

険会社またはその他の関係者から独立していることを確保する。監督者により雇

用された外部の専門家は、監督者の職員と同様の守秘義務ルールおよび専門職業

上の基準に従う。

2.13.1一部の監督機能の第三者への外部委託は、貴重な専門知識により監督者の
リソースを補完しうる。しかしながら、監督機能の監視および統制は、監督者の

主な責任であり、監督責任の第三者への完全な外部委託は、監督者が果たす責任

の好ましい代替手段にはならない。

ICP 3 Information Exchange and Confidentiality Requirements 
The supervisor exchanges information with other relevant supervisors 
and authorities subject to confidentiality, purpose and use requirements.

3.1 The supervisor has the legal authority and power to obtain and exchange 
supervisory information in respect of legal entities and groups, including 
the relevant non-regulated entities of such groups. 

3.1.1 The legal authority and power to which the supervisor is subject should 
enable it to obtain and exchange information when:  

• the supervisor considers the information to be necessary for the supervision of 
insurance legal entities or groups, or when another supervisor considers the 
information to be necessary, and  

• the supervisor is reasonably requested to provide relevant information by one 
of the authorities referred to in 3.2.1 below.  

ICP 3 情報交換および守秘義務要件
監督者は、守秘義務、目的および利用の要件を条件に、その他の関係する監督

者および当局と情報を交換する。

3.1 監督者は、法人およびグループについて、グループの関係する非規制事

業体を含め、監督上の情報を入手し交換する法的権限(authority and power)を
有する。

3.1.1 監督者が従う法的権限は、以下の場合に監督者が情報を入手し交換する

ことを可能にすべきである: 
・監督者が当該情報が保険法人またはグループの監督のために必要であるとみ

なす場合、または、他の監督者が当該情報が必要であるとみなす場合 およ

び

・監督者が、下記の 3.2.1で述べる当局の 1つによって関係情報を提供するこ
とを正当に要求される場合
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3.1.2 Information necessary for the supervision of insurance legal entities or 
groups may include, but is not limited to:  
• information on the management and operational systems and controls 

operated by insurers;  
• financial data relating to an insurer;  
• objective information on individuals holding positions of responsibility in insurers 

(to include owners, shareholders, directors, managers, employees or 
contractors);  

• objective information on individuals or insurers involved, or suspected of being 
involved, in criminal activities;  

• information on regulatory investigations and reviews, and on any restrictions 
imposed on the business activities of insurers;  

• specific information requested and gathered from a supervised entity (including 
appropriate customer transactional information);  

• reporting information within groups to meet group supervisory requirements;  
• information on a legal entity and a group-wide basis including, but not limited 

to, branches, subsidiaries and non-regulated holding companies; and 
• information on prospective and actual insurer transactions and prospective and 

actual transactions of policyholders.  

Agreements on the information exchange 

3.1.3 Agreements and understandings can be used to establish a framework 
between supervisors to facilitate the efficient execution of requests for or provision 
of information.  

3.1.4 Agreements such as the IAIS Multilateral Memorandum of Understanding 
(MMoU) or bilateral Memoranda of Understanding (MoU) facilitate information 

3.1.2 保険法人またはグループの監督のために必要な情報には以下が含まれ

るが、これに限定されるものではない：

・保険会社によって運営された経営・運営システムおよび統制に関する情報

・保険会社に関係する財務データ

・保険会社の責任ある立場にある個人に関する客観的な情報（所有者、株主、

取締役、管理職、従業員または契約人を含む）

・犯罪行為に関与しているか、または、関与していることが疑われる個人また

は保険会社に関する客観的な情報

・規制上の調査およびレビューに関する情報、ならびに保険会社の事業活動に

課された制限に関する情報

・（適切な顧客取引情報を含む）監督下の企業に求めて集められた特定情報

・グループの監督上の要件を満たすためのグループ内の報告情報

・支店、子会社および非規制持株会社に限定されるものではないが、これらを

含む法人およびグループ全体ベースの情報 および

・見込まれるおよび実際の保険会社の取引ならびに見込まれるおよび実際の保

険契約者の取引に関する情報

情報交換に関する合意

3.1.3 合意および了解事項は、情報の依頼または提供の効率的な実行を促すた

めの監督者間の枠組みを確立するために用いられることができる。

3.1.4 IAIS多国間覚書(MMoU)または二国間の覚書（MoU）のような合意は、
それらが、情報の二方向の流れの基礎、および監督者が他の監督者と交換する情
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exchange because they provide the basis for a two way flow of information and 
the basis on which supervisors can rely on the information they exchange with 
other supervisors being treated as confidential.  

3.1.5 The IAIS MMoU is an example of a multilateral memorandum of 
understanding for cooperation and exchange of information between insurance 
supervisors in relation to all issues related to the supervision of insurers – also 
covering insurance groups. All signatories to the IAIS MMoU have to undergo a 
validation of their laws and regulations to guarantee compliance with the strict 
confidentiality regime set forth therein.  

3.1.6 Agreements and understandings are valuable where there is a need to 
provide a basis for exchanging information between the supervisors in two or more 
jurisdictions, or between supervisors responsible for different financial sectors.  

3.1.7 An agreement or understanding may set out the types of information to be 
exchanged, as well as the basis on which information obtained by the supervisor 
may be shared.  

Supervisory colleges 

3.1.8 Information exchange is particularly important for the operation of a 
supervisory college. For a supervisory college to be effective there needs to be 
mutual trust and confidence between supervisors, particularly in relation to 
exchange and protection of confidential information.  

3.1.9 It is the responsibility of each supervisor within the supervisory college to 
ensure the safe handling of confidential information; there is no global law or 

報が機密として扱われていることについて監督者が信頼できる基礎を提供する

ため、情報交換を促進する。

3.1.5 IAIS MMoU は、保険グループも対象とする保険会社の監督に関連した

全ての事柄に関する保険監督者間の協力および情報の交換のための多国間覚書

の事例の一つである。IAIS MMoU に署名した者は全て、それらの法律および規

制に明記された厳格な守秘義務制度を保証するためにそれらの法律および規制

の検証を受けなければならない。

3.1.6 合意および了解事項は、複数の管轄区域の監督者間、または、異なる金

融セクターに責任がある監督者間の情報交換のための基礎を提供する必要性が

ある場合に価値がある。

3.1.7 合意または了解は、監督者によって入手された情報が共有される基礎だ

けでなく、交換される情報の種類を規定することがある。

監督カレッジ

3.1.8 情報交換は、特に監督カレッジの運営にとって重要である。監督カレッ

ジが効果的であるためには、特に機密情報の交換および保護に関して監督者間の

相互信頼および信用があることを必要とする。

3.1.9 機密情報の安全な取扱いを確保することは、監督カレッジ内の各監督者

の責任であり、機密情報に関する世界的な法律または規制といったものはない。
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regulation on confidential information. Each member of the supervisory college 
should take measures necessary to avoid unintentional divulgence of information 
or the unauthorised release of confidential information. It is vital that appropriate 
information exchange agreements or direct arrangements are in place between 
the members of the supervisory college to ensure that information can be 
exchanged in a secure environment.  

3.1.10 There are two principal methods by which this could be achieved:  
• Each supervisor involved in the supervisory college establishes a MoU on a 

bilateral basis with the other members of a supervisory college. In many 
instances such MoUs already exist.  

• The members of the supervisory college are signatories to the IAIS MMoU 
which requires the commitment to a strict confidentiality regime.  

3.1.11 Where confidential information exchanged within a supervisory college is 
also communicated to other supervisors there should be a formal mechanism in 
place with these supervisors to ensure the protection of the confidential 
information. Mechanisms could be included in MoUs or via direct arrangement.  

3.2 The supervisor has the legal authority and power, at its sole discretion 
and subject to appropriate safeguards, to exchange information with other 
relevant supervisors. The existence of an agreement or understanding on 
information exchange is not a prerequisite for information exchange. 

3.2.1 Other relevant supervisors may include, but are not limited to,: 

 • other insurance supervisors within the jurisdiction;  
• insurance supervisors in other jurisdictions;  

監督カレッジの各メンバーは、故意でない情報漏洩または機密情報の認められて

いない公表を避けるために必要な措置をとるべきである。情報が安全な環境にお

いて交換できるように、監督カレッジのメンバー間で適切な情報交換合意または

直接的な取決めが配備されていることが非常に重要である。

3.1.10 これを達成できる２つの主要な方法がある：

・監督カレッジに関与する各監督者は、監督カレッジの他のメンバーと二国間

ベースで MoU を確立する。多くの場合、このような MoU はすでに存在する。

・監督カレッジのメンバーは、厳格な守秘義務制度へのコミットメントを要求

する IAIS の MMoU の署名者である。

3.1.11 監督カレッジ内で交換される機密情報が他の監督者にも伝達される場

合には、当該機密情報の保護を確保するために、こうした監督者との間で正式な

メカニズムを備えるべきである。メカニズムは、MoU の中でまたは直接的な取決

めを通じて含めることができる。

3.2 監督者は、その単独の裁量でおよび適切な保護措置に従って、その他の

関係する監督者と情報を交換するための法的権限を有する。情報交換に関する取

決めまたは合意の存在は、情報交換のための必須条件ではない。

3.2.1 その他の関係する監督者には以下が含まれるが、これらに限定されるも

のではない：

・管轄区域内のその他の保険監督者

・他の管轄区域の保険監督者
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• supervisors responsible for banks and other credit institutions both within the 
jurisdiction and in other jurisdictions;  

• supervisors responsible for investments, securities, financial markets and other 
sectors both within the jurisdiction and in other jurisdictions;  

• relevant authorities for anti-money laundering or combating the financing of 
terrorism (AML/CFT matters); and/or  

• law enforcement agencies.  

3.3 The supervisor proactively exchanges material and relevant information 
with other supervisors. The supervisor informs any other supervisor in its 
jurisdiction and the supervisors of insurance group entities in other 
jurisdictions or sectors in advance of taking any action that might 
reasonably be considered to affect those group entities. Where prior 
notification is not possible, the supervisor informs other relevant 
supervisors as soon as possible after taking action. 

3.3.1 Relevant proactively provided information includes but is not limited to: 

• any information the supervisor considers will facilitate the effective supervision 
of groups or entities in the group  

• any material changes in the supervisory approach  
• any event or series of events that may have a significant bearing on the 

operations of group entities operating in the jurisdictions of other supervisors 
• information that may affect the financial system of another jurisdiction  
• information that may affect the financial condition or other interests of the 

policyholders of a group entity in another jurisdiction  
• prior notification to another supervisor of any action to be undertaken which 

relies on information received from that supervisor, subject to the compulsory 

・当該管轄区域内およびその他の管轄区域での双方における銀行およびその他

の与信機関に責任を負う監督者

・当該管轄区域内およびその他の管轄区域での双方における投資、証券、金融

市場およびその他のセクターに責任を負う監督者

・マネー･ローンダリング対策またはテロ資金供与対策（AML/CFT 事項）につ

いての関係当局 および/または

・法執行機関

3.3 監督者は、他の監督者と重要かつ関連する情報を積極的に交換する。監

督者は、自身の管轄区域内のあらゆる他の監督者および他の管轄区域またはセク

ターのグループ企業の監督者に対して、それらのグループ企業に影響を与えると

合理的に判断される何らかの措置を講じることを前もって伝える。事前の通知が

可能でない場合には、監督者は措置を講じた後でできるだけ早くその他の関係す

る監督者へ伝える。

3.3.1 積極的に提供される関連する情報には、以下が含まれるが、これらに限

定されるものではない：

・監督者が、グループまたはグループ内の企業についての効果的な監督を促進

すると考える情報

・監督上のアプローチにおける重要な変更

・他の監督者の管轄区域で営業しているグループ企業の運営に重大な影響を

及ぼすかも知れない事象または一連の事象

・他の管轄区域の金融システムに影響を及ぼすかもしれない情報

・他の管轄区域のグループ企業の財務状態または同グループの契約者のその

他の利害に影響を及ぼすかもしれない情報

・刑事裁判の監督者に適用できる強制要件またはその他の法律に従って、当該

監督者から受け取った情報に依存して講じられる措置について他の監督者
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requirements applicable to the supervisor of criminal justice or other legislation. 

3.4 The supervisor has a legitimate interest and a valid purpose related to 
the fulfilment of supervisory functions in seeking information from another 
supervisor. 

3.4.1 Valid purposes may include, but are not limited to:  

• licensing  
• fit and proper criteria  
• ongoing supervision, including enforcement action and sanctions  
• supervisory practices  
• winding-up, liquidation or bankruptcy  
• anti-money laundering or combating the financing of terrorism (AML/CFT).  

3.5 The supervisor assesses each request for information from another 
supervisor on a case by case basis. 

3.5.1 By way of principle, a supervisor is expected to provide the information 
requested by another supervisor. In deciding whether and to what extent to fulfil a 
request for information, the supervisor may take into account matters such as, but 
not limited to:  
• whether it would be contrary to the essential interest of the jurisdiction of the 

requested supervisor  
• the ability of the recipient supervisor to maintain the confidentiality of any 

information exchanged, taking account of the legal arrangements in each 
jurisdiction 

• relevant legislation in their jurisdiction (in particular those relating to 

への事前通知

3.4 監督者は、他の監督者から情報を求めるうえで、監督上の職務の履行に

関係する正当な利益および正当な目的を有する。

3.4.1 正当な目的には以下が含まれうるが、これらに限定されるものではな

い：

・免許付与

・適格性規準

・執行措置および制裁措置を含む継続的な監督

・監督上の実務

・清算(winding-up, liquidation)または破産

・マネー・ローンダリング対策またはテロ資金供与対策（AML/CFT）

3.5 監督者は、ケース・バイ・ケースで他の監督者からの個々の情報提供要

請を評価する。

3.5.1 原則により、監督者は、他の監督者から要請される情報を提供すること

が期待される。妥当な理由に基づき、情報の要請を拒否するべきかどうか、およ

びどの程度拒否するべきかどうかを決定するうえで、監督者は、限定はされない

が、以下のような事項を考慮に入れることができる：

・ 要請された監督者の管轄区域の実質的な利益に反するかどうか

・ 各管轄区域における法的取決めを考慮に入れて、交換された情報の機密性

を維持するための情報の受け手である監督者の能力

・ 監督者の管轄区域における関連法令（特に、機密性および職業上の秘密、
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confidentiality and professional secrecy, data protection and privacy, and 
procedural fairness)  

• the nature of the information to be exchanged  
• the use to which the information will be put (for example, see Standard 3.4).  

3.5.2 Whilst requests for information should normally be made in writing, the 
supervisor should not insist on written requests in an emergency situation, and 
should not unreasonably delay a response to an oral request, where the 
requesting supervisor is known to it.  

3.6 The supervisor responds in a timely and comprehensive manner when 
exchanging relevant information and in responding to requests from 
supervisors seeking information. 

3.6.1 Supervisors should consider nominating an individual to act as their main 
contact point to facilitate the free flow of information.  

3.7 Strict reciprocity in terms of the level, format and detailed characteristics 
of information exchanged is not required by the supervisor.  

3.7.1 Lack of strict reciprocity should not be used by the supervisor as the reason 
for not exchanging information that it would otherwise be appropriate to exchange 
– particularly in an emergency or other crisis situation.  

3.8 Before exchanging confidential information, the supervisor ensures that 
the party receiving the information is bound by confidentiality requirements. 

3.9 The supervisor generally permits the information it exchanged with 

データ保護およびプライバシーならびに手続き上の公正性）

・ 交換される情報の性質

・ 情報がどれに使われるのか（例えば、基準 3.4 を参照）

3.5.2 情報の要請は、通常書面でなされるべきであるが、要請する監督者が相手

の監督者に知られている場合、監督者は緊急事態において書面による要請にこだ

わるべきではなく、また、口頭での要請に対する回答を不当に遅らせるべきでは

ない。

3.6 監督者は、関係情報を交換し、および情報を求めている監督者からの要

請に応える場合、タイムリーかつ包括的な方法で回答する。

3.6.1 監督者は、情報の自由な流れを促進するために、主要なコンタクト先と

して行動する個人を指名することを検討すべきである。

3.7 交換される情報のレベル、フォーマットおよび詳細な特性に関しての厳

密な相互主義は、監督者によって要求されない。

3.7.1 相互主義が存在しないことは、特に緊急またはその他の危機的状況にお

いて交換することが適切となる情報を交換しない理由として監督者によって利

用されるべきではない。

3.8 機密情報を交換する前に、監督者は情報を受け取る当事者が守秘義務要

件に従っていることを確保する。

3.9 監督者は一般的に、他の監督者と交換した情報を、必要な守秘義務要件
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another supervisor to be passed on to other relevant supervisors or other 
bodies in that jurisdiction, provided that the necessary confidentiality 
requirements are in place. 

3.9.1 Other parties with whom supervisors may wish to exchange information may 
include the authorities listed at Standard 3.2 above or other authorities such as 
those with jurisdiction over a supervisor or relevant courts.  

3.9.2 The originating supervisor may attach conditions to the subsequent 
exchange of the information to other supervisors or other bodies.  

3.9.3 Conditions imposed by the originating supervisor on the exchange of 
information should not prevent the receiving supervisor from being able to use the 
information for its own purposes in accordance with Standard 3.10.  

3.10 The supervisor receiving confidential information from another 
supervisor uses it only for the purposes specified when the information was 
requested. Before using the information for another purpose, including 
exchanging it with other parties, the supervisor obtains agreement of the 
originating supervisor. 

3.10.1 There are specified circumstances within Annex B of the IAIS MMoU 
whereby signatories are considered to have provided consent to the passing on 
of information where it will assist other IAIS MMoU signatories in the performance 
of their supervisory functions and other relevant domestic bodies (including central 
banks, law enforcement agencies and relevant courts).  

3.11 In the event that the supervisor is legally compelled to disclose 

が整備されていることを条件に、当該管轄区域のその他の関係する監督者または

その他の機関に渡すことを許可する。

3.9.1 監督者が情報を交換することを望むことがあるその他の当事者には、上

述の基準 3.2 に列挙した当局、または監督者もしくは関係裁判所を所管する当局

のようなその他の当局を含むことがある。

3.9.2 交換元の監督者は、他の監督者または他の機関へのその後の情報交換に

ついて条件をつけることがある。

3.9.3 情報交換について交換元の監督者によって課された条件は、情報の受け

手の監督者が基準 3.10 に従って自身の目的のために当該情報を使用できること

を妨げるべきではない。

3.10 他の監督者から機密情報を受け取る監督者は、その情報が要請された際

に特定された目的のためにだけ、当該情報を利用する。他の当事者と情報を交換

することを含め、当該情報の目的外利用の前に、監督者は交換元の監督者の合意

を得る。

3.10.1  IAIS の MMoU の付録 B には特定の状況があり、それにより その他の

IAIS の MMoU の署名者の監督上の職務の履行、およびその他の関係する機関（中

央銀行、法執行機関および関係裁判所を含む）を支援する場合、署名者が情報の

伝達について合意したとみなされる。

3.11  監督者が他の監督者から受け取った機密情報を開示するように法律上
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confidential information it received from another supervisor, the supervisor 
promptly notifies the originating supervisor, indicating what information it 
is compelled to release and the circumstances surrounding the release. 
Where consent to passing this information on is not given, the supervisor 
uses all reasonable means to resist the demand and to protect the 
confidentiality of the information. 

3.11.1 Legal compulsion includes but is not limited to a court or parliamentary 
order. 

強制される場合には、当該監督者はどんな情報を公表することを強制されている

のか、およびその公表を巡る状況を示しながら、交換元の監督者に速やかに通知

する。伝達することの同意が与えられない場合には、監督者は、当該要求に抵抗

するための、およびその情報の機密性を守るためのあらゆる合理的な手段を利用

する。

3.11.1 法的な強制には、裁判所または議会の命令が含まれるが、これらに限定さ

れるものではない。

ICP 4 Licensing4

A legal entity which intends to engage in insurance activities must be 
licensed before it can operate within a jurisdiction. The requirements and 
procedures for licensing must be clear, objective and public, and be 
consistently applied.

Introductory Guidance 

4.0.1 Licensing contributes to efficiency and stability in the insurance sector. Strict 
conditions governing the formal approval through licensing of insurance legal 
entities are necessary to protect consumers. The relevant licensing criteria should 
be applied to prospective entrants consistently to promote a level playing field at
point of admission to the insurance sector. Licensing requirements and 
procedures should not be used inappropriately to prevent or unduly delay access 

ICP 4 免許付与 4

保険事業に従事することを目的とする法人は、管轄区域内で営業することが

可能になる前には、免許を受けなければならない。免許付与の要件および手

続きは明確、客観的かつ公開されていなければならず、整合的に適用されな

ければならない。 

導入指針

4.0.1 免許付与（licensing）は保険セクターにおける効率性および安定性に寄

与する。保険法人への免許付与を通した、正式な承認を決定するための厳格な条

件が、消費者を保護するのには必要である。関連する免許付与の規準は、保険セ

クターへの参入時において公正な競争条件を促進するため、参入しようとする者

に対して整合的に適用されるべきである。免許付与の要件および手続きは、市場

へのアクセスを妨げたり、不当に遅らせるために、不適切に用いられるべきでは

4 Amended November 2015
2015 年 11 月改定
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to the market. 

4.0.2 The role of the supervisor in licensing is to assess whether insurance legal 
entities are able to fulfil their obligations to policyholders on an ongoing basis. The 
licensing procedure is the first step towards achieving this objective. 

4.0.3 Licensing is distinct from approval granted in terms of general domestic 
company, trade or commercial law. Apart from applying for a supervisory licence, 
other requirements pertaining to company, trade or commercial law should be met 
(e.g. filing incorporation documents or applying to the registrar of commerce). 

Licensing requirements 

4.1 The insurance legislation: 
• includes a definition of insurance activities which are subject to 

licensing; 
• prohibits unauthorised insurance activities; 
• defines the permissible legal forms of domestic insurance legal entities; 
• allocates the responsibility for issuing licences; and 
• sets out the procedure and form of establishment by which foreign 
insurers are allowed to conduct insurance activities within the 
jurisdiction. 

4.1.1 Jurisdictions may decide to exclude some activities from the definition of 
insurance activities subject to licensing. Any such activities should be explicitly 
stated in the legislation. Jurisdictions may do this for various reasons, such as: 
• the insured sums do not exceed certain amounts; 
• losses are compensated by payments in kind; 

ない。

4.0.2 免許付与における監督者の役割は、保険法人が事業継続ベースで保険契

約者に対する義務を果たすことができるかどうか審査することである。免許付与

の手続きは、この目的達成への第一歩である。

4.0.3 免許付与は、一般的な各国の会社法、通商法または商法に関して付与さ

れる承認（approval）とは異なる。監督者への免許付与の申請とは別に、会社法、

通商法または商法に関連するその他の要件は満たされるべきである（例えば、会

社設立書類の提出または商業登記への申請）。

免許要件

4.1 保険法令は、

 免許付与の対象となる保険事業の定義を含む

 無認可での保険事業を禁止する

 国内保険法人の認められる法的形態を定義する

 免許発行の責任を割り振る、および

 外国保険会社が、その管轄区域内で保険事業を行うことを認められる設立

の手続きおよび形態を規定する

4.1.1 管轄区域では、一部の保険事業を、免許付与の対象となる保険事業の定

義から除外することを決定する場合がある。そのような事業があれば保険法令に

て明確に定めるべきである。管轄区域では、以下のような様々な理由からそのよ

うなことを行う可能性がある：

 保険金額が一定額を超えていない
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• activities are pursued following the idea of solidarity between policyholders (e.g., 
small mutuals, cooperatives and other community-based organisations, 
especially in the case of microinsurance); or 

• the entities’ activities are limited to a certain geographical area, limited to a 
certain number or class of policyholders and/or offer special types of cover such 
as products not offered by licensed domestic insurance legal entities. 

4.1.2 Given the principle that all entities engaged in insurance activities must be 
licensed, the exclusion of limited insurance activities from licensing requirements 
should give due regard to having appropriate alternative safeguards in place to 
protect policyholders. 

4.1.3 Similarly, jurisdictions may allow a simplified process for nonsignificant
entities (e.g. limited geographic scope, limited size, and limited lines of business) 
for the purposes of licensing. In such situations, the legislation should state clearly 
the applicability, requirements and process for such authorisation. 

4.1.4 In jurisdictions where an authority other than the insurance supervisor is 
responsible for issuing licences, the insurance supervisor should be able to give 
input and recommend conditions or restrictions (including refusal) on a licence 
where appropriate to the licensing authority. 

4.2 A jurisdiction controls through licensing which entities are allowed to
conduct insurance activities within its jurisdiction. 

 損害が現物給付により填補される

 事業が保険契約者間での連帯責任という考えに従って遂行されている（例

えば、小規模の相互会社、協同組合、および、特にマイクロインシュラン

スにおける、その他の地域密着型の組織）、または、

 その企業の事業が一定の地理的範囲に限定されている、一定数または一定

集団の保険契約者に限定されている、および／または免許を付与されてい

る国内保険法人が提供していない商品などの特別な種類の保障を提供して

いる。

4.1.2 保険事業に従事している全ての企業が免許を受けなければいけないと

いう原則を考慮すると、限定的な保険事業を免許付与の要件から除外する時に

は、保険契約者を保護するための適切な代替的保護措置の整備を十分に考慮すべ

きである。

4.1.3 同様に、管轄区域では、免許付与の目的において、重要でない企業（例

えば、限定的な地理的範囲、限定的な規模、限定的な保険種類）に対して、簡素

化されたプロセスを認めている場合がある。このような状況下において、法令で

は、そのような承認に関する適用可能性、要件およびプロセスを明確に定めるべ

きである。

4.1.4 保険監督者以外の当局が免許発行の責任を有する管轄区域においては、

当該保険監督者は、免許を付与する当局に対して、適切であれば、免許に関して

情報を与えることならびに条件または制限（拒否を含む）を提言することができ

るべきである。

4.2 各管轄区域は、免許付与を通して、どの企業がその管轄区域内で保険事業

を営むことが認められるかを統制する。
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4.2.1 Entities should neither be allowed to present themselves nor act as licensed 
insurance legal entities without or before having been granted a licence. 

4.2.2 Depending on the legal forms that are permitted in a jurisdiction, foreign 
insurers may be allowed to conduct insurance activities within the jurisdiction by 
way of a local branch or subsidiary or on a cross-border provision of services 
basis. A subsidiary is a domestically established legal entity that needs to be 
licensed. A branch is not separate from the insurance legal entity, and can be
established in a jurisdiction other than the insurance legal entity's home 
jurisdiction. A host jurisdiction may require that branches of foreign insurance legal 
entities be licenced or otherwise authorized by the host supervisor. Cross-border 
provision of services does not require a local establishment but may require 
authorisation from the host supervisor. 

4.2.3 In some regions, a number of jurisdictions have agreed to a system of 
passporting as a manner of acknowledging each other’s licences. This provides 
the opportunity for insurance legal entities established in one of the jurisdictions 
to open branches or provide insurance services across borders on the basis of 
their home jurisdiction authorisation to conduct insurance activities. Where a 
foreign insurer may be allowed to operate through a branch or cross-border
provision of services without a licence or other authorisation from the host 
supervisor, it is important that bilateral or multilateral agreements are in place 
which ensure that the insurer: 
• is subject to supervision in its home jurisdiction which has been recognised as 

adequate by the host jurisdiction; and 
• may be subject to sanction or other supervisory measures if it does not meet the 

legal provisions of the host jurisdiction. In such circumstances, the home 
supervisor should be informed. 

4.2.1 企業が免許を付与されずに、または付与される前に、免許を付与された

保険法人として自社を示すことも、行動することも認められるべきではない。

4.2.2 管轄区域内において認められている法的形態に応じて、外国保険会社

は、現地の支店もしくは子会社を通じて、または国境を越えたサービス基盤の提

供で、管轄区域内において保険事業を行うことが認められる場合がある。子会社

とは、免許を付与される必要のある、国内で設立される法人である。支店とは、

保険法人から分離したものではなく、保険法人の本店所在管轄区域以外の管轄区

域で設立されうる。受入地の管轄区域では、外国の保険法人の支店に対して、受

入地の監督者から免許を付与されるよう、または、承認を受けるよう要求する場

合がある。。国境を越えたサービスの提供の場合、現地拠点の設置を必要としな

いが、受入地の監督者からの承認を必要とする場合がある。

4.2.3 一部の地域では、多くの管轄区域が、互いの免許を受け入れる方法とし

て、パスポート制度に同意している。これにより、それらの管轄区域の１つにお

いて設立された保険法人に対して、本店が所在する管轄区域で保険事業を行うた

めの免許に基づいて、支店を開設する、または国境を越えて保険サービスを提供

する機会を与えられる。外国保険会社が、受入地の監督者からの免許または他の

認可なしで支店を通じた営業または国境を越えたサービスの提供を認められる

可能性がある場合、以下となるよう確保する二国間または多国間の合意が整備さ

れることが重要である。

 当該保険会社が、受入地の管轄区域によって適切と認められた、本店所在

管轄区域における監督の対象である。

 当該保険会社が、受入地の管轄区域の法規定を満たさない場合、制裁の対

象となる、または他の監督措置の対象となる場合がある。そのような場合、

本店所在地の監督者に通知されるべきである。
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4.3 Licensing requirements and procedures are clear, objective and public, 
and are consistently applied. At a minimum, the applicant is required to: 
• have sound business and financial plans; 
• have a corporate or group structure that does not hinder effective

supervision; 
• establish that the applicant’s Board Members, both individually and

collectively, Senior Management, Key Persons in Control Functions and 
Significant Owners are suitable; 

• have an appropriate governance framework; and 
• satisfy capital requirements. 

4.3.1 In addition to being publicly available, licensing requirements should also be 
easily accessible. Supervisors should issue guidelines on how to file an 
application for a licence, which include advice on the required format of documents 
and the expected time it would take to process an application upon the receipt of 
all relevant documents. 

4.3.2 Supervisors should assess the applicant’s business and financial plans to 
ascertain that the proposed business lines will be soundly managed and 
adequately capitalised. Business and financial plans should be projected for a 
minimum of three years by the applicant and include information such as the 
products to be offered, distribution methods and channels to be used, risk profile, 
projected setting-up and development costs by business line, capital requirements 
and solvency margins. Information regarding primary insurance and reinsurance 
should also be provided. 

4.3.3 Where the applicant is part of a group, the applicant should submit its 

4.3 免許付与の要件および手続きは、明確、客観的かつ公開され、整合的に適

用される。申請者は、最低限以下を要求される：

 健全な事業計画および財務計画を有していること

 効果的な監督を阻害しない企業構造またはグループ構造を有しているこ

と

 個人としておよび集団としての双方の意味での取締役会メンバー、上級管

理職、統制部門の主要人物および重要な所有者が、その職務に適格である

ことを立証すること

 適切なガバナンス枠組みを有していること、および

 資本要件を満たすこと

4.3.1 免許付与の要件は公開されることに加え、容易にアクセスもできるべき

である。監督者は、免許に関する申請書の提出方法についてガイドラインを発行

するべきであり、そのガイドラインには、要求される書類の書式についての通知

および関連する全ての書類を受領した後、申請の処理に見込まれる期間が含まれ

る。

4.3.2 監督者は、申し出のあった業務種目が健全に運営され、かつ充分に資本

を有することを確認するために、申請者の事業計画および財務計画を審査すべき

である。事業計画および財務計画は、当該申請者により最低でも今後三年間の予

測が立てられ、提供されることになる商品、用いられることになる販売方法およ

びチャネル、リスクの特性、業務種目ごとに予測される創設費用と開発費、資本

要件、ならびにソルベンシー・マージンを含むべきである。元受保険および再保

険に関する情報も提供されるべきである。

4.3.3 申請者がグループの一員である場合、申請者はグループ内に所属する全
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corporate and group structure, indicating all of the material entities within the 
group (including both insurance legal entities and other entities, including non-
regulated entities). Information on the type of related party transactions and/or 
relationships between all material entities within the group should also be 
provided. 

4.3.4 The applicant should also provide information to demonstrate the
appropriateness of its systems of risk management and internal controls, including 
contracts with affiliates, outsourcing arrangements, information technology 
systems, policies and procedures. 

4.3.5 If applying to be licensed to underwrite both life insurance business and non-
life insurance business (where such is allowed), the applicant should demonstrate 
to the satisfaction of the supervisor that its systems of risk management and 
internal controls are adequate to manage the risks separately for each business 
stream on both a going concern and a gone concern basis. 

4.3.6 Further guidance on suitability, governance and capital requirements can be 
found in ICP 5 (Suitability of Persons), ICP 7(Corporate Governance), ICP 8 (Risk 
Management and Internal Controls) and ICP 17 (Capital Adequacy). 

Requirements on the supervisor 

4.4 The supervisor assesses applications, makes decisions and informs
applicants of the decision within a reasonable time, which is clearly
specified, and without undue delay. 

4.4.1 The supervisor should require an entity to submit an application if it proposes 

ての重要な企業（保険法人および、非規制事業体を含むその他の企業の双方を含

む）を示した上で、その企業構造およびグループ構造を提出すべきである。関連

当事者間取引の種類および／または、グループ内の全ての重要な企業間の関係に

ついての情報も提供されるべきである。

4.3.4 申請者は、関連会社との契約、外部委託契約、情報技術システム、方針

および手続きを含め、自社のリスク管理制度および内部統制制度の適切性を実証

する情報も提供するべきである。

4.3.5 生命保険事業および損害保険事業双方の引き受けを行う免許の付与を

申請する場合（そのようなことが許可される場合）、当該申請者は、監督者が満

足するよう、自社のリスク管理および内部統制の制度が、事業継続ベースと破綻

ベースの両方でそれぞれの事業の動向に関して、リスクを分離して管理するのに

適切であることを実証すべきである。

4.3.6 適格性、ガバナンスおよび資本要件に関するさらなる指針については、

ICP 5（適格性）、ICP 7（コーポレート・ガバナンス）、ICP 8（リスク管理および
内部統制）および ICP 17（資本充分性）にて参照可能である。

監督者に関する要件

4.4 監督者は、明確に規定されている合理的な期間内にかつ不当に遅れること
なく、申請を審査し、決定を行い、その決定について申請者に対し通知する。

4.4.1 企業が保険事業を行うと申し出る場合、監督者は、当該企業に対して申
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to conduct insurance activities. The application should include information on the 
types of business to be written and contain all the documents and information 
required by the legislation to confirm that the licensing requirements are met. 

4.4.2 In instances where the application is deemed not complete, the supervisor 
should inform the applicant without delay, and the applicant should be given the 
opportunity to provide additional information to complete the application. 

4.4.3 In assessing the application, the supervisor could rely on audits by external 
bodies, actuarial reports, or in the case of branches or foreign subsidiaries on the 
opinion of other supervisors. Supervisors should consider the reports or opinions 
from these various sources carefully and apply their own judgment in making the 
final decision on the application. Before placing reliance on reports from external
auditors or actuaries, supervisors should consider: 
• whether the external auditors and actuaries have the necessary expertise and 

experience to perform the roles; and 
• their independence from the entity and the consideration they give to the 

protection of policyholders’ interests. 

4.4.4 The supervisor should make its assessment and finalise its decision within 
a reasonable timeframe and without undue delay. A time period should be 
indicated to the applicant for the assessment procedure, commencing from the 
date on which all complete application documentation has been submitted to the 
supervisor. Within this period, the supervisor should decide on the acceptability of 
the application for a licence. However, this does not preclude the supervisor from 
conducting additional due diligence if necessary. If the supervisor has not come 
to a decision within the indicated timeframe and the licence cannot be granted, 
the supervisor should communicate the reason for the delay to the applicant. 

請するよう要求するべきである。申請には、引受けることになる保険種類につい

ての情報を含めるべきであり、また、免許付与の要件が満たされていることを確

保するために、法令が求める全ての書類および情報を含むべきである。

4.4.2 申請に不備があるとみなされた場合には、監督者は、申請者に遅滞なく

通知すべきであり、また、当該申請者は、当該申請を追完するべく、追加の情報

を提出する機会を与えられるべきである。

4.4.3 申請を審査する際に、監督者は外部機関による監査、アクチュアリーの

報告書、または支店もしくは海外子会社の場合、他の監督者の見解に頼ることが

できる。監督者は、これら多様な情報源からの報告書または見解を注意深く考慮

すべきで、これらの免許申請に関して最終決定を行う場合は自身の判断を適用す

るべきである。外部監査人またはアクチュアリーからの報告書に信頼を置く前

に、監督者は以下を考慮するべきである。

 外部監査人およびアクチュアリーが、役割を遂行するために必要な専門知

識および経験を有しているかどうか、および、

 外部監査人およびアクチュアリーの当該企業からの独立性、および保険契

約者の利益保護のために彼らが配慮している事項。

4.4.4 監督者は、合理的な期間内に、かつ、不当に遅れることなく自身の審査

を行い、また、決定を最終化すべきである。期間は、当該審査手続きの申請者に

対して示されるべきであり、全ての完全な申請書類が当該監督者に提出された日

より起算される。この期間内に、監督者は、免許の申請の容認可能性

（acceptability）について決定を下すべきである。しかしながら、このことは、監
督者が必要であれば追加のデュー・ディリジェンスを行うことを妨げるものでは

ない。監督者が示された期間内に決定に至らず、かつ免許が付与できない場合、

当該監督者は、遅延の理由を申請者に連携すべきである。
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4.5 The supervisor refuses to issue a licence where the applicant does not
meet the licensing requirements. Where the supervisor issues a licence, it
imposes additional requirements, conditions or restrictions on an applicant
where appropriate. If the licence is denied, conditional or restricted, the
applicant is provided with an explanation. 

4.5.1 In general, requirements, conditions or restrictions that are imposed on an 
applicant at the point of issue of the licence deal with the scope of activities that 
an insurance legal entity is permitted to conduct or the nature of its customers 
(e.g. retail versus sophisticated customers). If necessary, the supervisor should
impose additional requirements, conditions or restrictions on an applicant not only 
at the point of issue of the licence, but also as part of its on-going supervision of 
the insurance legal entity. Further standards and guidance on supervisory review 
and reporting and on preventive and corrective action can be found in ICP 9 
(Supervisory Review and Reporting) and ICP 10 (Preventive and Corrective 
Measures). 

4.5.2 The denial of a licence or conditions or restrictions on a licence should be 
confirmed in writing to the applicant. The explanation should be provided to the 
applicant in a transparent manner. Supervisors should convey their concerns with 
regard to an applicant’s proposed insurance activities and explain the reasons for
imposing licensing conditions or restrictions. 

4.6 A licence clearly states its scope. 

4.6.1 A licence should clearly state the classification of insurance activities that 
the insurance legal entity is licensed to conduct. Regarding classification, 

4.5  監督者は、申請者が免許付与の要件に合致していない場合、免許の発行
を拒否する。監督者が免許を発行する場合、妥当であれば申請者に付加的な要件、

条件または制限を課す。免許が拒否される、条件付きとなる、または、制限され

る場合、申請者には説明が提示される。

4.5.1 一般的に、免許の発行時点で申請者に課される要件、条件または制限は、

保険法人が許可されている事業範囲または保険法人の顧客の性質（例えば、リテ

ール顧客か経験豊富な顧客か）に対応するものである。必要な場合には、監督者

は、免許の発行時点においてだけでなく、保険法人の継続的な監督の一環として

も、申請者に対して追加の要件、条件または制限を課すべきである。監督上のレ

ビューおよび報告について、ならびに予防および是正措置についてのさらなる基

準および指針は、ICP 9（監督上のレビューおよび報告）および ICP 10（予防お
よび是正措置）にて参照可能である。

4.5.2 免許の拒否、または免許に関する条件もしくは制限は、申請者に対して

書面で確認されるべきである。説明は、透明性のある方法で当該申請者に提供さ

れるべきである。監督者は、免許付与に条件または制限を課す理由を説明するた

めに、申請者の申請に係る保険事業に関する懸案事項を伝えるべきである。

4.6 免許では、その範囲を明らかに示す。

4.6.1 免許では、保険法人が事業を行う免許を付与されている保険事業の分類

を、明確に述べるべきである。分類に関しては、法令では、保険事業を保険の種
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legislation should categorise insurance business into types and classes of 
insurance (at least into life and non-life). 

4.6.2 Before adding new classes of insurance to the list of classes already granted 
to the insurance legal entity, the supervisor should consider all of the above 
mentioned licensing requirements, as applicable. 

4.7 The supervisor publishes a complete list of licensed insurance legal
entities and the scope of the licences granted. 

4.7.1 The supervisor should publish the complete list of licensed insurance legal 
entities and clearly state the scope of licence that has been granted to each 
insurance legal entity. This would provide clarity to the public as to which entities 
are licensed for specific classes of business. 

4.7.2 If the conditions or restrictions to the license would impact the public or any 
person dealing with the insurance legal entity, the supervisor should either publish 
these conditions or restrictions or require the insurance legal entity to disclose 
these conditions or restrictions accordingly. Conditions or restrictions that would 
impact the public could include, for example, the lines or classes of insurance
business an insurance legal entity is permitted to conduct. 

Foreign operations 

4.8 In deciding whether and if so on what basis, to license or continue to
license a branch or subsidiary of a foreign insurer in its jurisdiction, the
supervisor consults the relevant supervisor(s) as necessary. 

類と種目（少なくとも生命保険および損害保険）に分類すべきである。

4.6.2 保険法人に対して既に認められている保険種目のリストへ新しい種目

を追加する前に、監督者は、規定通りに上述の免許付与の要件全てを考慮するべ

きである。

4.7 監督者は、免許を付与された保険法人の完全なリストおよび付与された免

許の範囲を公表する。

4.7.1 監督者は、免許を付与された保険法人の完全なリストを公表し、各保険法
人に付与された免許の範囲について明確に述べるべきである。このことは、どの

事業体が特定の種類の事業に関する免許を与えられているかについて、公衆に対

して明確に示すことになる。

4.7.2 公衆または保険法人と取引を行っている人物に対し免許に課された条件
または制限が影響を与える場合、監督者は、これらの条件または制限について公

表するか、もしくは、保険法人に対してこれらの条件または制限をしかるべく開

示するよう要求すべきである。公衆に影響することになる条件または制限には、

例えば、保険法人が許可されている保険事業の種目または種類が含まれうる。

国外での事業運営

4.8 自身の管轄区域において、外国保険会社の支店もしくは子会社に免許を付
与するか、または免許を継続するかについての決定を行う際に、またその場合、

どのような基準で行うかについて決定を行う際に、監督者は、関連する監督者と

必要に応じて協議を行う。
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4.8.1 As part of the consultation, supervisors should use the modes available for 
supervisory cooperation, in particular, the ability to exchange information relevant 
for the application (e.g. check of suitability of directors and owners) with domestic 
or foreign authorities. The exchange of information may be governed by law,
agreement or memorandum of understanding, especially if the information is 
deemed confidential. Having such arrangements in place is important so as to not 
unduly delay the processing of an application. 

4.8.2 Before making a decision to grant the licence, the host supervisor should 
have an understanding of how the home supervisor and/or the group-wide 
supervisor supervise the insurer on an ongoing basis. 

4.8.3 Host supervisors should consult home supervisors on relevant aspects of 
any licensing proposal, but in any event they should always consider checking 
that the home supervisor of the insurance legal entity has no objection before 
granting a licence. The home supervisor and/or the group wide supervisor should 
assess the risks posed to the insurer of establishing an insurance legal entity in a
foreign jurisdiction and highlight any material reservations or concerns to the host 
supervisor as soon as practicable. The host supervisor should inform the home
supervisor of the scope of the licence, including any restrictions or prohibitions 
imposed on the licence. 

4.8.4 Host supervisors should reject applications for a licence from foreign entities 
which are not subject to regulation and supervision in the home jurisdiction. In the 
case of joint ventures, if there is lack of clear parental responsibility, the supervisor 
should reject such applications. 

4.8.1 協議の一環として、監督者は、特に当該申請に関連する情報（例えば、

取締役および所有者の適格性の確認）を国内外の当局と交換できる能力など、監

督上の協力に利用可能な形式を用いるべきである。情報交換は、特に当該情報が

機密とみなされる場合は、法律、協定、または覚書などで規制されうる。そのよ

うな取決めを整備しておくことは、申請の処理を不当に遅延させないために重要

である。

4.8.2 免許を与えるという決定を下す前に、受入地の監督者は、本店所在地の

監督者および／またはグループ全体の監督者が、事業継続ベースで当該保険会社

をどのように監督しているかを理解するべきである。

4.8.3 受入地の監督者は、免許付与のあらゆる申し出に関連する側面につい

て、本店所在地の監督者と協議すべきであるが、いずれの場合も、受入地の監督

者は、免許を付与する前に当該保険法人の本店所在地の監督者に異議がないこと

を常に確認するよう考慮すべきである。本店所在地の監督者および／またはグル

ープ全体の監督者は、海外の管轄区域に保険法人を設立する保険会社が負うリス

クを評価し、また、可能な限り早く、受入地の監督者にとっての、あらゆる重大

な疑念または懸念を明らかにすべきである。受入地の監督者は、免許に課される

あらゆる制限または禁止事項を含め、免許の範囲について、本店所在地の監督者

に通知するべきである。

4.8.4 受入地の監督者は、本店所在管轄区域において規制および監督の対象と

なっていない外国企業からの免許の申請を拒否すべきである。ジョイントベンチ

ャーの場合、明確な保護責任が欠如している場合、当該監督者は、当該申請を拒

否すべきである。
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4.9 Where an insurance legal entity is seeking to conduct cross-border 
insurance activities without a physical presence in the jurisdiction of the 
host supervisor, the host supervisor concerned consults the home 
supervisor, as necessary, before allowing such activities. 

4.9.1 Jurisdictions or regions may have a system or cooperation agreements in 
place whereby such consultation is not necessary or required. 

4.9.2 Information exchanged as part of a consultation should include: 
• confirmation from the home supervisor that the insurance legal entity is 
authorised to conduct the proposed types of insurance activities; and 

• confirmation from the home supervisor that the insurance legal entity meets all 
the insurance regulatory requirements in the home jurisdiction. 

4.9 受入地の監督者の管轄区域に物理的に所在することなく、国境を越えた保
険事業を保険法人が行おうとする場合、関与する受入地の監督者は、必要に応じ、

当該事業を認可する前に本店所在地の監督者と協議する。

4.9.1 管轄区域または地域は、こうした協議を必要としないまたは求めないシ

ステムまたは協力協定を備えている場合がある。

4.9.2 協議の一環として交換される情報には以下を含むべきである。

 当該保険法人が、申し出のあった種類の保険事業を行う認可を受けている

ことの本店所在地の監督者による確認、および

 保険法人が、本店所在管轄区域での保険に関する規制上の要件を全て満た

していることの本店所在地の監督者による確認

ICP 5 Suitability of Persons5

The supervisor requires Board Members, Senior Management, Key 
Persons in Control Functions and Significant Owners of an insurer to be 
and remain suitable to fulfil their respective roles. 

5.1 Legislation identifies which persons are required to meet suitability 
requirements. At a minimum, the legislation includes Board Members, 
Senior Management, Key Persons in Control Functions and 
SignificantOwners. 

ICP 5 適格性 （Suitability of Persons）5

監督者は、保険会社の取締役会メンバー、上級管理職、統制部門の主要人物

および主要な所有者がそれぞれの役割を果たすのに適格であり、またあり続

けるよう要求する。

5.1法令では、どの者が適格性要件を満たすよう要求されるかを規定する。少な
くとも、法令には、取締役会メンバー、上級管理職、統制部門の主要人物および

主要な所有者を含む。

5 Amended November 2015
2015 年 11 月改定
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5.1.1 Suitability requirements may extend to other individuals (e.g. financial 
controllers and treasurers) to account for the roles of such individuals that may 
differ depending on the jurisdiction and the legal form and governance structure 
of the insurer. 

5.2 The supervisor requires that in order to be suitable to fulfil their roles: 
• Board Members (individually and collectively), Senior Management and 
Key Persons in Control Functions possess competence and integrity; and

• Significant Owners possess the necessary financial soundness and
integrity.  

Suitability requirements for Board Members, Senior Management and Key 
Persons in Control Functions 

5.2.1 Competence is demonstrated generally through the level of an individual’s 
professional or formal qualifications and knowledge, skills and pertinent 
experience within the insurance and financial industries or other businesses. 
Competence also includes having the appropriate level of commitment to perform 
the role. Refer to ICP 7 (Corporate Governance) with regard to competence and
commitment and to ICP 8 (Risk Management and Internal Controls) with regard 
to control functions. 

5.2.2 Integrity is demonstrated generally through character, personal behaviour 
and business conduct. 

5.2.3 The supervisor should require the insurer to take the necessary measures 
to ensure that these requirements are met by setting high 5 internal standards of 

5.1.1 適格性要件は、管轄区域および保険会社の法的形態とガバナンスの構造に
よって異なりうる、他の者（例えば、財務責任者および会計責任者）の役割を説

明するため、適格性要件は、当該他の者にまで拡大されることがある。

5.2監督者は、以下の者が自身の役割を果たす上で適格であるために、以下を要
求する：

・（個人としておよび集団としての）取締役会メンバー、上級管理職および統制

部門の主要人物が、必要な能力および誠実性を有する、および、

・主要な所有者が、必要な財務上の健全性および誠実性を有する。

取締役会メンバー、上級管理職および統制部門の主要人物に対する適格性要件

5.2.1 能力は、一般に、その個人の専門的資格もしくは正式な資格のレベル、

ならびに知識、技能ならびに保険業および金融業もしくは他の事業における適切

な経験を通して実証される。能力には、当該役割を果たすための適切なレベルの

コミットメントを有することも含まれる。能力およびコミットメントについて

は、ICP 7（コーポレート・ガバナンス）を、また、統制機能については ICP 8（リ
スク管理および内部統制）を参照。

5.2.2 誠実性は、一般に、人格、個人の行動および業務遂行を通して実証され

る。

5.2.3 監督者は、倫理や誠実性に関する内部の高い基準の設定、健全なコーポ

レート・ガバナンスの推進、およびこれらの個人に対して適切な経験を保持する
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ethics and integrity, promoting sound corporate governance and requiring that 
these individuals have pertinent experience, and maintain a sufficient degree of 
knowledge and decision making ability. 

5.2.4 To ensure an appropriate level of suitability, Board Members, Senior 
Management and Key Persons in Control Functions should acquire, maintain and 
enhance their knowledge and skills to fulfil their roles, for example, by participating 
in induction and ongoing training on relevant issues. Sufficient time, budget and 
other resources should be dedicated for this purpose, including external expertise 
drawn upon as needed. More extensive efforts should be made to train those with 
more limited financial, regulatory or risk-relatedexperience.  

Suitability requirements for Significant Owners 

5.2.5 At a minimum, the necessary qualities of a Significant Owner relate to: 
• financial soundness demonstrated by sources of financing/funding and future 
access to capital; and

• integrity demonstrated in personal or corporate behaviour.  

5.3 The supervisor requires the insurer to demonstrate initially and on an 
ongoing basis, the suitability of Board Members, Senior Management, Key 
Persons in Control Functions and Significant Owners. The suitability 
requirements and the extent of review required by the supervisor depend on 
the person’s role. 

5.3.1 The supervisor should assess the suitability of Board Members, Senior 
Management, Key Persons in Control Functions andSignificant Owners of an 

よう要求することで、それらの要件が満たされることを確実にするために必要な

方策をとり、知識および意思決定力の充分な水準を維持するよう、保険会社に対

して要求すべきである。

5.2.4 適切な水準の適格性を確保するために、取締役会メンバー、上級管理職、

および統制部門の主要人物は、例えば、関連する課題についての導入および継続

的なトレーニングに参加することなどにより、自身の役割を果たすための知識お

よび技能を取得し、維持し、かつ強化するべきである。この目的のために、必要

に応じて外部の専門家を動員することを含め、充分な時間、予算、および他のリ

ソースが割り当てられるべきである。より限定的な財務上、規制上、またはリス

ク関連の経験を有する人物を研修するために、さらに広範な努力がなされるべき

である。

主要な所有者に対する適格性要件

5.2.5 主要な所有者の必要な資質は、少なくとも、以下に関連する。

・資金調達源／資金供給源および資本への今後のアクセスにより実証される、財

務上の健全性、および

・個人の行動または企業の行動において実証される誠実性

5.3 監督者は、保険会社に対して、初めにおよび継続ベースで、取締役会メ

ンバー、上級管理職、統制部門の主要人物および主要な所有者の適格性を証明す

るよう、要求する。適格性要件および監督者により要求される検証の範囲は、そ

の者の役割によって決まる。

5.3.1 監督者は、保険法人が事業運営を認められる前に、保険会社の取締役会

メンバー、上級管理職、統制部門の主要人物および主要な所有者の適格性につい
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insurance legal entity as part of the licensing procedure before the insurance legal 
entity is permitted to operate. See ICP 4 (Licensing). 

5.3.2 The supervisor should assess the suitability of Board Members, Senior 
Management, Key Persons in Control Functions and Significant Owners of 
insurers either prior to changes in the positions or as soon as possible after 
appointment. The supervisor should also require the insurer to perform internal 
suitability assessments of Board Members, Senior Management and Key Persons 
in Control Functions on an ongoing basis, for example on an annual basis or when 
there are changes in the circumstances of the individuals. The supervisor may 
require the insurer to certify that it has conducted such assessments and 
demonstrate how it reached its conclusions. 

5.3.3 With regard to Control Functions, the individual(s) to be assessed should be 
the Key Persons in Control Functions. 

5.3.4 The supervisor should have sufficient and appropriate information to assess 
whether an individual meets suitability requirements. The information to be 
collected and the supervisor’s assessment of such information may differ 
depending on the role. 

5.3.5 For the purpose of the assessment, the supervisor should require the 
submission of a résumé or similar indicating the professional qualifications as well 
as previous and current positions and experience of the individual and any 
information necessary to assist in the assessment, such as: 
• evidence that the individual has sufficient relevant knowledge and pertinent 

experience within the insurance and financial industries or other businesses; 
and 

て、免許付与手続の一環として評価すべきである。ICP 4（免許付与）を参照。

5.3.2 監督者は、保険会社の取締役会メンバー、上級管理職、統制部門の主要

人物および主要な所有者について、その地位に変更が生じる前または指名後速や

かに適格性を評価すべきである。また、監督者は、取締役会メンバー、上級管理

職、統制部門の主要人物の内部の適格性評価、例えば毎年、または個人の状況に

変化が生じた場合など、継続ベースで実施するように、保険会社に対して要求す

べきである。監督者は、保険会社がそのような評価を行ったことを証明し、どの

ようにその結論に達したかを実証するよう要求する可能性がある。

5.3.3 統制部門に関して、評価されることになる個人は、統制部門の主要人物

であるべきである。

5.3.4 個人が適格性要件を満たしているかどうか評価するため、監督者は、充

分かつ適切な情報を有するべきである。収集すべき情報およびそうした情報に関

する監督者の評価は、役割に応じて異なる場合がある。

5.3.5 監督者は、評価の目的で、当該個人の以前および現在の地位や経験のみ

ならず、専門的資格についても明記している経歴書またはそれに類似したもの、

および当該評価を支援するために必要な、以下のような情報の提出を要求すべき

である。

・当該個人が、保険および金融業界、または他の事業における十分な関連知識お

よび適切な経験を有していることの証拠、および

・当該個人が、役割を遂行するための適切なレベルのコミットメントを有してい
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• evidence that the individual has the appropriate level of commitment to perform 
the role. 

5.3.6 The application of suitability requirements relating to competence for Board 
Members, Senior Management and Key Persons in Control Functions of an 
insurer may vary depending on the degree of their influence and on their roles. It 
is recognised that an individual considered competent for a particular position 
within an insurer may not be considered competent for another position with 
different responsibilities or for a similar position within another insurer. 
Whenassessing the competence of the Board Members, regard should be given 
to respective duties allocated to individual members to ensure appropriate 
diversity of qualities and to the effective functioning of the Board as a whole. 

5.3.7 In assessing the integrity of an individual Board Member, Senior 
Management, Key Person in Control Functions and Significant Owner, the 
supervisor should consider a variety of indicators such as: 
• Legal indicators: These provide information on possible legal misconduct. Such 

indicators could include civil liability, criminal convictions or pending 
proceedings: 

− for breaches of law designed to protect members of the public from financial 
loss, e.g. dishonesty, or misappropriation of assets, embezzlement and other 
fraud or other criminal offences (including anti-money laundering and the 
combating of the financing of terrorism. 

− against the individual in his/her personal capacity; 
− against an entity in which the individual is or was a Board Member, a member 

of the Senior Management, a Key Person in Control Functions or a Significant 
Owner; or 

− incurred by the individual as a consequence of unpaid debts. 

ることの証拠

5.3.6 保険会社の取締役会メンバー、上級管理職および統制部門の主要人物の

能力に関する適格性要件の適用は、それぞれの影響度および役割に応じて、変わ

る場合がある。ある保険会社において特定の役割に適任とみなされる個人が、異

なる責任を持つ別の地位、もしくは別の保険会社の同様の地位には適任とはみな

されない場合があることが認識されている。取締役会のメンバーの能力を評価す

る場合、適切な資質の多様性を確保するために個々のメンバーに割り当てられた

それぞれの任務、および取締役会全体の効果的な機能が考慮されるべきである。

5.3.7 個々の取締役会メンバー、上級管理職、統制部門の主要人物、および主

要な所有者の誠実性を評価する際、監督者は、以下のような様々な指標を考慮す

べきである：

・法的指標：この指標は、生じうる違法行為に関する情報を提供する。指標には、

以下のような民事責任、刑事上の有罪判決、または係争中の訴訟手続を含みう

る：

－不正行為、あるいは資産の不正流用、横領、および他の詐欺またはその他の刑

法上の罪（マネーロンダリング防止とテロ資金供与対策の問題を含む）など、

財務損失から公衆を保護することを意図した法律の違反に関するもの、

－私的な立場での当該個人に対するもの、

－当該個人が取締役会のメンバー、上級管理職のメンバー、統制部門の主要人物

または主要な所有者となっている、またはなっていた企業に対するもの、また

は、

－当該個人が発生させた未返済の債務から生じたもの
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•Financial indicators: These provide information on possible financial misconduct, 
improper conduct in financial accounting, or negligence in decision-making. 
Such indicators could include:− financial problems or bankruptcy in his/her 
private capacity; or− financial problems, bankruptcy or insolvency proceedings 
of an entity in which the individual is or was a Board Member, a member of the 
Senior Management or a Key Person in Control Functions. 

• Supervisory indicators: These provide information gathered by or that comes to 
the attention of supervisors in the performance of their supervisory duties. 
These supervisors could also be authorities with supervisory responsibility in 
sectors other than insurance. Such indicators could include: 

− the withholding of information from public authorities or submission of incorrect 
financial or other statements; 

− conduct of business transgressions; 
− prior refusal of regulatory approval for key positions; 
− preventive or corrective measures imposed (or pending) on entities in which the 

individual is or was a Board Member, a member of the Senior Management, or 
a Key Person in Control Functions; or  

− outcome of previous assessments of suitability of an individual, or sanctions or 
disciplinary actions taken (or pending) against that individual by another 
supervisor 

.• Other indicators: These may provide other information that could reasonably be 
considered material for the assessment of the suitability of an individual. 
Examples include: 

− suspension, dismissal or disqualification of the individual from a position as a 
Board Member or a member of the Senior Management of any company or 
organisation; 

−disputes with previous employers concerning incorrect fulfilment of 
responsibilities or noncompliance with internal policies, including code of 

・財務指標：この指標は、生じうる財務上の違法行為、財務会計における不正行

為、または意思決定における過失に関する情報を提供する。そのような指標に

は以下が含まれうる：

－私人の立場での財政難または破産、または、

－当該個人が取締役会メンバー、上級管理職のメンバーまたは統制部門の主要人

物になっている、またはなっていた企業における財政難、破綻、または支払不

能の手続き

・監督指標：この指標は、監督上の任務を遂行する過程で監督者が収集した、ま

たは注目するようになった情報を提供する。ここでいう監督者は、保険以外の

セクターにおいて監督責任を有する当局の場合もありうる。そのような指標に

は以下が含まれうる：

－公的当局に対する情報の隠蔽、不正な財務諸表または他の書類の提出；

－事業行為の違反

－過去における主要な職位の規制当局による認可の却下

－当該個人が取締役会メンバー、上級管理職のメンバー、または統制部門の主要

人物となっている、またはなっていた企業に対し講じられた（または保留中の）

予防または是正措置、または、

－以前行われた個人の適格性評価の結果、または別の監督者によって当該個人に

対して講じられた（または保留中の）制裁措置もしくは懲戒処分

・他の指標：この指標は、当該個人の適格性に関して重要であると合理的に考慮

されうるその他の情報を提供することがある。例として、以下が含まれる：

－会社または組織における、取締役会メンバーまたは上級管理職のメンバーとし

て行動する個人の役職の停職、解任、または剥奪、

－責任の不正な遂行または行動規範を含む内部方針、雇用法または契約法の不順

守に関する前雇用主との紛争、
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conduct, employment law or contract law; 
− disciplinary action or measures taken against an individual by a professional 

organisation in which the individual is or was a member (e.g., actuaries,
accountants or lawyers); or 

− strength of character, such as the ability and willingness to challenge, as an 
indicator of a person’s integrity as well as competence to perform the respective 
role. The presence of any one indicator may, but need not in and of itself, 
determine a person’s suitability. All relevant indicators, such as the pattern of 
behaviour, should be considered in a suitability assessment. Consideration 
should also be taken to the lapse of time since a particular indicator occurred 
and its severity, as well as the person’s subsequent conduct. 

5.3.8 For Significant Owners, the supervisor sets out minimum standards of 
financial soundness. If the Significant Owner that is to be assessed is a legal 
person or a corporate entity, the supervisor should collect sufficient and 
appropriate information such as: 
• the nature and scope of its business; 
• its ownership structure, where relevant; 
• its source of finance/funding and future access to capital; 
• the group structure, if applicable, and organisation chart; and 
• other relevant factors. 

5.3.9 In determining the financial soundness of Significant Owners, the supervisor 
should assess their source of financing/funding and future access to capital. To 
do so, the supervisor may consider financial indicators such as: 
• Financial statements and exhibits. If the Significant Owner is a legal person, 

financial statements may include annual financial statements; for a natural 
person, it may include financial information (such as tax accounts or personal 

－個人がメンバーとなっている、またはなっていた専門職（たとえば、アクチュ

アリー、会計士、または弁護士）団体によって個人に講じられる懲戒処分また

は措置、または、

－それぞれの役割を遂行する能力と同様に、人物の誠実性の指標として、意義を

申し立てようとする能力および気力などの気骨どれか 1つの指標の存在が、必
ずしもそれ自体で決定するわけではないが、個人の適格性を決定する可能性が

ある。行動パターンなど、関係する指標は全て、適格性評価において考慮され

るべきである。特定の指標が発生してからの時間の経過、およびその重要度、

ならびに当該人物のその後の行動も考慮に入れるべきである。

5.3.8 主要な所有者については、監督者が最低限の財務健全性基準を定める。

評価の対象とすべき主要な所有者が法人または企業体の場合、監督者は、以下の

ような充分かつ適切な情報を収集すべきである：

・当該組織の業務の性質と範囲、

・関連する場合、当該組織の所有者構造、

・その資金調達源／資金供給源、および資本への今後のアクセス、

・該当する場合は、グループの構造および組織図、および

・その他の関連要因

5.3.9 主要な所有者の財務上の健全性を判断する際、監督者は、当該所有者の

資金調達源／資金供給源、および資本への今後のアクセスを評価すべきである。

そうするためには、監督者は、以下のような

・財務指標を考慮する可能性がある。財務諸表と添付書類。主要な所有者が法人

の場合、財務諸表には、年次財務諸表を含む可能性があり、自然人については、

独立公認会計士により検証される（納税証明書または個人の資産明細などの）
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wealth statements) that are reviewed by an independent public accountant; and
• Transactions and agreements such as: loans; investments; purchase, sale or 

exchange of securities or other assets; dividends and other distributions to 
shareholders; management agreements and service contracts; and 
taxallocation agreements. 

5.3.10 Additionally the supervisor should also consider matters such as, but not 
limited to, whether: 
• Significant Owners understand their role as potential future sources of capital, if 

needed; 
• there are any indicators that Significant Owners will not be able to meet their 

debts as they fall due; 
• appropriate prudential solvency requirements are met if the Significant Owner is 

a financial institution; 
• Significant Owners have been subject to any legally valid judgment, debt or order 

that remains outstanding or has not been satisfied within a reasonable period; 
•Significant Owners have made arrangements with creditors, filed for bankruptcy 

or been adjudged bankrupt or had assets sequestered; and 
• Significant Owners have been able to provide the supervisor with a satisfactory 

credit reference. The presence of any one indicator may, but need not in and of 
itself, determine a person’s suitability. All relevant indicators, such as the pattern 
of behaviour, should be considered in a suitability assessment. If the Significant 
Owner is regulated by another supervisor, the suitability assessment done by 
the latter may be relied upon to the extent that this assessment reasonably 
meets the requirements of this standard.

5.4 The supervisor requires notification by insurers of any changes in Board 
Members, Senior Management, Key persons in Control Functions and 

財務情報を含む可能性がある、および、

・貸付金、投資、証券または他の資産の購入、売却または交換、株主への配当お

よび他の分配、管理上の合意およびサービス契約、ならびに、税の配分に関す

る合意などの、取引および合意。

5.3.10 加えて、当該監督者は以下のような事項についても考慮すべきである
が、それらに限定されるものではない：

・主要な所有者が、必要であれば、今後の潜在的な資本厳としての自身の役割を

理解しているかどうか、

・主要な所有者が期限に債務を履行できなくなる何らかの指標があるかどうか、

・主要な所有者が金融機関の場合、適切な健全性ソルベンシー要件を満たしてい

るかどうか、

・主要な所有者が、合法的な判決、債務または未決もしくは合理的な期間内に解

決していない命令の対象となっているか、

・主要な所有者が、債権者と協定を結んでいるか、破産申請しているか、破産宣

告を受けたか、または資産が差し押さえられているかどうか、および

・主要な所有者が、監督者に十分な信用照会先を提供することができているかど

うかどれか１つの指標の存在が、必ずしもそれ自体で決定するわけではない

が、個人の適格性を決定する可能性がある。行動パターンなど、関係する指標

はすべて、適格性評価において考慮されるべきである。主要な所有者が他の監

督者によって規制されている場合、後者によって行われた適格性の評価が合理

的に本基準の要件を満たしている範囲において、当該評価が信頼されうる。

5.4 監督者は、取締役会メンバー、上級管理職、統制部門の主要人物および

主要な所有者に関するあらゆる変更について、および取締役会メンバー、上級管
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Significant Owners, and of any circumstances that may materially adversely 
affect the suitability of its Board Members, Senior Management, Key 
Persons in Control Functions and Significant Owners.  

5.4.1 Insurers should be required to report promptly any information gained about 
these persons that may materially affect their suitability, for example, if a Board 
Member is convicted of a financial crime. See guidance under Standard 5.3 for 
additional examples of indicators of circumstances that may materially affect the 
suitability of an individual. 

5.5 The supervisor takes appropriate action to rectify the situation when 
Board Members, Senior Management and Key Persons in Control Functions 
or Significant Owners no longer meet suitability requirements. 

5.5.1 The supervisor should impose measures in respect of Board Members, 
Senior Management and Key Persons in Control Functions who do not meet the 
suitability requirements. Examples of such measures include: 
• requesting the insurer to provide additional education, coaching or the use of 

external resources in order to achieve compliance with suitability requirements 
by an individual in a position as Board Member, member of the Senior 
Management or Key Person in Control Functions; 

• preventing, delaying or revoking appointment of an individual in a position as 
Board Member, member of the Senior Management or Key Person in Control 
Functions; 

• suspending, dismissing or disqualifying an individual in a position as a Board 
Member, Senior Management or Key Person in Control Function, either directly 
or by ordering the insurer to take these measures; 

• requiring the insurer to appoint a different person for the position in question who 

理職、統制部門の主要人物および主要な所有者の適格性に、著しく不利な影響を

もたらしうるあらゆる状況について、保険会社による通知を要求する。

5.4.1 保険会社は、例えば、取締役会メンバーが金融犯罪で有罪判決を受けた

場合などの、その者の適格性に対して著しく影響しうる、その者について得られ

たあらゆる情報を、速やかに報告するよう要求されるべきである。個人の適格性

に著しく影響しうる状況の指標のさらなる例については、基準 5.3の下の指針を
参照。

5.5 監督者は、取締役会メンバー、上級管理職および統制部門の主要人物、

または主要な所有者が、もはや適格性要件を満たさない状況を是正するための適

切な措置を講じる。

5.5.1  監督者は、適格性要件を満たさない取締役会メンバー、上級管理職およ
び統制部門の主要人物について、措置を講じるべきである。これらの措置の例に

は、以下を含む：

・保険会社に対して、取締役会メンバー、上級管理職のメンバーまたは統制部門

の主要人物としての地位にある個人による適格性要件の履行を達成するため、

追加の教育・指導の提供、または外部リソースの利用を要請する、

・ある個人が、取締役会メンバー、上級管理職のメンバーまたは統制部門の主要

人物としての地位に選任されることを阻止する、遅らせるまたは取り消す、

・直接的に、または保険会社にそのような措置を講じるよう指示することにより、

取締役会メンバー、上級管理職のメンバーまたは統制部門の主要人物としての

地位にある個人を、停職にする、解任するまたは個人の資格を剥奪する、

・保険会社における健全で適正な経営と統制を強化するため、適格性要件を満た
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does meet the suitability requirements, to reinforce the sound and proper 
management and control of the insurer; 

• imposing additional reporting requirements and increasing solvency monitoring 
activities; or 

• withdrawing or imposing conditions on the business licence especially in the case 
of a major breach of suitability requirements, taking into account the impact of 
the breach or the number of members of the Board, Senior Management orKey 
Persons in Control Functions involved. 

5.5.2 The supervisor should impose measures of a preventive and corrective 
nature in respect of Significant Owners who do not meet suitability requirements. 
Examples of such measures include: 
• requiring the Significant Owners to dispose of their interests in the insurer within 

a prescribed period of time; 
• the suspension of the exercise of their corresponding voting rights; or 
• the nullification or annulment of any votes cast by the Significant Owners. 

5.5.3 There can be circumstances where a Board Member, a member of the 
Senior Management or a Key Person in Control Functions is unable to carry out 
his/her role and a replacement needs to be appointed on short notice. In 
jurisdictions where the supervisor approves the post-licensing appointment of 
Board Members, Senior Management or Key Persons in Control Functions, it may 
be appropriate for the supervisor to permit the post to be filled temporarily until the 
successor’s suitability assessment is affirmed. In such circumstances, a 
supervisor may require that these temporary replacements meet certain suitability 
requirements, depending on his/her position or responsibilities within the insurer. 
However, such assessment should be conducted and concluded ina timely 
manner.  

す異なる人物を問題となった地位に選任するよう、保険会社に要求する、

・追加の報告要件を課す、およびソルベンシーの監視活動を増大させる、または、

・特に適格性要件において重大な違反があった場合、違反の影響度または関与し

た取締役会メンバー、上級管理職または統制部門の主要人物の人数を考慮し

て、事業免許を取り消すか、または免許に条件を付ける

5.5.2 監督者は、適格性要件を満たさない主要な所有者に関して、予防的およ

び是正的性質の措置を講じるべきである。そうした措置の例には、以下を含む：

・主要な所有者に、所定の期間内に保険会社に対する権利を処分するよう要求す

ること、

・対応する議決権行使の停止、または

・主要な所有者によるあらゆる投票の無効化、または取消し

5.5.3 取締役会メンバー、上級管理職のメンバーまたは統制部門の主要人物が

各人の役割を遂行することが不可能になり、交代要員の選任が急遽必要となる状

況が起こりうる。監督者が取締役会メンバー、上級管理職または統制部門の主要

人物の免許付与後の選任を承認する管轄区域においては、後任者の適格性評価が

監督者によって認められるまでの間、空席を暫定的に埋めることを監督者が認め

ることが適切な場合がある。このような状況では、監督者は、保険会社における

各人の地位または責任により、これら暫定的な交代要員が一定の適格性要件を満

たすよう要求する可能性がある。しかしながら、そのような評価は、タイムリー

に実施され、決定されるべきである。
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5.6 The supervisor exchanges information with other authorities inside 
andoutside its jurisdiction where necessary to check the suitability of Board 
Members, Senior Management, Key Persons in Control Functions and 
Significant Owners of an insurer. 

5.6.1 Supervisors should use the modes available for supervisory cooperation, in 
particular, the ability to exchange information relevant to check suitability with 
domestic or foreign authorities. Having such arrangements in place is important 
so as to not unduly delay relevant supervisory processes and/or affect the 
insurers’ ability to satisfy composition requirements for the Board or make 
necessary changes to its management team. For additional information, see ICP 
3 (Information Exchange and Confidentiality Requirements). 

5.6.2 The supervisor may use this information as an additional tool to assess 
effectively the suitability of, or to obtain information about, a Board Member, a 
member of the Senior Management or a Key Person in Control Functions. 

5.6.3 If a Significant Owner that is to be assessed is a legal person or a corporate 
entity regulated in another jurisdiction, the supervisor should seek confirmation 
from the relevant authority that the entity is in good standing in that other 
jurisdiction. 

5.6監督者は、保険会社の取締役会メンバー、上級管理職、統制部門の主要人物、
および主要な所有者の適格性を確認するために必要な場合には、管轄区域内外の

他の当局と情報を交換する。

5.6.1 監督者は、監督上の協力で利用可能な方法、特に、国内または国外の当

局との適格性の確認に関係する情報の交換のための能力を用いるべきである。そ

のような取決めを整備しておくことは、関係する監督プロセスを不当に遅らせな

いために、および／または取締役に関する構成の要件を満たすために、または、

保険会社の管理チームに必要な変更を行う保険会社の能力に影響しないために、

重要である。追加の情報については、ICP 3（情報交換および守秘義務要件）を参
照。

5.6.2 監督者は、取締役会メンバー、上級管理職のメンバーまたは統制部門の

主要人物の適格性を効果的に評価するため、またはそれらに関する情報を得るた

めの付加的な手段として、この情報を用いる可能性がある。

5.6.3 評価の対象となる主要な所有者が、別の管轄区域の規制下にある法人ま

たは企業体である場合、監督者は、関係する当局から、当該企業がその別の管轄

区域において、健全な状態にあることの確認を求めるべきである。

ICP 6 Changes in Control and Portfolio Transfers 
Supervisory approval is required for proposals to acquire significant 
ownership or an interest in an insurer that results in that person (legal or 
natural), directly or indirectly, alone or with an associate, exercising 
control over the insurer. The same applies to portfolio transfers or 

ICP6 支配権の変更および包括移転
ある者（法人または自然人）が、直接的または間接的に、単独でまたは他と

共同して、保険会社への支配権を行使することとなる、保険会社の主要な所

有権またはその他の権利を取得する提案に対して、監督者の承認が求められ

る。保険会社の包括移転または合併にも、同様に適用される。



- 60 - 

英文 仮訳

mergers of insurers.

Significant Ownership and Control  

6.1 The term “control” over an insurer is defined in legislation and it 
addresses, at a minimum: 

• holding of a defined number or percentage of issued shares or financial 
instruments (such as compulsory convertible debentures) above a 
designated threshold in an insurer or its intermediate or ultimate 
beneficial owner. 

• voting rights attached to the aforementioned shares or financial 
instruments 

• power to appoint directors to the Board and other executive committees 
or remove them. 

6.2 The supervisor requires the insurer to provide notification of any 
proposed acquisitions or changes in control of the insurer. The supervisor 
grants or denies approval to person(s) (legal or natural) that want(s) to 
acquire significant ownership or a controlling interest in an insurer, whether 
directly or indirectly, alone or with an associate.  

6.2.1 In addition to having control defined in legislation, the concepts of significant 
ownership should be defined in legislation.  

6.3 The supervisor approves any significant increase above the 
predetermined control levels in an insurer by person(s) (legal or natural), 
whether obtained individually or in association with others. This also 
applies to any other interest in that insurer or its intermediate or ultimate 

主要な所有権および支配権

6.1 保険会社への「支配権（control）」という用語は法令によって定義され、少
なくとも以下を扱う：

・指定された閾値を超えて、当該保険会社、またはその中間的もしくは最終受

益者の一定数または一定割合の発行済み株式または金融商品（強制転換社債

など）を所有すること

・上記の株式または金融商品に付与された議決権

・取締役会とその他の執行委員会の取締役を任命または解任する権限。

6.2 監督者は、保険会社に対して、提案されている保険会社の支配権の取得ま
たは変更を通知するよう要求する。監督者は、直接的であるか間接的であるか、

単独であるか他との共同であるかを問わず、保険会社の主要な所有権または支配

権を取得したいと考える者（法人または自然人）に対して承認を与える、または

それを拒否する。

6.2.1 法令に定義される支配権を有することに加えて、主要な所有権の概念は、
法令で定義されるべきである。

6.3 単独であるか他との共同であるかを問わず、人物（法人または自然人）が、
前もって定められた保険会社の支配権のレベルを著しく越える場合には、監督者

はそれを承認する。これは、保険会社、またはその中間的もしくは最終受益者の

その他のいかなる権利にも適用される。監督者は、前もって定められた支配権の
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beneficial owners. The supervisor requires appropriate notification from 
insurers in the case of a significant decrease below the predetermined 
control levels. 

6.3.1 Notification should be required for changes in ownership or control according 
to the percentages of an insurer’s issued shares. These established percentages 
typically range between 5 and 10 percent. Where supervisory approval is required 
in addition to notification, specific thresholds (equal to or higher than those for 
notification) should be set.  

6.4 The requirements in Standards 6.2 and 6.3 above also refer to the 
acquisition or change of control where the intermediate or ultimate 
beneficial owner(s) of an insurer is (are) outside the jurisdiction where the 
insurer is incorporated. In such cases, the supervisor coordinates, where 
relevant and necessary, with corresponding supervisors of those entities. 

6.4.1 Information exchange and confidentiality requirements are set out in ICP 3 
Information Exchange and Confidentiality Requirements while supervisory 
cooperation and coordination requirements are set out in ICP 25 Supervisory 
Cooperation and Coordination.  

6.5 The supervisor is satisfied that those seeking control meet the same 
criteria as they would be required to meet if they sought a new licence.  

6.5.1 The supervisor should ensure that the proposed owners have the resources 
to provide the minimum capital required as well as the ability to provide further 
capital or other support for the insurer when needed.  

レベル以下に著しく減少する場合には、保険会社による適切な通知を要求する。

6.3.1 保険会社の発行済み株式の比率に従い、所有権または支配権に関する変更
の通知が要求されるべきである。一般に、その設定される比率は 5％から 10％で
ある。通知に加えて監督上の承認が要求される場合、特定の閾値（通知対象とな

る閾値と同等もしくはそれ以上）が設定されるべきである。

6.4 上記の基準 6.2 および 6.3 の要件は、保険会社が設立された管轄区域外に
その保険会社の中間的または最終受益者が存在する場合における支配権の取得

または変更にも該当する。このような場合には、監督者は、適切かつ必要な場合、

当該企業の該当する監督者と調整を行う。

6.4.1 情報交換および守秘義務要件はICP 3「情報交換および守秘義務要件」に
規定されており、一方、監督上の協力および調整の要件は、ICP 25「監督上の
協力および調整」に規定されている。

6.5 監督者は、支配権を取得しようとする者が新規の免許を取得しようとする
際に要求されるものと同様の規準を満たすことを確実にする。

6.5.1 監督者は、所有予定者が、必要とされる最低資本を提供する資源、および
必要に応じて保険会社にさらに資本その他の支援を提供する能力を持っている

ことを確保すべきである。
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6.5.2 Licensing and suitability of persons requirements are set out in ICPs 4 
Licensing and 5 Suitability of Persons, respectively.  

6.6 The supervisor requires insurers to provide appropriate information on 
their shareholders and any other person directly or indirectly exercising 
control.  

6.7 The supervisor rejects applications of proposed owners to control 
insurers if facts exist from which it can be reasonably deduced that their 
ownership will be unduly prejudicial to policyholders. The supervisor is able 
to identify the intended beneficial owner. 

6.7.1 Owners should not expose the insurer to undue risks or hinder effective 
supervision.  

6.8 To assess applications for proposed acquisitions or changes in control 
of insurers the supervisor establishes requirements for financial and non-
financial resources.  

6.9 A change of a mutual company to a stock company, or vice versa, is 
subject to the supervisor’s approval. The supervisor satisfies itself with the 
new constitution or governing organisational document of the company 
before giving approval.  

Portfolio Transfer  

6.10 The transfer of all or a part of an insurer’s business is subject to 
approval by the supervisor, taking into account, amongst other things, the 

6.5.2 免許付与および適格性要件は、ICP 4「免許付与」および ICP 5「適格性」
においてそれぞれ規定される。

6.6 監督者は、直接または間接的に支配権を行使する株主およびその他あらゆ
る人物に関する適切な情報を提供するように、保険会社に要求する。

6.7 監督者は、所有予定者による所有が保険契約者に不当に不利益であると合理
的に推測される事実が存在する場合には、その保険会社の支配申請を拒否する。

監督者は、意図された受益者を明らかにできる。

6.7.1 所有者は、保険会社を不当なリスクにさらしたり、または、効果的な監督
を妨げてはならない。

6.8 保険会社の取得案または支配権の変更案についての申請を審査するため、監
督者は財務およびその他の（non-financial）資源についての要件を定める。

6.9 相互会社の株式会社への変更、またはその逆の変更については、監督者の承
認の対象となる。監督者は承認する前に、当該会社の新たな定款（constitution）
または組織統治の文書を把握する。

包括移転

6.10 保険事業の全部または一部の移転は、移転元保険会社および移転先保険会
社の財務状況も考慮した、監督者の承認の対象である。移転元保険会社と移転先
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financial position of the transferee and the transferor. The supervisor 
satisfies itself that the interests of the policyholders of both the transferee 
and transferor will be protected.

6.10.1 Insurance policies are legal contracts between an insurer and its 
policyholders. An insurer should not be able to unilaterally alter the terms of a 
contract by merging with another insurer, mutualising or demutualising or 
transferring some of its policy liabilities to another insurer. In order to protect the 
interests of policyholders, legislation should restrict the ability of insurers to 
transfer their policy liabilities. The supervisor should ensure that policyholders’ 
reasonable benefit expectations and existing policy values will not normally be 
lessened as a result of liability transfer. This should apply whether the transfer 
involves a single policy or a portfolio, or the transaction is considered a part of 
normal business, a merger or part of a winding-up procedure in a situation where 
the insurer is no longer financially viable or is insolvent. (Refer to ICP 12 Winding-
up and Exit from the Market.)  

6.10.2 A key consideration regarding the nature of portfolio transfers is whether 
the transaction is between reinsurers. Legislation should not restrict the transfer 
of portfolios from one reinsurer to another, if the contractual rights of the involved 
parties are considered. However, as an element of its supervisory activity, the 
supervisor takes the financial position of the transferee in particular into account.

保険会社の両方の保険契約者の利益が保護されることを監督者は確実にする。

6.10.1 保険契約は保険会社と保険契約者の間の法的な契約である。保険会社

は、他の保険会社と合併すること、相互会社もしくは株式会社へ転換するこ

と、または保険契約上の負債の一部を他の保険会社に移転することによって、

契約条件を一方的に変えることができるべきではない。法令は、保険契約者の

利益を保護するために、保険契約上の負債を移転する保険会社の能力を制限す

べきである。監督者は、保険契約者の正当な利益の期待と既存の保険契約の価

値が、通常は負債の移転の結果によって低下しないことを確保すべきである。

これは、当該移転に単一の契約もしくは包括移転を含む場合、その取引が通常

業務の一部とみなされる場合、合併、または保険会社がもはや財務的に存続不

可能または支払不能に陥った場合の清算手続きの一環であっても適用すべきで

ある。（ICP 12 「清算および市場からの撤退」を参照）。

6.10.2 包括移転の性質に関して主に考慮する点としては、取引が再保険会社間

で行われるかどうかである。法令では、関与する当事者の契約上の権利が考慮

される場合、ある再保険会社から他の再保険会社への包括移転を制限すべきで

はない。しかし、監督活動の一要素として、監督者は、特に、移転元保険会社

の財務状況を考慮する。
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ICP 7 Corporate Governance6

The supervisor requires insurers to establish and implement a corporate 
governance framework which provides for sound and prudent
management and oversight of the insurer’s business and adequately 
recognises and protects the interests of policyholders. 

Introductory Guidance 

7.0.1 The corporate governance framework of an insurer: 
• promotes the development, implementation and effective oversight of policies 

that clearly define and support the objectives of the insurer; 
• defines the roles and responsibilities of persons accountable for the 

management and oversight of an insurer by clarifying who possesses legal 
duties and powers to act on behalf of the insurer and under which circumstances;

• sets requirements relating to how decisions and actions are taken including 
documentation of significant or material decisions, along with their rationale; 

• provides sound remuneration practices which promote the alignment of 
remuneration policies with the long term interests of insurers to avoid excessive 
risk taking; 

• provides for communicating with the supervisor, as appropriate, matters relating 
to the management and oversight of the insurer; and 

• provides for corrective actions to be taken for non-compliance or weak oversight, 
controls or management. 

ICP 7 コーポレート・ガバナンス 6

監督者は、保険事業の健全でプルーデントな経営および監視を規定し、かつ

保険契約者の利益を十分に認識し保護するコーポレート・ガバナンスの枠組

みを確立し実行することを保険会社に要求する。

導入指針

7.0.1 保険会社のコーポレート・ガバナンス枠組みは、

 保険会社の目的を明確に定め支援する方針の策定、実施、および効果的な

監視を促進する

 保険会社のために行動する法的義務および権限を誰が持つのか、およびど

んな環境下でなされるのかを明確にすることによって、保険会社の経営お

よび監視に責任を負う人物の役割および責務を定義する

 重大または重要な決定の論理的根拠とともに、その決定の文書化を含め、

どのように決定および措置がなされるのかに関する要件を設定する

 過度のリスクテイクを避けるため、報酬方針と保険会社の長期の利益との

整合を促進する健全な報酬実務を規定する

 必要に応じて、保険会社の経営および監視に関する事柄について監督者と

やりとりすることを規定する、および、

 不遵守または脆弱な監視、統制および経営に対して行われるべき是正措置

を規定する

6 Amended November 2015
2015 年 11 月改訂
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7.0.2 An effective corporate governance framework enables an insurer to be 
flexible and transparent; to be responsive to developments affecting its operations 
in making timely decisions and to ensure that powers are not unduly concentrated. 
The corporate governance framework supports and enhances the ability of the key 
players responsible for an insurer’s corporate governance; i.e. the Board, Senior 
Management and Key Persons in Control Functions to manage the insurer’s 
business soundly and prudently. 

Organisational structures 

7.0.3 The insurer should establish a transparent organisational structure which 
supports the strategic objectives and operations of the insurer. The board and 
senior management should know and understand the structure and the risks that 
it poses.  

The ways in which an insurer chooses to organise and structure itself can vary 
depending on a number of factors such as: 

• jurisdictional corporate law, which may allow or require different board 
structures (such as one-tier or two-tier Boards); 

• organisational structure such as stock companies, mutuals or co-operatives; 
and 

• group, branches, or solo legal entity operations. 

These considerations can affect how an insurer establishes and implements its 
corporate governance framework and are explained in more detail below. It is 
important for supervisors to understand these different considerations in order to 
be able to adequately assess the effectiveness of an insurer’s corporate 

7.0.2 効果的なコーポレート・ガバナンス枠組みは、保険会社が柔軟で、かつ

透明性があること、すなわちタイムリーな意思決定を行う上で、その業務に影響

する進展に敏感であること、および権限が過度に集中しないよう確保することを

可能にする。コーポレート・ガバナンス枠組みは、保険会社の事業を健全かつプ

ルーデントに経営するために、保険会社のコーポレート・ガバナンスに責任を有

する中心的人物の能力を支援し高めるものである。その中心的人物とは、取締役

会、上級管理職および統制部門の主要人物である。

組織構造

7.0.3 保険会社は、保険会社の戦略上の目的および事業活動をサポートする、

透明性のある組織構造を確立すべきである。取締役会および上級管理職は、その

構造について、およびその構造が及ぼすリスクについて把握し、理解すべきであ

る。

自社を組織し、構築する上で保険会社が選択する方法は、以下を含む多くの要因

により異なりうる。

・ 異なる取締役会の構造（例えば、一層性または二層制の取締役会）を許容

もしくは要求しうる、管轄区域の会社法

・ 株式会社、相互会社または共済などの組織構造

・ グループ、支店または単一法人での事業経営

これらの考慮要素は、保険会社が、どのように自社のコーポレート・ガバナンス

枠組みを確立し、実施するかに影響を及ぼしうるものであり、以下でより詳細に

説明する。監督者は、保険会社のコーポレート・ガバナンス枠組みの効率性を適

切に評価することができるよう、これらの異なる考慮要素について理解すること
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governance framework. 

7.0.4 The standards on corporate governance are designed with sufficient
flexibility to apply to supervision of insurers regardless of any differences in the 
corporate structures and legal systems. 

7.0.5 The term Board includes its management and oversight roles, regardless of 
Board structure. 

Mutuals and co-operatives 

7.0.6 Governance of insurers formed as mutuals or co-operatives is different from 
that of insurers formed as joint stock companies (i.e., bodies corporate). These 
standards are nevertheless sufficiently flexible to be adapted to mutuals and co-
operatives to promote the alignment of actions and interests of the Board and 
Senior Management with the broader interests of policyholders. Where there are 
references to shareholders or stakeholders, they should be generally treated as 
references to policyholders in mutuals, unless otherwise indicated. 

Insurance Groups 

7.0.7 Insurance groups should ensure that the corporate governance framework 
is appropriate to the structure, business and risks of the insurance group and its 
legal entities. The corporate governance framework should include policies, 
processes and controls which address risks across the insurance group and legal 
entities. 

7.0.8 When setting up or evaluating their corporate governance framework, 

が重要である。

7.0.4 コーポレート・ガバナンス基準は、企業構造ならびに法制度の違いにか

かわらず、十分な柔軟性をもって保険会社の監督に適合するように設計されてい

る。

7.0.5 取締役会との用語は、取締役会の構造にかかわらず、経営管理および監

視の役割を含む。

相互会社および共済

7.0.6 相互会社または共済の形態をとる保険会社のコーポレート・ガバナンス

は、株式会社（すなわち法人）形態の保険会社のコーポレート･ガバナンスと異

なる。これらの基準は、それにも関わらず、取締役会および上級管理職の行動お

よび利益と、幅広い保険契約者の利益の一致を促進するため、相互会社および共

済に適応させるために十分に柔軟である。株主または利害関係者に言及がある場

合には、一般的に、別段の言及がある場合を除き、相互会社における保険契約者

への言及として取り扱われるべきである。

保険グループ

7.0.7 保険グループは、コーポレート・ガバナンス枠組みが保険グループおよ

び法人の構造、事業およびリスクに適したものであることを確保すべきである。

コーポレート・ガバナンス枠組みには、保険グループおよび法人全体にわたるリ

スクに対応する方針、プロセスおよび規制が含まれるべきである。

7.0.8 保険グループは、コーポレート・ガバナンス枠組みを設定または評価す
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insurance groups should be aware of the specific challenges which might arise 
from the organisational model adopted by a group (e.g. centralised or
decentralised model). The main factors underlying the challenges are: 
• the division of authorities and responsibilities between the key players at the 

insurance group and legal entity level; 
• effective group-wide direction and coordination; 
• proper consideration of the legal obligations, governance responsibilities and 

risks both at the insurance group and legal entity level; and 
• effective communication within the group and adequate information at all levels.7

7.0.9 The supervisor should take the organisational structure of the group into 
consideration in evaluating its governance. Particularly when the management 
structure differs from the legal entity structure, it is not sufficient to assess 
governance only at the legal entity level. In such a case, it is important that 
appropriate governance exists across the group and that the supervisor assesses 
it on a groupwide basis. 

Branch operations 

7.0.10 If an insurer is a branch, these standards would generally apply to the legal 
entity in its home jurisdiction. However, the host supervisor may require 
designated oversight and/or management accountabilities and structures to be 
maintained at the branch, including in some cases a designated representative 
responsible for the management of the branch. In such cases, these standards 
should also apply, as appropriate, to the oversight and management roles 

る際に、当該グループが採用した組織モデル（例えば、集中化されたモデルまた

は分散化されたモデル）により生じうる特有の課題について認識すべきである。

当該諸課題は、以下の主要な要素に起因する。

・ 保険グループと法人レベルにおける、中心的人物の権限と責任の分離

・ 効果的なグループ全体の指揮および調整

・ 保険グループおよび法人レベル両方での、法的義務、ガバナンス上の責任

およびリスクについての適切な考慮

・ グループ内での効果的なコミュニケーションおよびすべてのレベルでの十

分な情報 7

7.0. 9 監督者は、グループのガバナンスを評価する際は、グループの組織構造

を考慮に入れるべきである。特に、運営体制が法人の構造と異なる場合には、法

人レベルでのみガバナンスを評価することは十分でない。そのような場合、適切

なガバナンスがグループ全体にわたり存在すること、および監督者がそれをグル

ープ全体ベースで評価することが重要である。

支店業務

7.0.10 保険会社が支店である場合、これらの基準は通常その本店所在管轄区域

にある法人に適用されることとなる。しかしながら、受入地の監督者は、時には、

支店の経営に責任を負う指定された代表者を含め、支店で維持されるべき指定さ

れた監視ならびに/または経営責任および構造を要求することがある。このよう

な場合には、これらの基準はまた、必要に応じて、受入地の監督者によって決定

7 See Issues Paper, Approaches to Group Corporate Governance; Impact on Control Functions, October 2014.
論点書「グループ・コーポレート・ガバナンスのアプローチ；統制部門への影響」（2014年 10月）を参照。
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maintained within the branch taking due account of the governance structures and 
arrangements as determined by the host supervisor. 

Appropriate allocation of oversight and management responsibilities 

7.1 The supervisor requires the insurer’s Board to: 

• ensure that the roles and responsibilities allocated to the Board,Senior 
Management and Key Persons in Control Functions areclearly defined so 
as to promote an appropriate separation of theoversight function from the 
management responsibilities; and 

• provide oversight of the Senior Management. 

7.1.1 The Board should ensure that the insurer has a well-defined governance 
structure which provides for the effective separation between oversight and 
management functions. The Board is responsible for providing the overall strategy 
and direction for the insurer and overseeing its proper overall management, while 
leaving the day-to-day management of the insurer to Senior Management.The 
separation of the roles of the Chair of the Board and the Chief Executive Officer 
(CEO) reinforces a clear distinction between accountability for oversight and 
management. 

7.1.2 The Board should also ensure that there is a clear allocation of rolesand 
responsibilities to the Board as a whole, to committees of the Board where they 
exist, and to the Senior Management and Key Persons in Control Functions to 
ensure proper oversight and sound management of the insurer. The allocation of 
roles and responsibilities should clearly identify the individual and collective
accountabilities for the discharge of the respective roles and responsibilities. The 

されるガバナンス構造および取決めを十分に考慮しながら、支店で維持される監

視および経営の役割にも適用されるべきである。

監視および経営責任の適切な割当

7.1 監督者は、保険会社の取締役会に対して、以下を要求する。

・ 監視部門と経営責任の適切な分離を促進するために、取締役会、上級管理

職および統制部門の主要人物に割り当てられた役割および責務が明確に

定義されるよう確保すること

・ 上級管理職を監視すること

7.1.1 取締役会は、保険会社が監視部門と経営部門の効果的な分離をもたら

す、良く定義されたガバナンス構造を有するように確保すべきである。取締役会

は、保険会社の日々の経営を上級管理職に委ねる一方、保険会社の全体的な戦略

および方向性を定め、かつその適切な全体の経営を監視する責任を有する。取締

役会議長と最高経営責任者（CEO）の役割の分離は、監視説明責任と経営の明確

な区別を強化する。

7.1.2 取締役会は、保険会社の適切な監視および健全な経営を確保するため

に、取締役会全体、存在する場合には取締役会の委員会、ならびに上級管理職お

よび統制部門の主要人物に対する役割および責務の明確な割当がなされること

も確保すべきである。役割および責務の割当は、それぞれの役割および責務の実

行に対する個々および全体の説明責任も明確に特定すべきである。保険会社の組

織構造および責任の分担は、取締役会および上級管理職が、適切かつ客観的な方
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organisational structure of the insurer and the assignment of responsibilities 
should enable the Board and Senior Management to carry out their roles in an 
adequate and objective manner and should facilitate effective decision making. 

7.1.3 The allocation of responsibilities to individual Board members (for example 
the membership of Board committees such as the audit or remuneration 
committee) should take due account of whether the relevant member has the 
degree of independence and objectivity required to carry out the functions of the 
particular committee. The effective oversight of the executive functions should be 
performed by the non-executive members of the Board, because they are not
involved in the day-to-day management of the insurer. Within a group the 
allocation and division of the oversight and management responsibilities at 
different levels should be transparent, appropriate for, and aligned with, the 
organisational model of the group.8

7.1.4 In order to provide effective oversight of the Senior Management, the Board 
should: 

• ensure that there are adequate policies and procedures relating to the 
appointment, dismissal and succession of the Senior Management, and be 
actively involved in suchp rocesses; 

• ensure that Senior Management’s knowledge and expertise remain appropriate 
given the nature of the business and the insurer's risk profile; 

• monitor whether the Senior Management is managing the affairs of the insurer 
in accordance with the strategies and policies set by the Board, and the insurer’s 

法で自身の役割を遂行できるようにすべきであり、また効果的な意思決定を促進

すべきである。

7.1.3 個々の取締役会メンバーへの責務の割当（例えば、監査または報酬委員

会のような取締役会委員会への参加）は、その特定の委員会の機能を遂行するた

めに要求される一定の独立性および客観性をその関係するメンバーが有してい

るかどうかを十分に考慮すべきである。取締役会の非執行メンバーは、当該保険

会社の日々の経営に関与していないので、執行機能の効果的な監視は、それら取

締役会の非執行メンバーにより行われるべきである。グループ内における異なる

レベルの監視および経営責任の割当および区分は、透明性があるとともに、当該

グループの組織モデルに適し、かつ合致したものとなるべきである。8

7.1.4 上級管理職の効果的な監視を提供するために、取締役会は以下をすべき

である。

・ 上級管理職の任命、解職および継続に関係する適切な方針および手続を確

保し、ならびに積極的にこのようなプロセスに関わること

・ 上級管理職の知識および専門知識が、事業の性質および保険会社のリス

ク・プロファイルを踏まえて適切な状態に保たれるよう確保すること

・ 上級管理職が、取締役会によって設定された戦略および方針、保険会社の

リスク選好度、企業価値ならびに企業文化に従って、保険会社の諸事項を

管理しているかどうかを監視すること

8 See Issues Paper, Approaches to Group Corporate Governance; impact on control functions, October 2014, para 43-44.
論点書「グループ・コーポレート・ガバナンスのアプローチ；統制部門への影響」（2014年 10月）のパラグラフ 43から 44を参照。
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risk appetite, corporate values and corporate culture; 
•set appropriate performance and remuneration standards for Senior 

Management consistent with the long-term strategy and the financial soundness 
of the insurer and monitor whether the Senior Management is meeting the 
performance goals set by the Board; 

• regularly meet with the Senior Management to discuss and review critically the 
decisions made, information provided and any explanations given by the Senior 
Management relating to the business and operations of the insurer; and 

• have regular interaction with any committee it establishes as well as with other 
key functions, proactively request information from them and challenge that 
information when necessary. 

7.1.5 As a part of its regular monitoring and review of the insurer’soperations, the 
Board should review whether the relevant policies and procedures, as set by the 
Board, are being properly implemented by Senior Management and are operating 
as intended. Particular attention should be paid as to whether the responsibilities
for managing and implementing the policies of the Board have been effectively 
discharged by those responsible. The Board should obtain reports at least 
annually for this purpose and such reports may include internal or external 
independent reports as appropriate. 

Corporate culture, business objectives and strategies of the insurer 

7.2 The supervisor requires the insurer’s Board to set and oversee the
implementation of the insurer’s corporate culture, business objectives and
strategies for achieving those objectives, in line with the insurer’s long term 
interests and viability. 

・ 保険会社の長期戦略および財務健全性と整合する、上級管理職のための適

切な業績および報酬の基準を定め、取締役会によって設定された業績目標

を上級管理職が満たしているかどうか監視すること

・ 保険会社の事業および業務について、上級管理職によってなされた決定、

提供される情報およびあらゆる説明に対して、議論しかつ注意深くレビュ

ーするため、上級管理職と定期的に会合を持つこと

・ 取締役会が設置したすべての委員会および他の主要な職務と定期的にや

り取りするとともに、それらから積極的に情報を求め、必要な場合にはそ

の情報について疑問を呈すること

7.1.5 保険会社の業務についての取締役会の定期的な監視およびレビューの

一環として、取締役会は、関連する方針および手続が、取締役会によって設定さ

れたとおり、上級管理職により適切に実施され、意図したとおりに運営されてい

るかどうかをレビューすべきである。取締役会の方針を運営しかつ実施する責任

が、責任を有する者たちによって効果的に行われているかどうかについて特に注

意が払われるべきである。取締役会は、この目的のため少なくとも毎年報告書を

入手すべきであって、こうした報告書は必要に応じて内部または外部の独立の報

告書を含む可能性がある。

保険会社の企業文化、事業目的および戦略

7.2 監督者は、保険会社の長期利益および存続能力に沿って、当該保険会社の

企業文化、事業目的およびそれらの目的を達成するための戦略を定め、かつその

実施を監視するように保険会社の取締役会に要求する。
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7.2.1 The Board should adopt a rigorous process for setting, approving, and 
overseeing the implementation of the insurer’s overall businessobjectives and 
strategies, taking into account the long term financial safety and soundness of the 
insurer as a whole, the interests of its policyholders and other stakeholders, and 
the fair treatment of customers. The Board ensures that the Senior Management 
has adequately documented and communicated these objectives and strategies 
to the Key Persons in Control Functions and all other relevant staff. 

7.2.2 The effective implementation of objectives and strategies should be
supported by the corporate culture and by clear and objective performance goals 
and measures, taking due account of, among other things, the insurer’s long term 
interests and viability and the interests of policyholders and other stakeholders. 
The Board should review the appropriateness of the goals and measures set. 

7.2.3 A corporate culture reflects the fundamental corporate values and includes 
norms for responsible and ethical behaviour applicable to all employees of the 
insurer. The Board should take the lead in setting the appropriate tone at the top. 
This includes adherence to the corporate values by the Board and a strong risk 
culture avoiding excessive risk taking. The corporate values, norms and 
supporting policies should be communicated throughout the insurer. These are
also reflected in the insurer’s business objectives and strategies, and supported 
by professional standards and codes of ethics that set out what the insurer 
considers to be acceptable and unacceptable conduct. In this regard, the Board 
should take account of the interests of policyholders and other relevant 
stakeholders. In setting the tone at the top the Board should ensure that 
employees are aware that appropriate disciplinary or other actions will follow
unacceptable behaviours. 

7.2.1 取締役会は、保険会社全体の長期の財務安全性および健全性、保険契約

者およびその他の利害関係者の利益、ならびに顧客の公正な取扱いを考慮に入れ

ながら、保険会社全体の事業目的および戦略を、設定、承認および実施の監視を

行うための厳格なプロセスを採用するべきである。取締役会は、上級管理職がこ

れらの目的および戦略を適切に文書化し、統制部門の主要人物および全ての関連

するスタッフに適切に伝達するよう確保する。

7.2.2 目的および戦略の効果的な実施は、とりわけ、保険会社の長期利益およ

び存続能力、ならびに保険契約者およびその他の関係者の利益を十分に考慮に入

れた上で、企業文化および明確かつ客観的な業績目標および評価基準

（measures）により下支えされるべきである。取締役会は、設定された当該目標

および評価基準の適切性をレビューすべきである。

7.2.3 企業文化は、基本的な企業価値を反映しており、保険会社の全従業員に

適用される責任ある行動および倫理行動に関する規範が含まれる。取締役会は、

適切な、「トップの姿勢（tone at the top）」を設定する上で先導すべきである。

これには、取締役会による企業価値の遵守および過度のリスクテイクを避ける強

力なリスク文化が含まれる。企業価値、規範および補足方針は、保険会社全体に

伝達されるべきである。これらは、保険会社の事業目的および戦略にも反映され、

かつ保険会社が受容可能および受容不可能な行為が何であるかを規定する専門

職基準および倫理規範によって支えられるべきである。この関連で、取締役会は、

保険契約者およびその他の関連する関係者の利益を考慮に入れるべきである。

「トップの姿勢」を設定する上で、取締役会は、受容不可能な行為に対しては適

切な懲戒措置またはその他の措置が伴うであろうことを、従業員が認識するよう

確保すべきである。
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7.2.4 The Board should ensure that the corporate culture promotes timely and 
frank discussion and escalation of problems to Senior Management or itself. The 
Board should set and oversee the implementation of transparent policies and 
processes which promote and facilitate that employees can communicate 
concerns or information about illegal or unethical behaviour confidentially and
without reprisal directly or indirectly to the Board (e.g. whistle blower policy). The 
Board should determine how and by whom legitimate concerns shall be 
investigated and addressed (Senior Management, Board or an external party). 

7.2.5 The Board should define and oversee the implementation of norms for 
responsible and ethical behaviour. It should not allow behavior that would be 
incompatible with the protection of policyholders and that could lead to 
reputational risks or improper or illegal activity, such as financial misreporting, 
fraud, money laundering, bribery andcorruption. The norms for responsible and 
ethical behaviour should also make clear that employees are expected to conduct
themselves ethically in addition to complying with laws, regulations and the 
insurer’s policies. 

7.2.6 The Board should ensure that the insurer’s corporate governance framework 
and overall business objectives and strategies are reviewed at least annually to 
ensure that they have been properly implemented and that they remain 
appropriate in light of any material changes in the organisational structure, 
activities, strategy, and regulatory and other external factors. The Board should 
ensure more frequent reviews, for instance when an insurer embarks on a
significant new business initiative (e.g. a merger or acquisition, or amaterial 
change in the direction with respect to the insurer’s product portfolio, risk or 
marketing strategies), upon the introduction of a new type or class of risk or 
product or a decision to market products to a new class or category of clients, or 

7.2.4 取締役会は、企業文化が、適時かつ率直な議論および上級管理職または

取締役会自身への問題の上申を促進するよう確保すべきである。取締役会は、従

業員が、内密に、かつ報復を受けることなく、違法または非倫理的行為について

の懸念または情報を直接的もしくは間接的に取締役会に伝達できるよう促進す

る、透明性のある方針およびプロセス（例えば、内部告発方針など）の実施を定

め、かつ監視すべきである。取締役会は、正当な懸念がどのように、また誰によ

り（上級管理職、取締役会または外部関係者）調査され、かつ対応されることと

するかを決定すべきである。

7.2.5 取締役会は、責任ある行動および倫理行動に関する規範の実施を規定

し、監視すべきである。保険契約者保護と相反することになる行動、および風評

リスクまたは不適切もしくは違法な行為（例えば財務虚偽報告、詐欺、マネー・

ローンダリング、贈収賄、汚職など）につながりかねない行動を容認すべきでな

い。責任ある行動および倫理行動に関する規範は、従業員が、法令、規制および

保険会社の方針の遵守に加えて、倫理的に行動することが期待されていることも

明確にすべきである。

7.2.6 取締役会は、保険会社のコーポレート・ガバナンス枠組みならびに全般

の事業目的および戦略が、適切に実施されていること、また組織構造、活動、戦

略および規制上ならびにその他の外部要因におけるあらゆる重大な変化に照ら

して適切であり続けることを確保するために、少なくとも毎年レビューされるよ

う確保すべきである。取締役会は、例えば、保険会社が重要な新しい事業に着手

する場合（例えば、合併もしくは買収、保険会社の商品ポートフォリオ、リスク、

または販売戦略に関する方針の重大な変更）、新しい種類もしくは分類のリスク

もしくは商品の導入、または新しい分類もしくは区分の顧客への商品の販売の決

定に際して、または、保険会社もしくは保険会社の保険契約者あるいは他の利害

関係者の利益へ重大なインパクトを与える可能性のある重大な外部または内部
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following the occurrence ofsignificant external or internal events which may 
potentially have a material impact on the insurer (including its financial 
condition,objectives and strategies) or the interests of its policyholders or other 
stakeholders. 

Structure and governance of the Board 

7.3 The supervisor requires the insurer’s Board to have, on an on-going 
basis: 

• an appropriate number and mix of individuals to ensure that there is an 
overall adequate level of competence at the Board level commensurate 
with the governance structure; 

• appropriate internal governance practices and procedures to support the 
work of the Board in a manner that promotes the efficient, objective and 
independent judgment and decision making by the Board; and 

• adequate powers and resources to be able to discharge its duties fully and 
effectively. 

Board composition 

7.3.1 The Board of an insurer should have a sufficient number ofmembers who 
have relevant expertise among them as necessary toprovide effective leadership, 
direction and oversight of the insurer’sbusiness to ensure it is conducted in a 
sound and prudent manner. For this purpose, the Board should collectively and 
individually have, and continue to maintain, including through training, necessary 
skills, knowledge and understanding of the insurer’s business to be able tofulfil 
their roles. In particular, the Board should have, or have accessto, knowledge and 

の事象（保険会社の財務状況、目的および戦略を含む）の発生後では、より頻繁

にレビューすることを確保すべきである。

取締役会の構造およびガバナンス

7.3 監督者は、継続的なベースで、以下を有するよう保険会社の取締役会に対
して要求する。

・ ガバナンス構造にふさわしい、全般的な十分なレベルの能力が取締役会レ

ベルで存在することを確保するために、適切な個人の人数および編成

・ 取締役会による効率的な、客観的な、かつ独立した判断および意思決定を

促進する方法で取締役会の取組みを支援するための、適切な内部のガバナ

ンス実務および手続

・ 十分かつ効果的に取締役会の義務を果たすことができるための、十分な権

限および資源

取締役会の構成

7.3.1 保険会社の取締役会は、健全かつプルーデントな方法で事業が行われる

ことを確保するため、保険会社の事業について効果的なリーダーシップ、指示お

よび監視を提供するために、必要に応じ、メンバーの中で適切な専門知識を有す

る十分なメンバー数を持つべきである。この目的のため取締役会は、その役割を

果たすことができるための、保険会社の事業についての必要な技術、知識および

理解を、全体としてかつ個人として、研修を行うことを含め、有しかつ維持し続

けるべきである。特に、取締役会は、保険会社が引受ける保険種目、保険数理上
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understanding of areas such as the lines ofinsurance underwritten by the insurer, 
actuarial and underwritingrisks, finance, accounting, the role of control functions, 
investmentanalysis and portfolio management and obligations relating to 
fairtreatment of customers. While certain areas of expertise may lie insome, but 
not all, members, the collective Board should have anadequate spread and level 
of relevant competencies andunderstanding as appropriate to the insurer's 
business. 

7.3.2 Board members should have the commitment necessary to fulfiltheir roles, 
demonstrated by, for example, a sufficient allocation oftime to the affairs of the 
insurer and reasonable limits on the numberof Board memberships held within or 
outside the insurance group. 

Board effectiveness 

7.3.3 The Board should review, at least annually, its own performance to ascertain 
whether members collectively and individually remain effective in discharging the 
respective roles and responsibilities assigned to them and identify opportunities 
to improve the performance of the Board as a whole. The Board should implement
appropriate measures to address any identified inadequacies, including any 
training programmes for Board members. The Board may also consider the use 
of external expertise from time to time to undertake its performance assessment 
where appropriate in order to enhance the objectivity and integrity of that 
assessment process. 

Internal governance 

7.3.4 The Board should have appropriate practices and procedures for its own 

および引受リスク、財務、会計、統制部門の役割、投資分析および資産管理なら

びに顧客の公正な取扱いに関する義務といった分野の知識および理解を有する

べき、またはアクセスするべきである。特定の分野の専門知識は、全てのメンバ

ーではなく一部のメンバーが有することが可能である一方、取締役会全体で、適

切な範囲および水準の、保険会社の事業に適切な関連する能力および理解を有す

るべきである。

7.3.2 取締役会メンバーは、例えば、保険会社の諸事項に対する十分な時間の

割当および保険グループ内外における取締役メンバー数の合理的制約によって

明示された、それらの役割を果たすために必要なコミットメントを有するべきで

ある。

取締役会の実効性

7.3.3 取締役会は、メンバーがそれらに割り当てられたそれぞれの役割および

責務を果たすうえで、全体としてかつ個人として、引続き効果的であるかどうか

を確かめるために、および取締役会全体の業績を改善するための機会を見いだす

ために、少なくとも毎年、自己の業績をレビューすべきである。取締役会は、取

締役会メンバーのための研修プログラムを含め、何らかの特定された不十分な点

に対応するために適切な措置を実施すべきである。また、取締役会は、評価プロ

セスの客観性および誠実性を確保するために必要な場合には、時には、業績評価

を行うために、外部の専門家の利用を検討してもよい。

内部のガバナンス 

7.3.4 取締役会は、それ自身の内部ガバナンスのための適切な実務および手続
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internal governance, and ensure that these are followed and periodically reviewed 
to assess their effectiveness and adequacy. These may be included in 
organisational rules or by-laws, and should set out how the Board will carry out its 
roles and responsibilities. They should also cover a formal and documented
process for nomination, selection and removal of Board members, and a specified 
term of office as appropriate to the roles and responsibilities of the Board member, 
particularly to ensure the objectivity of decision making and judgment. Appropriate 
succession planning should also form part of the Board’s internal governance
practices. 

Chair of the Board 

7.3.5 While the Board as a whole remains collectively responsible for the
stewardship of the insurer, the Chair of the Board has the pivotal role of providing 
leadership to the Board for its proper and effective functioning. The role of the 
Chair of the Board should generally encompass responsibilities such as setting 
the Board’s agenda, ensuring that there is adequate time allocated for the 
discussion of agenda items, especially if they involve strategic or policy decisions
of significant importance, and promoting a culture of openness and debate by 
facilitating effective participation of non-executive and executive members and 
communication between them and also with the Senior Management and Key 
Persons in Control Functions. To promote checks and balances, it is good practice 
for the Chair of the Board to be a non-executive Board member and not serve 
aschair of any Board committee. In jurisdictions where the Chair of theBoard is 
permitted to assume executive duties, the insurer should have measures in place 
to mitigate any adverse impact on the insurer's checks and balances. 

Board committees 

きを有し、これらが遵守され、かつ、その実効性および適切性を評価するために

定期的にレビューされることを確保すべきである。これらは、組織上のルールま

たは定款に含まれることがあり、どのようにして取締役会がその役割および責務

を遂行するかを規定すべきである。それらは、取締役会メンバーの指名、選任お

よび解任についての正式な文書化されたプロセスならびに、特に意思決定および

判断の客観性を確保するために、取締役会メンバーの役割および責務に応じて適

切に規定された任期も網羅すべきである。適切な継続についての計画も取締役会

の内部のガバナンス実務の一部を形成すべきである。

取締役会の議長

7.3.5 取締役会全体が、保険会社の経営に対して全体として責任を持ち続ける

一方で、取締役会の議長は、取締役会の適切で効果的な機能のために取締役会に

対してリーダーシップをもたらす極めて重要な役割を有する。取締役会の議長の

役割には、一般的に、取締役会の議題を設定し、特に議題項目が極めて重要な戦

略上または方針の決定に関係する場合には、その議題項目の議論に割り当てる時

間が十分あることを確保すること、ならびに、非執行メンバーと執行メンバーの

効果的な参画、ならびにそれらの間ならびに、上級管理職および統制部門の主要

人物とのコミュニケーションを促進することによる、開放的で議論を行う文化を

促進することについての責任を含めるべきである。抑制と均衡を促進するため、

取締役会の議長を非執行の取締役会メンバーが務め、また取締役会の議長がいか

なる取締役会委員会の議長をも務めないことが善良な慣行である。取締役会の議

長が、執行業務を引き受けることが認められている管轄区域では、保険会社は「抑

制と均衡」に対するあらゆる悪影響を軽減する措置を整備するべきである。

取締役会委員会
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7.3.6 To support the effective discharge of the responsibilities of the Board, the 
Board should assess whether the establishment of committees of the Board is 
appropriate. Committees that a Board may commonly establish include audit, 
remuneration, ethics/compliance, nominations and risk management committees.
Where committees are appointed, they should have clearly defined mandates and 
working procedures (including reporting to the Board), authority to carry out their 
respective functions, and a degree of independence and objectivity as appropriate 
to the role of the committee. The Board should consider occasional rotation of
members and of the chairs of committees, or tenure limits to serve on a committee, 
as this can help to avoid undue concentration of power and promote fresh 
perspectives. If the functions of any committees are combined, the Board should 
ensure such a combination does not compromise the integrity and/or 
effectiveness of the functions combined. In all cases, the Board remains ultimately
responsible for matters delegated to any such committees. 

Independence and objectivity 

7.3.7 To promote objectivity in decision making by the Board, the formal and 
perceived independence of Board members should be ensured. To that end, 
Board members should avoid personal ties or financial or business interests which 
conflict with that of the insurer. Where it is not reasonably possible to avoid 
conflicts of interests, such conflicts should be effectively managed. Documented 
procedures and policies should be in place to identify and address conflicts of
interests which could include disclosure of potential conflicts ofinterests, 
requirements for arm’s length transactions, abstention of voting and, where 
appropriate, prior approval by the Board or shareholders of professional positions 
or transactions. 

7.3.6 取締役会の責務の効果的な実行を支援するために、取締役会は取締役会

の諸委員会の設置が適切であるかどうかを評価すべきである。取締役会が通常設

置することができる委員会には、監査、報酬、倫理/コンプライアンス、指名およ
びリスク管理委員会が含まれる。委員会が設置される場合には、明確に定められ

た任務および作業手順（取締役会への報告を含む）、各機能を実行するための権

限、ならびにその委員会の役割に応じた一定の独立性および客観性を有するべき

である。取締役会は、不当な権限の集中を防ぐと共に、新鮮な視点を促進する助

けとなることができるよう、メンバーおよび委員会議長の時々のローテーション

について、または委員会の在任期間の制限について検討すべきである。もし何ら

かの委員会の機能が統合される場合、取締役会は、こうした統合が、統合された

機能の完全性および／または有効性を損なわないよう確保すべきである。全ての

場合において、取締役会はこうした委員会への委任事項に最終的に責任を負い続

ける。

独立性および客観性

7.3.7 取締役会による意思決定の客観性を高めるため、取締役会メンバーの形

式上および外観上の独立性が確保されるべきである。このため、取締役会メンバ

ーは、保険会社の利益と相反するような個人的なつながりまたは財務的もしくは

事業上の利益を避けるべきである。利益相反を避けることが合理的に不可能な場

合には、こうした相反関係は、実効的に管理されるべきである。潜在的な利益相

反の開示、アームズ・レングス取引要件、投票の棄権および、適切な場合には、

職務上の地位または取引についての取締役会または株主による事前承認を含む、

利益相反を認識しこれに対応するための文書化された手続および方針が設けら

れるべきである。
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7.3.8 Besides policies on conflicts of interests, the insurer should ensure
objectivity in decision making by establishing clear and objective independence 
criteria which should be met by an adequate number of members of the Board 
(i.e. non-executive Board members). For this purpose, the independence criteria 
should also take account of group structures and other applicable factors. Meeting 
such criteria is particularly important for those Board members undertaking
specific roles (such as members of the remuneration and audit committees) in 
which conflicts of interests are more likely to arise. 

7.3.9 Objectivity in decision making is also promoted by independence of mind of 
the individual Board members. This means that a Board member should act 
without favour; provide constructive and robust challenge of proposals and 
decisions; ask for information when the member judges it necessary in the light of 
the issues; and avoid “group-think”. 

7.3.10 Board members should also bear in mind the duties of good faithand loyalty 
applicable to them at the individual level, as set out inStandard 7.4. 

Board powers 

7.3.11 To be able to discharge its role and responsibilities properly, the Board 
should have well-defined powers, which are clearly set out either in legislation 
and/or as part of the constituent documents of the insurer (such as the 
constitution, articles of incorporation, by-laws or internal/organisational rules). 
These should, at a minimum, include the power to obtain timely and 
comprehensive information relating to the management of the insurer, including 
direct access to relevant persons within the organisation for obtaining information,

7.3.8 利益相反に関する方針に加え、保険会社は、適切な数の取締役会メンバ

ー（すなわち、非執行の取締役会のメンバー）が満たしているべき明確かつ客観

的な独立性規準を策定することにより、意思決定における客観性を確保するべき

である。このため、本独立性規準では、グループ構造および他の適用される要素

も考慮すべきである。このような規準を満たすことは、利益相反がより生じる可

能性が高い特別の役割を担う取締役会メンバー（報酬および監査委員会のメンバ

ー等）にとっては特に重要である。

7.3.9 意思決定における客観性は、個々の取締役会メンバーの考え方の独立性

によっても促進される。このことは、取締役会メンバーは偏りなく行動すべきこ

とを意味し、建設的かつしっかりした提案および決断の断行、取締役会メンバー

が課題に照らし必要と判断する場合の情報提供の要請、および「集団的浅慮」の

回避をしていくべきである。

7.3.10 取締役会メンバーは、基準 7.4で規定される、個人レベルで適用される
忠実および誠実義務も念頭に置くべきである。

取締役会権限

7.3.11 取締役会の役割および責務を適切に果たすことを可能にするために、取
締役会は、明確に定められた権限を持つべきであり、それは法律および／または

保険会社の設立文書（規約、定款、規則、内規または組織上のルールなど）の一

部のどちらかで明確に規定される。これらは、最低でも、上級管理職および統制

部門の主要人物など、情報を得るために組織内の関連する人物に直接アクセスす

ることを含め、保険会社の経営に関するタイムリーでかつ包括的な情報を入手す

る権限を含めるべきである。
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such as Senior Management and Key Persons in Control Functions. 

Access to resources 

7.3.12 Adequate resources, such as sufficient funding, staff and facilities, should 
be allocated to the Board to enable the Board members to carry out their 
respective roles and responsibilities efficiently and effectively. The Board should 
have access to services of external consultants or specialists where necessary or 
appropriate, subject to criteria (such as independence) and due procedures for
appointment and dismissal of such consultants or specialists. 

Delegations 

7.3.13 The Board may delegate some of the activities or tasks associated with its 
own roles and responsibilities. (Delegations in this context are distinguished from 
outsourcing of business activities by the insurer, which is dealt with in ICP 8 Risk 
Management and Internal Controls.) Notwithstanding such delegations, the Board 
as a whole retains the ultimate responsibility for the activities or tasks delegated,
and the decisions made in reliance on any advice or recommendations made by 
the persons or committees to whom the tasks were delegated. 

7.3.14 Where the Board makes any delegations, it should ensure that: 

• the delegation is appropriate. Any delegation that results in the Board not being 
able to discharge its own roles and responsibilities effectively would be an undue 
or inappropriate delegation. For example, the duty to oversee the Senior
Management should not be delegated to a Board committee comprised mostly 
or solely of executive members of the Board who are involved in the day-to-day 

リソースへのアクセス

7.3.12 取締役会メンバーがそれぞれの役割および責務を効率的かつ効果的に
実行することを可能にするために、適切なリソース（十分な資金、スタッフおよ

び設備など）が、取締役会に割り当てられるべきである。取締役会は、コンサル

タントまたは専門家の任命および解任に係る規準（独立性など）および適切な手

続に従って、必要または適切な場合に、外部のコンサルタントまたは専門家のサ

ービスにアクセスすべきである。

委任

7.3.13 取締役会は、取締役会自体の役割および責務に関連する活動または仕事
の一部を委任することができる。（本文脈での委任（delegations）は、ICP 8「リ
スク管理および内部統制」で取り扱われる保険会社による事業活動の外部委託

（outsourcing）とは区別される。）こうした委任にかかわらず、取締役会全体は、
委任された活動または仕事、および仕事が委任された人物または委員会によって

なされた助言もしくは提言を信頼してなされた決定について最終的な責任を保

持し続ける。

7.3.14 取締役会が何らかの委任を行う場合には、以下のことを確保すべきであ
る。

・ 委任が適切であること。取締役会が取締役会自体の役割および責務を効果

的に果たすことができなくなる委任は、過度のまたは不適切な委任となる

ものである。例えば、上級管理職の監視に関する義務は、保険会社の日々

の経営に関与する取締役会の執行メンバーの多くまたはそれらの者のみで
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management of the insurer; 
• the delegation is made under a clear mandate with well-defined terms such as 

those relating to the powers,accountabilities and procedures relating to the 
delegation, and is supported by adequate resources to effectively carry out the
delegated functions; 

• there is no undue concentration of powers giving any one person or group of 
individuals an unfettered and inappropriate level of powers capable of 
influencing the insurer’s business or management decisions; 

• it has the ability to monitor and require reports on whether the delegated tasks 
are properly carried out; and 

• it retains the ability to withdraw the delegation if it is not discharged properly and 
for due purposes by the delegate, and, for this purpose, have appropriate 
contingency arrangements in place. 

Duties of individual Board members 

7.4 The supervisor requires that an individual member of the Board:• act in 
good faith, honestly and reasonably; 

• act in good faith, honestly and reasonably; 
• exercise due care and diligence; 
• act in the best interests of the insurer and policyholders, putting those 

interests ahead of his/her own interests; 
• exercise independent judgment and objectivity in his/her decision making, 

taking due account of the interests of the insurer and policyholders; and 
• not use his/her position to gain undue personal advantage or cause any 

detriment to the insurer. 

構成される取締役会の委員会に委任されるべきではない。

・ 委任が、その権限、説明責任および委任手続きのような、より明確にされ

た条件をともなう明確な命令の下でなされ、かつ、委任された機能を効果

的に実行する適切なリソースによって支援されていること。

・ 保険会社の事業または経営上の決定に影響を及ぼすことができる拘束され

ない不適切なレベルの権限を一人の人物または個人のグループに与える、

権限の過度の集中がないこと。

・ 委任された仕事が適切に実行されるかどうかについて監視し、かつそれに

関する報告を求める能力を有していること。

・ 委任者によって委任事項が適切に、かつ正当な目的に沿って果たされない

のであれば、委任をとりやめる能力を有し、および、この目的のために、

適切な危機管理の取決めを整えていること。

個々の取締役会メンバーの義務

7.4 監督者は、以下を行うことを取締役会の個々のメンバーに要求する。

・ 誠意をもって、正直におよび合理的に行動すること

・ 相当な注意および適切な配慮を行うこと

・ 保険会社および保険契約者の最善の利益のために行動し、これらの利益を

自身の利益に優先すること

・ 自身の意思決定において、独立した判断を行い、また客観性を発揮し、保

険会社および保険契約者の利益を十分に考慮に入れること、および

・ 不当な個人的利益を得る、または保険会社に損失をもたらすために、自身

の立場を利用しないこと
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7.4.1 The specific duties identified above are designed to address conflicts of 
interests that arise between the interests of the individual members of the Board 
and those of the insurer and policyholders. The insurer should include these duties 
as part of the terms of engagement of the individual Board members. 

7.4.2 The supervisor should be satisfied that individual Board members
understand the nature and scope of their duties and how they impact on the way 
in which the member discharges his/her respective roles and responsibilities. A 
Board member should consider his/her ability to discharge the roles and 
responsibilities in a manner as would be expected of a reasonably prudent person
placed in a similar position. He/she should act on a fully informed basis, and for 
this purpose continually seek and acquire information as necessary. 

7.4.3 Where a member of the Board of an insurer has common membership on 
the Board of any other entity within or outside the insurer’s group, there should be 
clear and well defined procedures regarding the member’s duty of loyalty to the 
insurer. These may include appropriate disclosure and in some instances 
shareholder approval of such overlapping roles. In the event of a material conflict
with the interests of the insurer, the member should disclose such conflicts 
promptly to the Board of the insurer and its stakeholders as appropriate, and be 
required to decline to vote or take any decisions in any matters in which he/she 
has an interest. 

Duties related to risk management and internal controls 

7.5 The supervisor requires the insurer’s Board to provide oversight in 
respect of the design and implementation of risk management and internal 
controls. 

7.4.1 上で特定された具体的義務は、取締役会の個々のメンバーの利益と保険

会社および保険契約者の利益との間に生じる利益相反に対処することを意図し

ている。保険会社は、個々の取締役会メンバーの契約条件の一部にこれらの義務

を含めるべきである。

7.4.2 監督者は、個々の取締役会メンバーが、自身らの義務の性質および範囲、

ならびに、各メンバーの役割および責務を果たす方法にどのような影響を及ぼす

かについて理解していることにつき、納得させられているべきである。取締役会

メンバーは、類似の地位に置かれた分別をわきまえたプルーデントな人物に対し

期待されるような方法で役割および責務を果たすため、自身の能力を考慮すべき

である。メンバーは、十分に情報が与えられたベースで行動すべきであり、この

目的のために、必要に応じて継続的に情報を求め入手すべきである。

7.4.3 保険会社の取締役会のメンバーが、同時に当該保険会社のグループ内外

の他の企業の取締役会のメンバーになっている場合、メンバーの保険会社に対す

る忠実義務に関して明確かつ十分に定められた手続があるべきである。これらに

は、適切な開示、および一部の事例では、こうした重複する役割についての株主

の承認が含まれる可能性がある。保険会社の利益と重大な相反がある場合には、

当該メンバーは、このような相反を速やかに当該保険会社の取締役会および必要

に応じて、その利害関係者へ開示すべきであり、ならびに自身が利害関係を有す

る事項についての投票または決定を拒むことが要求されるべきである。

リスク管理および内部統制に関する義務

7.5 監督者は、リスク管理および内部統制の設計ならびに実施に関する監視を
提供するよう、保険会社の取締役会に要求する。
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7.5.1 It is the Board’s responsibility to ensure that the insurer has appropriate 
systems and functions for risk management and internal controls and to provide 
oversight to ensure that these systems and the functions that oversee them are 
operating effectively and as intended. The responsibilities of the Board are 
described further in ICP 8 (Risk Management and Internal Controls). 

Duties related to remuneration 

7.6 The supervisor requires the insurer’s Board to: 

• adopt and oversee the effective implementation of a written remuneration 
policy for the insurer, which does not induce excessive or inappropriate 
risk taking, is in line with the corporate culture, objectives, strategies, 
identified risk appetite, and long term interests of the insurer, and has 
proper regard to the interests of its policyholders and other stakeholders; 
and 

•ensure that such a remuneration policy, at a minimum, covers those
individuals who are members of the Board, Senior Management, Key 
Persons in Control Functions and other employees whose actions may 
have a material impact on the risk exposure of the insurer (major risk–
taking staff). 

7.6.1 Sound remuneration policy and practices are part of the corporate
governance of an insurer. This standard and guidance are neither intended to 
unduly restrict nor reduce an insurer’s ability to attract and retain skilled talent by 
prescribing any particular form or level of individual remuneration. Rather, they 

7.5.1 保険会社が、リスク管理および内部統制のための適切なシステムおよび

機能を有することを確保すること、ならびに、それらを監視するこれらのシステ

ムおよび機能が効果的にかつ意図したとおりに機能していることを確保するた

めの監視を提供することが、取締役会の責任である。取締役の責任については、

ICP 8（「リスク管理および内部統制」）において詳述される。

報酬方針および実務に関する義務

7.6 監督者は、保険会社の取締役会に対して以下を要求する。

・過度または不適切なリスクテイクを誘引せず、保険会社の企業文化、目的、

戦略、特定されたリスク選好および保険会社の長期的利益に沿っており、か

つ保険契約者およびその他の利害関係者の利益を適切に考慮した、明文化さ

れた報酬方針を導入し、効果的に実施しているかどうかを監視すること、お

よび

・こうした報酬方針が、少なくとも、取締役会メンバー、上級管理職、統制部

門の主要人物およびその行為が保険会社のリスク・エクスポージャーに重大

な影響を及ぼす可能性があるその他の従業員（主要なリスクテイクを行うス

タッフ）である個々人を網羅することを確保すること

7.6.1 健全な報酬方針および実務は、保険会社のコーポレート・ガバナンスの

一部である。本基準および指針は、個々の報酬についての特定の形式または水準

を規定することによって、熟練した才能を引き付け引き止めるための保険会社の

能力を過度に制限したり、または減じたりすることを意図していない。むしろ、
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aim to promote the alignment of remuneration policies with the long term interests 
of insurers to avoid excessive risk taking, thereby promoting sound overall
governance of insurers and fair treatment of customers. 

Overall remuneration strategy and oversight 

7.6.2 As a part of effective risk management, an insurer should adopt and
implement a prudent and effective remuneration policy. Such a policy should not 
encourage individuals, particularly members of the Board and Senior 
Management, Key Persons in Control Functions and major risk-taking staff, to take 
inappropriate or excessive risks, especially where performance-based variable 
remuneration is used. 

7.6.3 The Board, particularly members of the remuneration committee where one 
exists, should collectively have the requisite competencies to make informed and 
independent judgments on the suitability of an insurer’s remuneration policy. Such 
competencies include skills, such as a sufficient understanding of the relationship
between risk and remuneration practices. The remuneration committee, where 
established, should have an adequate representation of non-executive members 
to promote objectivity in decision-making. 

7.6.4 In order to satisfy itself about the effectiveness of the remuneration policy 
and practices, the Board should consider at least: 

• the components of the overall remuneration policy, particularly the use and 
balance of fixed and variable components; 

• the performance criteria and their application for the purposes of determining 

それらは、報酬方針と保険会社の長期的利益との一致を促すことにより過度のリ

スクテイクを防ぐことを目的とし、ひいては保険会社全体の健全なガバナンスお

よび顧客の公正な取扱いを促進する。

全般的な報酬戦略および監視

7.6.2 効果的なリスク管理の一部として、保険会社はプルーデントで効果的な

報酬方針を導入し実施すべきである。そのような方針は、個人、特に、取締役会

メンバー、上級管理職、統制部門の主要人物および主要なリスクテイクを行うス

タッフに対して、特に業績に基づく変動報酬が使用されている場合、不適切なま

たは過剰なリスクを負うことを奨励すべきではない。

7.6.3 取締役会、特に、存在する場合には報酬委員会のメンバーは、全体とし

て、保険会社の報酬方針の適合性について、情報に基づき独立した判断をするた

めの必要な能力を持つべきである。そのような能力には、リスクおよび報酬実務

の関係の十分な理解などを含むべきである。設置される場合には報酬委員会に

は、意思決定における客観性を促進するため、非執行メンバーを適切に含めるべ

きである。

7.6.4 取締役会は、報酬方針および実務の実効性を満たすため、少なくとも以

下を適切に考慮すべきである。

・ 全般的な報酬方針の要素、特に、固定および変動の要素の利用およびバラ

ンス

・ 報酬支払を決定する目的のための業績規準およびその適用
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remuneration payments; 
• the remuneration of the members of the Board, Senior Management and major 

risk-taking staff; and 
• any reports or disclosures on the insurer’s remuneration practices provided to 

the supervisor or the public. 

7.6.5 The Board should ensure that in structuring, implementing and reviewing the 
insurer’s remuneration policy, the decision-makingprocess identifies and 
manages conflicts of interests and is properlydocumented. Members of the Board 
should not be placed in aposition of actual or perceived conflicts of interests in 
respect ofremuneration decisions. 

7.6.6 The Board should also ensure that the relevant Key Persons in Control 
Functions are involved in the remuneration policy-setting and monitoring process 
to ensure that remuneration practices do not create incentives for excessive or 
inappropriate risk taking, are carried out consistently with established policies and 
promotealignment of risks and rewards across the organisation. Similarly, the 
remuneration and risk management committees of the Board, if such committees 
exist, should interact closely with each other and provide input to the Board on the 
incentives created by the remuneration system and their effect on risk-taking 
behaviour. 

7.6.7 The potential for conflicts of interests that may compromise the integrity and 
objectivity of the staff involved in control functions should be mitigated. This can 
be achieved by a variety of means, such as making their remuneration: 

• predominantly based on the effective achievement of the objectives appropriate 
to such control functions. Performance measures for staff in control functions 

・ 取締役会メンバー、上級管理職および主要なリスクテイクを行うスタッフ

の報酬、および、

・ 監督者または公衆へ提供された保険会社の報酬実務に関する報告書または

開示

7.6.5 取締役会は、保険会社の報酬方針を構築し、実施し、およびレビューす

るうえで、意思決定プロセスが利益相反を特定し管理し、また、適切に文書化さ

れることを確保すべきである。取締役会メンバーは、報酬の決定に関して、実際

に利益が相反するまたは利益相反があると理解される立場に置かれるべきでは

ない。

7.6.6 取締役会は、報酬実務が過度なまたは不適切なリスクテイクのためのイ

ンセンティブを生じさせず、策定された方針と整合的に執行され、かつ、組織を

通じてリスクと報奨の調整を促進することを確保するため、関係する統制部門の

主要人物が、報酬方針の設定および監視プロセスに関与することも確保すべきで

ある。同様に、存在する場合には、取締役会の報酬およびリスク管理委員会は、

お互いに密接にやりとりをし、かつ、報酬システムにより生み出されたインセン

ティブおよびリスクテイク行為へのそれらの効果について取締役会に情報提供

すべきである。

7.6.7 統制部門に関与するスタッフの誠実性および客観性を損なうかもしれ

ない利益相反の可能性は、軽減されるべきである。これは、それらの報酬を以下

のようにするような様々な手段によって達成しうる。

・ その統制部門に適切な目的の効果的な達成に主に基づく。統制部門のスタ

ッフの業績測定は、統制環境の客観的な評価（例えば、統制部門と経営管
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should represent the right balance between objective assessments of the control
environment (e.g. the conduct of the relationship between the control functions 
and executive management) and outputs delivered by the control functions, 
including their impact, quality and efficiency in supporting the oversight of risks. 
Such output measures may include recommendations made and implemented 
to reduce risks, reduction in number ofcompliance breaches and measures 
adopted to promptly rectify identified breaches, results of external quality 
reviews and losses recovered or avoided through audits of high risk areas; 

• not linked to the performance of any business units which are subject to their 
control or oversight. For example, where risk and compliance functions are 
embedded in a business unit, a clear distinction should be drawn between the 
remuneration policy applicable to staff undertaking control functions and other 
staff in the business unit, such as through the separation of the pools from which 
remuneration is paid to the two groupsof staff; and 

• adequate as an overall package to attract and retain staff with the requisite skills, 
knowledge and expertise to discharge those control functions effectively and to 
increase their competence and performance. 

7.6.8 Where any control function is outsourced, the remuneration terms under the 
agreement with the service provider should be consistent with the objectives and 
approved parameters of the insurer’s remuneration policy. 

Variable remuneration 

7.6.9 Variable remuneration should be performance-based using measures of 
individual, unit or group performance that do not create incentives for 
inappropriate risk taking. 

理の関係の管理など）および統制部門が行ったアウトプットとの間の正し

いバランスを、リスクの監視を支援する上でのそれらの影響、質および効

率性を含め、示すべきである。そのようなアウトプットの測定は、リスク

を減少させるために策定されかつ実施された提言、コンプライアンス違反

の数の減少および認識された違反を直ちに是正するために採用された措

置、外部の質のレビューの結果、ならびに、高リスク分野の監査を通じて

取り戻したまたは回避された損失を含みうる。

・ それらの統制または監視の対象となるあらゆる事業ユニットの業績とリン

クしない。例えば、リスクおよびコンプライアンス部門が事業ユニットに

組み込まれる場合、当該事業ユニットの統制部門を行うスタッフとその他

のスタッフに適用される報酬方針の間に、例えば、２つのスタッフのグル

ープに支払われる報酬プールを分離するなどにより、明確な区別がなされ

るべきである。

・ 統制機能を効果的に果たし、かつその能力および業績を増加させるために

必要な技術、知識および専門知識のあるスタッフを引き付け引き止めるた

めに、全体のパッケージとして、十分である。

7.6.8 何らかの統制部門が外部委託される場合、そのサービス提供者との契約

における報酬条件は、当該保険会社の報酬方針の目的および承認済みの指標と整

合的となるべきである。

変動報酬 

7.6.9 変動報酬は、不適切なリスクテイクのためのインセンティブを生じない

個人、ユニット、またはグループの業績の評価基準を利用しながら、業績ベース

であるべきである。
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7.6.10 To better align performance-based incentives with the long term value 
creation and the time horizon of risks to which the insurer may be exposed, due 
consideration should be given to the following: 
• There should be an appropriate mix of fixed and variable components, with 

adequate parameters set for allocating cash versus other forms of remuneration, 
such as shares. A variable component linked to performance that is too high
relative to the fixed component may make it difficult for an insurer to reduce or 
eliminate variable remuneration in a poor financial year; 

• The reward for performance should include an adjustment for the material current 
and future risks associated with performance. Since the time horizon of 
performance and associated risks can vary, the measurement of performance
should, where practicable, be set in a multi-year framework to ensure that the 
measurement process is based on longer term performance; 

• If the variable component of remuneration is significant, the major part of it should 
be deferred for an appropriate specified period. The deferral period should take 
account of the time frame within which risks associated with the relevant
performance (such as the cost of capital required to support risks taken and 
associated uncertainties in the timing and the likelihood of future revenues and 
expenses) may materialise. The deferral period applied may vary depending on 
the level of seniority or responsibility of the relevant individuals and the nature 
of risks to which the insurer is exposed; 

• The award of variable remuneration should contain provisions that enable the 
insurer, under certain circumstances, to apply malus or claw back arrangements 
in the case of subdued or negative financial performance of the insurer which is
attributed to the excessive risk taking of the staff concerned and when risks of 
such performance have manifested after the award of variable remuneration; 
and 

• Guaranteed variable remuneration should generally not be offered, as they are 

7.6.10 業績ベースのインセンティブを、長期の価値創造および保険会社が晒さ
れることがあるリスクのタイムホライズンとより調整するために、以下について

十分な考慮がなされるべきである。

・ 現金と、株式のようなその他の報酬形態を割り当てるための適切な指標と

ともに、固定要素と変動要素を適切に組み合わせるべきであること。固定

要素に比べ業績に連動する変動要素の割合が高すぎる場合は、保険会社が

業績の悪い年度において変動報酬を減らすまたはなくすことは困難となる

可能性がある。

・ 業績に対する報奨には、業績に関連する重要な現在および将来のリスクに

対する調整を含めるべきであること。業績と関連リスクのタイムホライズ

ンが変動する理由で、業績の測定は、測定プロセスが、より長期の業績に

基づくことを確保するために、実行可能な場合、複数年の枠組みで設定さ

れるべきである。

・ 報酬における変動要素がかなり大きい場合、その主要部分は適切な特定期

間に繰り延べられるべきであること。繰延期間は、関連する業績に伴うリ

スク（例えば、引受けたリスクおよび将来の収支のタイミングと可能性に

おける不確実性をサポートするために要求される資本コストなど）が具体

化される範囲内での時間枠を考慮に入れるべきである。適用される繰延期

間は、関係個々人の先任性や責務の度合および保険会社が晒されるリスク

の性質によって変化することがある。

・ 関係スタッフの過度なリスク引受けに起因する保険会社の不振またはマイ

ナスの財務業績の場合、およびそのような業績に伴うリスクが変動報酬の

裁定後に判明した場合、変動報酬の裁定には、一定の環境の下で取戻し

(malus or claw back)契約の適用を保険会社に可能にさせる規定を含めるべ
きであること。および、

・ 保証された変動報酬は、健全なリスク管理および業績ベースの報奨と整合

的ではないため、通常は提供されるべきではないこと。
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not consistent with sound risk management and performance-based rewards. 

7.6.11 The variable component should be subject to prudent limits setunder the 
remuneration policy that are consistent with the insurer’scapital management 
strategy and its ability to maintain a soundcapital base taking account of the 
internal capital targets orregulatory capital requirements of the insurer. 

7.6.12 The performance criteria applicable to the variable components of
remuneration should promote a complete assessment of risk adjusted
performance. For this purpose, due consideration should be given to the need for 
performance criteria to: 
• be clearly defined and be objectively measurable; 
• be based not only on financial but also on non-financial criteria as appropriate 

(such as compliance with regulation andinternal rules, achievement of risk 
management goals, adequate and timely follow up of internal audit
recommendations as well as compliance with market conduct standards and fair 
treatment of customers; 

• take account of not only the individual’s performance, but also the performance 
of the business unit concerned where relevant and the overall results of the 
insurer and the group; and 

• not treat growth or volume as a criterion in isolation from other performance 
criteria. 

Share-based components 

7.6.13 Where share-based components of variable remuneration (such as shares, 
share options or similar instruments) are used, appropriate safeguards should be 
implemented to align incentives and the longer-term interests of the insurer. Such 

7.6.11 変動要素は、保険会社の内部資本目標または規制上の資本要件を考慮に
入れて、保険会社の資本管理戦略、および健全な資本基盤を維持するための能力

と整合的な報酬方針の下で決定されたプルーデントな制限に従うべきである。

7.6.12 報酬の変動要素に適用される業績規準は、リスクで調整された業績の完
全な評価を促進すべきである。本目的のために、業績規準が以下となる必要性が

十分に考慮されるべきである。

・ 明確に定義されおよび客観的に測定可能である。

・ 財務規準だけでなく必要に応じ非財務規準（規制および内部ルールの遵守、

リスク管理目標の達成、適切かつタイムリーな内部監査勧告のフォローア

ップだけでなく、市場行為基準および顧客の公正な取扱いの遵守等）に基

づく。

・ 個人の業績だけでなく、関係する場合には関係する事業ユニットの実績な

らびに保険会社およびグループの全体的な成果についても考慮する。およ

び、

・ 他の業績規準から分離して、成長性やボリュームを規準として取り扱わな

い。

株式ベースの要素

7.6.13 変動報酬の株式ベースの要素（株式、ストックオプションまたは類似商
品等）が使用される場合、インセンティブと保険会社のより長期の利益とを調整

するために実施されるよう、適切な安全措置が実施されるべきである。こうした
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safeguards may includethat: 
• shares do not vest for a minimum specified period after their award (“vesting

restrictions”); 
• share options or other similar rights are not exercisable for a minimum specified 

period after their award (“holding restrictions”); and 
• individuals are required to retain an appropriate proportion of the shares awarded 

until the end of their employment or other specified period beyond their 
employment (“retention restrictions”). 

7.6.14 Subject to any applicable legal restrictions, it is appropriate thatfuture 
vesting and holding restrictions for share-based remunerationremain operative 
even upon cessation of employment (i.e. thereshould be no undue acceleration 
of the vesting of share-basedpayments or curtailing of any holding restrictions).

Severance payments 

7.6.15 Where an insurer provides discretionary pay-outs on termination of
employment (“severance payments”, sometimes also referred to as “golden 
parachutes”), such payment should be subject to appropriate governance controls 
and limits. In any case, such payouts should be aligned with the insurer’s overall 
financial condition and performance over an appropriate time horizon. Severance
payments should be related to performance over time; should not reward failure 
and should not be payable in the case of failure or threatened failure of the insurer, 
particularly to an individual whose actions have contributed to the failure or 
potential failure of theinsurer. 

Reliable and transparent financial reporting 

安全措置は、以下を含む可能性がある。

・ 株式は、それらの裁定後、最小限の指定期間については付与されない（「付

与制限」）

・ ストックオプションまたはその他の類似の権利は、それらの裁定後、最小

限の指定期間については行使することができない（「保有制限」）、および

・ 個々人は、付与された株式の適切な割合を、雇用の終了まで、または雇用

を過ぎた他の特定期間保持することを要求される（「保持制限」）

7.6.14 何らかの適用される法的制約に従って、株式ベースの報酬についての将
来の付与と保有の制限は、雇用の停止に際してさえも引続き有効であることが適

切である（すなわち、株式ベースの支払いの付与の不当な促進または何らかの保

有制限の縮小もないようにすべきである）。

解雇補償金(Severance payments) 

7.6.15 保険会社が、雇用の終了に際して自由裁量の支払（「ゴールデン・パラ
シュート」ともいわれる「解雇補償金」）を提供する場合、こうした支払は、適

切なガバナンスによる統制または制限を受けるべきである。いかなる事例でも、

こうした支払は、保険会社の全体の財務状況および適切なタイムホライズンでの

業績と調整されるべきである。解雇補償金は、これまでの業績に関連すべきであ

る。すなわち、破綻に報酬を与えるべきでなく、保険会社の破綻または差し迫っ

た破綻の場合に、特に、保険会社の破綻または破綻の可能性の原因となる行為を

行った個人に対して、支払がなされるべきではない。

信頼性があり透明性のある財務報告
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7.7 The supervisor requires the insurer’s Board to ensure there is a reliable
financial reporting process for both public and supervisory purposes that is 
supported by clearly defined roles and responsibilities of the Board, Senior 
Management and the external auditor. 

7.7.1 The Board is responsible for overseeing the insurer’s systems and controls 
to ensure that the financial reports of the insurer present a balanced and accurate 
assessment of the insurer’s business and its general financial health and viability 
as a going concern. 

The Board carries out functions including: 

• overseeing the financial statements, financial reporting and disclosure 
processes; 

• monitoring whether accounting policies and practices of the insurer are operating 
as intended; 

• overseeing the internal audit process (reviews by internal audit of the insurer’s 
financial reporting controls) and reviewing the internal auditor’s plans and 
material findings; and 

• reporting to the supervisor on significant issues concerning the financial reporting 
process, including actions taken to address or mitigate identified financial 
reporting risks. 

7.7.2 The Board should ensure that significant findings and observations
regarding weaknesses in the financial reporting process are promptly rectified. 
This should be supported by a formal process for reviewing and monitoring the 
implementation of recommendations by the external auditor. 

7.7 監督者は、保険会社の取締役会に対し、取締役会、上級管理職および外部
監査人の明確に定められた役割および責務によって裏付けられる、公開のおよび

監督上の目的のための信頼性のある財務報告プロセスがあることを確保するよ

う要求する。

7.7.1 取締役会は、保険会社の財務報告書が保険会社の事業のバランスのとれ

た正確な評価、ならびに継続企業としてのその一般的な財務健全性および存続能

力を示すことを確保するためのシステムおよび統制を監視する責任がある。

取締役会は、以下を含む機能を実行する。

・ 財務諸表、財務報告および開示プロセスを監視すること

・ 保険会社の会計方針および実務が意図されたとおりに行われているか監視

すること。

・ 内部監査プロセス（保険会社の財務報告統制の内部監査によるレビュー）

を監視し、内部監査人の計画および重大な所見をレビューすること。およ

び、

・ 特定された財務報告上のリスクに対処またはリスクを軽減するために講じ

られた措置を含む、財務報告プロセスに関する重要論点について監督者へ

報告すること。

7.7.2 取締役会は、財務報告プロセスにおける脆弱性についての重要な見解お

よび所見が速やかに是正されることを確保すべきである。これは、外部監査人に

よる提言の実行をレビューし、監視する正式なプロセスによって支援されるべき

である。
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External Audit 

7.8 The supervisor requires the insurer's Board to ensure that there 
isadequate governance and oversight of the external audit process. 

7.8.1 The Board should ensure that the insurer: 
• applies robust processes for approving, or recommending for approval, the 

appointment, reappointment, removal and remuneration of the external auditor;
• applies robust processes for monitoring and assessing the independence of the 

external auditor and to ensure that the appointed external auditor has the 
necessary knowledge, skills, expertise, integrity and resources to conduct the 
audit and meet any additional regulatory requirements; 

• monitors and assesses the effectiveness of the external audit process 
throughout the audit cycle; 

• investigates circumstances relating to the resignation or removal of an external 
auditor, and ensuring prompt actions are taken to mitigate any identified risks to 
the integrity of the financial reporting process, and 

• reports to the supervisor on circumstances relating to the resignation or removal 
of the external auditor. 

7.8.2 The Board should oversee the external audit process and safeguard and 
promote an effective relationship with the external auditor. For this purpose the 
Board should ensure that: 

• the terms of engagement of the external auditor are clear and appropriate to the 
scope of the audit and resources required to conduct the audit and specify the 
level of audit fees to bepaid; 

• the auditor undertakes a specific responsibility under the terms of engagement 

外部監査

7.8 監督者は、保険会社の取締役会に対し、外部監査プロセスの適切なガバ

ナンスおよび監視を確保するよう要求する。

7.8.1 取締役会は、保険会社が以下を行うことを確保すべきである。

・ 外部監査人の承認、承認のための推薦、任命、再任、解任および報酬につ

いての承認または低減に関し、強固なプロセスを採用すること

・ 外部監査人の独立性の監視および評価に関する、および任命された外部監

査人が、監査を行い、あらゆる追加の規制要件を満たすために必要な知識、

技術、専門知識、誠実性およびリソースを有することを確保するための、

強固なプロセスを採用すること

・ 監査サイクルの期間を通じて、外部監査プロセスの効率性を監視し、評価

すること

・ 外部監査人の辞任または解任に関する事情を調査すること、および財務報

告プロセスの誠実性を脅かすあらゆる特定されたリスクを軽減するために

速やかな措置が講じられることを確保すること

・ 外部監査人の辞任または解任に関する事情について監督者へ報告すること

7.8.2 取締役会は、外部監査プロセスを監視するとともに、外部監査人との効

果的な関係を守り促進すべきである。この目的のために、取締役会は、以下を確

保すべきである。

・ 外部監査人の契約条件が明確であり、ならびに監査の範囲および監査を行

うのに必要なリソースにとって適切であり、かつ支払われる監査報酬の水

準を明記すること

・ 監査人は、関連する国内および国際的な監査基準に従って監査を行うため
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to perform the audit in accordance with relevant local and international audit 
standards; 

• the external auditor complies with internationally accepted ethical and 
professional standards and, where applicable, themore stringent requirements 
applicable to audits of listed entities and public interest entities; 

• there are adequate policies and a process to ensure the independence of the 
external auditor, including: 

− restrictions and conditions for the provision of non-audit services which are 
subject to approval by theBoard; 

− periodic rotation of members of the audit team and/or audit firm as appropriate; 
and 

− safeguards to eliminate or reduce to an acceptable level identified threats to the 
independence of the external auditor. 

• there is adequate dialogue with the external auditor on the scope and timing of 
the audit to understand the issues of risk, information on the insurer’s operating 
environment which is relevant to the audit, and any areas in which the Board 
may request for specific procedures to be carried out by the external auditor, 
whether as a part or an extension of the audit engagement; and 

• there is unrestricted access by the external auditor to information and persons 
within the insurer as necessary to conduct the audit. 

7.8.3 In order to establish the degree of assurance that the Board can draw from 
the external auditor’s report, the Board should also understand the external 
auditor’s approach to the audit. This includes the assessment of the external 
auditor’s ability to: 

• identify and assess the risks of material misstatement in the insurer’s financial 
statements, taking into consideration the complexities of insurance activities and 

に、契約条件の下での具体的な責任を負うこと

・ 外部監査人は、国際的に認められた倫理上および職務上の基準ならびに、

適切な場合には、上場企業および公益企業の監査に適用されるより厳しい

要件を遵守すること

・ 以下を含む、外部監査人の独立性を確保するための適切な方針およびプロ

セスがあること

－ 取締役会による承認の対象となる非監査サービスの提供の制限お

よび条件

－ 必要に応じた監査チームおよび／または監査事務所のメンバーの

定期的なローテーション、ならびに、

－ 外部監査人の独立性にとって特定された脅威を排除する、または

受容できるレベルまで軽減するための安全措置

・ リスクの問題、監査に関係する当該保険会社の業務環境に関する情報、お

よび、監査契約の一環またはその延長として、取締役会が外部監査人によ

って遂行される特定の手続を要請することができる分野、を理解するため

に、監査の範囲およびタイミングについて、外部監査人との十分な対話が

あること、および、

・ 監査を行うために、必要に応じて保険会社内の情報および人物に対して、

外部監査人が自由にアクセスできること

7.8.3 取締役会が外部監査人の報告書から引き出すことができる一定の保証

を確立するため、取締役会は、監査に対する外部監査人のアプローチについても

理解すべきである。これには、以下を行う外部監査人の能力を評価することが含

まれる。

・ 保険活動の複雑性および保険会社が強力な統制環境を有する必要性につい

て考慮に入れた上で、保険会社の内部財務諸表における重大な虚偽記載の
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the need for insurers to have a strong control environment; 
• respond appropriately to the significant risks of material misstatement in the 

insurer’s financial statements; and 
• develop appropriate relationships with the internal audit function and the 

actuarial function. 

The Board should take appropriate actions where doubts arise as to the reliability 
of the external audit process. 

7.8.4 In order to enable the Board to carry out its oversight responsibilities and to 
enhance the quality of the audit, the Board should have an effective 
communication with the external auditor. This should include: 
• regular meetings between the Board and the external auditor during the audit 

cycle, including meetings without management present; and 
• prompt communication of any information regarding internal control weaknesses 

or deficiencies of which the external auditor becomes aware. 

The Board should require the external auditor to report to it on all relevant matters.

7.8.5 The supervisor and the external auditor should have an effective relationship 
that includes appropriate communication channels forthe exchange of information 
relevant to carrying out their respective statutory responsibilities. 

7.8.6 Reports prepared by the external auditor for the insurer (e.g.management 
letters) should be made available to the supervisor by the insurer or the external 
auditor. 

リスクを特定し、評価すること

・ 保険会社の財務諸表における重大な虚偽記載についての重大なリスクに適

切に対応すること、および

・ 内部監査部門およびアクチュアリー部門との適切な関係性を構築すること

外部監査プロセスの信頼性について疑問が生じた場合、取締役会は、適切な措置

を講じるべきである。

7.8.4 取締役会が自身の監視責任を遂行することを可能にすると共に、監査の

品質を向上させるため、取締役会は、外部監査人との効果的なコミュニケーショ

ンを持つべきである。これには、以下が含まれるべきである。

・ 経営陣を入れない会合を含め、監査サイクルの期間中に、取締役会と外部

監査人との定期的な会合を行うこと、および

・ 外部監査人が気付いた内部統制の脆弱性または欠陥に関する情報について

の迅速なコミュニケーション

取締役会は、外部監査人に対し、関連する事項について全て報告するよう要求す

べきである。

7.8.5 監督者および外部監査人は、各々の法定責任の遂行に関する情報交換の

ための適切なコミュニケーション・チャネルを含め、効果的な関係を持つべきで

ある。

7.8.6 保険会社に対して外部監査人が策定した報告書（例えば、マネジメント

レター）は、保険会社または外部監査人を通じて監督者が入手可能とされるべき

である。
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7.8.7 The supervisor should require the external auditor to report matters that are 
likely to be of material significance. This would include material fraud, suspicion 
of material fraud and regulatory breaches or other significant audit findings 
identified in the course of the audit. Such information should be provided to the 
supervisor without the need for prior consent of the insurer and the external auditor 
should be duly protected from liability for any information disclosed to the
supervisor in good faith. 

7.8.8 The supervisor should require a further audit by a different external auditor 
where necessary. 

Communications 

7.9 The supervisor requires the insurer’s Board to have systems and 
controls to ensure appropriate, timely and effective communications with 
the supervisor on the governance of the insurer. 

7.9.1 Communications with the supervisor should promote effective engagement 
of the supervisor on the governance of the insurer to enable informed judgments 
about the effectiveness of the Board and Senior Management in governing the 
insurer. 

7.9.2 Subject to any reasonable commercial sensitivities and applicable privacy 
or confidentiality obligations, the insurer’s communication policies and strategies 
should include providing to the insurer’s stakeholders information such as the 
following: 
• the insurer’s overall strategic objectives, covering existing or prospective lines of 

business and how they are being or will be achieved; 

7.8.7 監督者は、重要な重大性を持ちそうな事柄について報告するよう、外部

監査人に対して要求すべきである。これには、監査の過程で特定された重大な詐

欺、重大な詐欺の疑い、規制上の違反またはその他の重要な監査上の見解が含ま

れる。こうした情報は、保険会社の事前の同意の必要性なしで監督者に提供され

るべきであり、外部監査人は、誠意を持って監督者にそのように開示された情報

についての法的責任から十分守られるべきである。

7.8.8 監督者は、必要な場合には、異なる外部監査人によるさらなる監査を要

求すべきである。

コミュニケーション

7.9 監督者は、保険会社の取締役会に対して、保険会社のガバナンスについ

ての、監督者との適切で、タイムリーかつ効果的なコミュニケーションを確保す

るためのシステムおよび統制を有することを要求する。

7.9.1 監督者とのコミュニケーションは、保険会社を統治するうえでの取締役

会および上級管理職の有効性について、情報を得た上での判断を可能にするため

に、保険会社のガバナンスに関する監督者の効果的な関与を促進するべきであ

る。

7.9.2 あらゆる合理的な商業上の機密および適用されるプライバシーまたは

守秘義務に従って、保険会社のコミュニケーション方針および戦略には、保険会

社の利害関係者に対する、以下のような情報の提供を含めるべきである。

・ 現在のまたは見込まれる事業種目、ならびにそれらがどのようにして達成

されているか、または今後達成されるかを含む、保険会社の全般的な戦略
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• the insurer’s governance structures, such as allocation of oversight and 
management responsibilities between the Board and the Senior Management, 
and organisational structures, including reporting lines; 

• members of the Board and any Board committees, including their respective 
expertise, qualifications, track-record, other positions held by such members, 
and whether such members are regarded as independent; 

• processes in place for the Board to evaluate its own performance and any 
measures taken to improve the Board’s performance; 

• the general design, implementation and operation of the remuneration policy; 
• major ownership and group structures, and any significant affiliations and 

alliances; and 
• material related-party transactions. 

7.9.3 In addition to information publicly available, the supervisor may require more 
detailed and additional information relating to the insurer’s corporate governance 
for supervisory purposes, which may include commercially sensitive information, 
such as assessments by the Board of the effectiveness of the insurer’s
governance system, internal audit reports and more detailed information on the 
remuneration structures adopted by the insurer for the Board, Senior 
Management, Key Persons in Control Functions and major risk-taking staff. The 
insurer’s communication policies and strategies should enable such information 
to be provided to the supervisor in a timely and efficient manner. Supervisors 
should safeguard such information having due regard to the confidentiality of 
commercially sensitive information and applicable laws. 

7.9.4 Disclosure of information on remuneration should be sufficient to enable 
stakeholders to evaluate how the remuneration system relates to risk and whether 
it is operating as intended. Relevant information may include: 

目的

・ 取締役会と上級管理職間の監視と経営責任の割当、および報告ラインを含

む組織構造といった保険会社のガバナンス構造

・ 取締役会および取締役会の委員会メンバーに関する情報で、その中には、

各人の専門知識、資格、経歴、そのメンバーの他の地位、および、そのメ

ンバーが独立しているとみなされるかどうかを含む

・ 取締役会自身の業績を評価するために取締役会が設けたプロセス、および

取締役会の業績を改善するために講じられるあらゆる措置

・ 報酬方針の一般的な設計、実行および運営

・ 主要な所有権およびグループ構造、ならびに重要な提携および同盟、およ

び

・ 重大な関係者間取引

7.9.3 公に利用可能な情報に加え、監督者は、取締役会による保険会社のガバ

ナンスシステムの有効性の評価のような商業上のセンシティブ情報、内部監査報

告書、ならびに取締役会、上級管理職、統制部門の主要人物および主なリスクテ

イクを行うスタッフのために、保険会社により採用された報酬構造に関するより

詳細な情報を含みうる、監督上の目的のための保険会社のコーポレート・ガバナ

ンスに関係する、より詳細で追加の情報を要求することができる。保険会社のコ

ミュニケーション方針および戦略では、そのような情報を、監督者に、タイムリ

ーかつ効果的な方法で提供することができるようにすべきである。監督者は、商

業上のセンシティブ情報の機密性および適用法について適正に配慮した上でこ

のような情報を保護すべきである。

7.9.4 報酬に関する情報の開示は、報酬システムがリスクにどのように関係

し、そのシステムが意図されたとおりに運営されているかどうかを評価すること

を、利害関係者に可能にさせるほど十分なものであるべきである。関係する情報
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• the operation of risk adjustments, including examples of how the policy results 
in adjustments to remuneration for employees at different levels; 

• how remuneration is related to performance (both financial and personal 
business conduct) over time; and 

• valuation principles in respect of remuneration instruments. 

7.9.5 Appropriate quantitative information should also be made available to enable 
supervisors to evaluate the financial impact of the remuneration policy. Such 
information may include: 

• the total cost of remuneration awarded in the period, analysed according to the 
main components such as basic salary, variable remuneration and long-term 
awards; 

• the total amount set aside in respect of deferred variable remuneration; 
• adjustment to net income for the period in respect of variable remuneration 

awarded in previous periods; 
• the total costs of all sign-on payments in the period and number of individuals to 

whom these relate; and 
• the total costs of all severance payments in the period and number of individuals 

to whom these relate. 

These amounts should be analysed by type of instrument (e.g. cash, shares, 
share options etc.) as applicable, and in a manner consistent with the key 
elements of the remuneration policy. 

7.9.6 Disclosure of information on governance should be made on a regular (for 
instance, at least annually) and timely basis. 

には、以下が含まれうる。

・ 当該方針を、異なるレベルの従業員の報酬に対して適応した場合に、結果

がどのようになるかの事例を含む、リスク調整の実施

・ 報酬がこれまでの（財務的および個人的な事業行為の双方の）業績にどの

ように関係しているか、および

・ 報酬手段に関する評価原則

7.9.5 適切な定量的な情報もまた、報酬方針の財務上の影響を監督者が評価で

きるようにするために利用可能とすべきである。こうした情報には以下が含まれ

うる。

・ 基本給、変動報酬および長期報奨のような主な要素に従って分析された、

当期に与えられた報酬の総費用

・ 繰延変動報酬について確保された総額

・ 前期に与えられた変動報酬に関して、当期の純利益への調整

・ 当期における全ての雇入れに伴う支払の総費用およびこれらに関係する個

人の数

・ 当期における全ての解雇補償金の総費用およびこれらに関係する個人の数

これらの金額は、報酬の手段の種類（例えば、現金、株式、ストックオプション）

毎に、および報酬方針の主要な要素と整合的な方法で分析されるべきである。

7.9.6 ガバナンスに関する情報の開示は、定期的に（例えば、少なくとも年１

回）、かつタイムリーなベースで行われるべきである。
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Duties of Senior Management 

7.10 The supervisor requires the insurer to ensure that Senior Management:

• carries out the day-to-day operations of the insurer effectively and in 
accordance with the insurer’s corporate culture, business objectives and 
strategies for achieving those objectives in line with the Insurer's long 
term interests and viability; 

• promotes sound risk management, compliance and fair treatment of
customers; 

• provides the Board adequate and timely information to enable the Board 
to carry out its duties and functions including the monitoring and review 
of the performance and risk exposures of the insurer, and the performance 
of Senior Management; and 

• maintains adequate and orderly records of the internal organisation. 

7.10.1 Senior Management should implement appropriate systems and controls, 
in accordance with the established risk appetite and corporate values and 
consistent with internal policies and procedures. 

7.10.2 Such systems and controls should provide for organisation and decision-
making in a clear and transparent manner that promotes effective management of 
the insurer. Senior Management’s systems and controls should encompass: 

• processes for engaging persons with appropriate competencies and integrity to 
discharge the functions under Senior Management, which include succession 
planning, on-going training and procedures for termination; 

上級管理職の義務

7.10 監督者は、保険会社に対して、上級管理職が以下を行うことを確保する

よう要求する。

・ 効果的に、ならびに保険会社の企業文化や事業目的、また保険会社の

長期利益および存続能力に沿ってそれらの目的を達成するための戦

略に従って、保険会社の日々の業務を遂行すること

・ 健全なリスク管理、コンプライアンスおよび顧客の公正な取扱いを促

進すること

・ 保険会社の業績およびリスク・エクスポージャーならびに上級管理職

の業績の監視およびレビューを含む、取締役会の義務および機能を取

締役会が遂行できるようにするために、取締役会に対して十分かつタ

イムリーな情報を提供すること

・ 内部組織の適切かつ秩序だった記録を保持すること

7.10.1 上級管理職は、定められたリスク選好および企業価値に従って、かつ内
部方針および手続きと整合的に、適切なシステムおよび統制を実施すべきであ

る。

7.10.2 こうしたシステムおよび統制は、保険会社の効果的な経営を促進する、
明確かつ透明性のある方法での組織および意思決定について規定すべきである。

上級管理職のシステムおよび統制には、以下を含むべきである。

・ 適切な能力および誠実性を有した人物を、上級管理職の下で従事させるた

めのプロセス。それには、承継計画、継続的な研修および契約終了の手続

が含まれる。
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• clear lines of accountability and channels of communication between persons in 
Senior Management and Key Persons in Control Functions; 

• proper procedures for the delegation of Senior Management functions and 
monitoring whether delegated functions arecarried out effectively and properly, 
in accordance with the same principles that apply to delegations by the Board 
(see Guidance 7.3.13 and 7.3.14); 

• standards of conduct and codes of ethics for the Senior Management and other 
staff to promote a sound corporate culture, and the effective implementation on 
an on-going basis of standards and codes (see ICP 8 Risk Management and
Internal Controls for conflicts of interest provisions); 

• proper channels of communications, including clear lines of reporting, as 
between the individuals performing the functions of the Senior Management and 
the Board, including provisions dealing with whistleblower protection, and their 
effective implementation; and 

• effective communication strategies with supervisors and stakeholders that 
include the identification of matters that should be disclosed, and to whom such 
disclosure should be made. 

7.10.3 Adequate procedures should be in place for assessing the effectiveness of 
Senior Management’s performance against the performance objectives set by the 
Board. For this purpose, annual assessments of their performance against set 
goals should be carried out at least annually, preferably by an independent party, 
a control function, or the Board itself. Any identified inadequacies or gaps should 
be addressed promptly and reported to the Board. 

7.10.4 Senior Management should also promote strong risk management and 
internal controls through personal conduct and transparent policies. Senior 
Management should communicate throughout the insurer the responsibility of all 

・ 上級管理職に属する人物と統制部門の主要人物の間での説明責任の明確な

ラインおよび明確な伝達経路

・ 取締役会の委任に適用される同じ原則（7.3.13 および 7.3.14 の指針を参
照）に従って、上級管理職の職務の委任のための適切な手続き、および委

任された職務が効果的におよび適切に遂行されているかどうかを監視する

こと

・ 健全な企業文化を促進するための、上級管理職およびその他のスタッフの

ための行為基準および倫理規範、ならびにこうした基準および規範の継続

的ベースでの効果的な実施（利益相反の規定について、ICP 8「リスク管理
および内部統制」を参照）

・ 内部告発者保護の取扱いの規定を含めた、上級管理職および取締役会の職

務を行う個人間での、明確な報告ラインを含む適切な伝達経路、およびそ

れらの効果的な実施、および

・ 開示されるべき事柄およびこうした開示が誰になされるべきかの特定を含

む、監督者および利害関係者との効果的な伝達戦略

7.10.3 取締役会によって設定された業績目標に対する上級管理職の業績の有
効性を評価するため、十分な手続きを整備すべきである。この目的のため、設定

された目標に対する自身の業績についての年次評価が少なくとも毎年、望ましく

は独立した関係者、統制部門、または取締役会自身によって実施されるべきであ

る。何らかの特定された不十分性またはギャップは、速やかに対応され取締役会

へ報告されるべきである。

7.10.4 上級管理職は、個人の行為および透明性のある方針を通じて、強力なリ
スク管理および内部統制も促進すべきである。上級管理職は、この点で全従業員

の責務について保険会社全体でコミュニケーションを取るべきである。ガバナン
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employees in this respect. It should not interfere with the activities that control 
functions carry out in the rightful exercise of their responsibilities, including that of 
providingan independent view of governance, risk, compliance and control related 
matters. 

Supervisory review 

7.11 The supervisor requires the insurer to demonstrate the adequacy and
effectiveness of its corporate governance framework. 

7.11.1 The supervisor plays an important role by requiring the Board and Senior 
Management of the insurer to demonstrate that they are meeting the applicable 
corporate governance requirements, consistent with these standards, on an on-
going basis. The onus for demonstrating, to the satisfaction of the supervisor, that 
the corporate governance framework is effective and operates asintended rests 
with the insurer. 

7.11.2 The Supervisor should assess through its supervisory review and reporting 
processes whether the insurer’s overall corporate governance framework is 
effectively implemented and remains adequate (see ICP 9 Supervisory Review 
and Reporting). 

7.11.3 To help facilitate the supervisory review and reporting processes, the 
supervisor should establish effective channels of communication with the insurer, 
and have access to relevant information concerning the governance of the insurer. 
This may be obtained through periodic reports to the supervisor and any 
information obtained on an ad-hoc basis (see also Standard 7.7). Communication 
may also be facilitated by the supervisor having regular interaction with the Board, 

ス、リスク、コンプライアンスおよび統制関連事項についての独立した見解を提

供する活動を含む、統制部門がそれらの責務を正当に行使して行う活動に対して

上級管理職は干渉すべきではない。

監督上のレビュー

7.11 監督者は、コーポレート・ガバナンス枠組みの十分性および有効性を実

証するよう保険会社に要求する。

7.11.1 監督者は、保険会社が継続ベースで、本基準に一致した適用されるコー
ポレート・ガバナンス要件を満たしていることを実証するように保険会社の取締

役会および上級管理職に対して要求することにより、重要な役割を果たす。コー

ポレート・ガバナンス枠組みが効果的であり、かつ意図されたとおりに運営され

ていることを監督者が満足するように実証する責任は、保険会社にある。

7.11.2 監督者は、監督上のレビューおよび報告プロセスを通じて、保険会社の
全般的なコーポレート・ガバナンス枠組みが効果的に実行され、引続き適切であ

るかどうかを評価すべきである。（ICP9（監督上のレビューおよび報告）参照）。

7.11.3 監督上のレビューおよび報告プロセスの促進を助けるため、監督者は、
保険会社との効果的な伝達経路を確立すべきであり、また、保険会社のガバナン

スに関する関係情報にアクセスすべきである。これは、監督者宛の定期的な報告

書、および特別報告により取得したあらゆる情報を通じて得ることができる（基

準 7.7 も参照）。監督者が、取締役会、上級管理職および統制部門の主要人物と
の定期的なやり取りを行うことによっても、コミュニケーションを促進すること



- 98 - 

英文 仮訳

Senior Management and Key Persons in Control Functions. 

7.11.4 The supervisor should assess the governance effectiveness of the Board 
and Senior Management and determine the extent to which their actions and 
behaviours contribute to good governance. This includes the extent to which the 
Board and Senior Management contribute to setting and following the “tone at the 
top;” how the corporate culture of the insurer is communicated and put into
practice; how information flows to and from the Board and Senior Management; 
and how potential material problems are identified and addressed throughout the 
insurer. 

7.11.5 To ascertain the on-going effectiveness of the Board and Senior
Management, the supervisor may also consider the use of measures such as the 
following, where appropriate: 
• on-going mandatory training that is commensurate with their respective duties, 

roles and responsibilities of the Board and Senior Management within the 
insurer; 

• a review of the periodic self-evaluation undertaken by the Board as referred to 
in Guidance 7.3.3 and 7.11.1; 

• meetings and/or interviews with the Board and Senior Management, both 
collectively and individually as appropriate, particularly to reinforce expectations 
relating to their performance and to get a sense of how informed and proactive 
they are; and 

• attending and observing Board proceedings. 

7.11.6 Where remuneration policies of an insurer contain more high risk elements, 
closer supervisory scrutiny of those policy and practices may also be warranted, 
including requests for additional information as appropriate to assess whether 

ができる。

7.11.4 監督者は、取締役会および上級管理職のガバナンスの有効性を評価し、
それらの行動および行為が優良なガバナンスに寄与する程度を判断すべきであ

る。これには、取締役会および上級管理職が「トップの姿勢」の設定および順守

に寄与する程度、保険会社の企業文化がどのように伝達され実践されるか、取締

役会および上級管理職に対して、および取締役会および上級管理職から情報がど

のように流れるか、ならびに起こりうる重要な問題が保険会社全体でどのように

特定され対応されるかについてが含まれる。

7.11.5 取締役会および上級管理職の継続的な有効性を確認するために、監督者
は、適切な場合には、次のような措置の利用も検討することが可能である。

・ 取締役会および上級管理職の保険会社での各自の責務、役割および責任に

相応しい、継続的で強制的な研修

・ 指針 7.3.3および 7.11.1において記載された、取締役会によって行われる
定期的な自己評価のレビュー

・ 特に、業績についての期待を強化し、ならびに、取締役会および上級管理

職がどのように情報提供されかつ積極的であるかについての感触を得るた

めの、（必要に応じて集団と個別の両方での）取締役会メンバーおよび上級

管理職との会合および/または面談
・ 取締役会の議事への出席およびオブザーバー参加

7.11.6  保険会社の報酬方針が、より高リスクの要素を含む場合には、これら
の実務が保険会社の継続的な存続能力にマイナスの影響を及ぼしているかどう

かを評価するために必要に応じて追加情報を要請すること、または、当該保険会
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those practices are having an adverse impact on the on-going viability of the 
insurer or commissioning an independent assessment of the insurer’s
remuneration policy and practices.  

社の報酬方針および実務の独立した評価を委託することを含め、これらの方針

および実務についてのより厳密な監督上の精査も当然ありうる。

ICP 8 Risk Management and Internal Controls9

The supervisor requires an insurer to have, as part of its overall 
corporategovernance framework, effective systems of risk management 
and internalcontrols, including effective functions for risk management, 
compliance, actuarialmatters and internal audit.

Introductory Guidance 

8.0.1 As part of the overall corporate governance framework and in furtherance of 
the safe and sound operation of the insurer and the protection of policyholders, 
the Board is ultimately responsible for ensuring that the insurer has in place 
effective systems of risk management and internal controls and functions to 
address the key risks it faces and for the key legal and regulatory obligations that 
apply to it. Senior Management effectively implements these systems and 
provides the necessary resources and support for these functions. 

8.0.2 In some jurisdictions, risk management is considered a subset of internal 
controls, while other jurisdictions would see it the other way around. The two 
systems are in fact closely related. Where the boundary lies between risk 
management and internal controls is less important than achieving, in practice, 

ICP 8 リスク管理および内部統制 9

監督者は、保険会社に対し、リスク管理、コンプライアンス、保険数理上の

事項および内部監査のための効果的な機能を含む、リスク管理および内部統

制の効果的なシステムを全体的なコーポレート・ガバナンスの枠組みの一部

として有するよう、要求する。

導入指針

8.0.1 全体的なコーポレート・ガバナンスの枠組みの一部として、ならびに保険
会社の安全かつ健全な運営および契約者保護の促進において、取締役会は、保険

会社が、リスク管理と内部統制の効果的なシステムならびに保険会社が直面す

る主要なリスクならびに適用される主要な法的および規制上の義務に対処する

機能を有することに最終的な責任を有する。上級管理職は、これらのシステムを

効果的に実行し、これらの機能のために必要なリソースおよび支援を提供する。

8.0.2 一部の管轄区域では、リスク管理は内部統制の小区分と考えられているの
に対し、その他の管轄区域では逆の捉え方がなされている。二つのシステム

は、実際には密接に関連している。リスク管理および内部統制の境界の所在に

ついては、実務におけるそれぞれの目的を達成することに比べれば、さほど重

9 Amended November 2015
2015 年 11 月改訂
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the objectives of each. 

8.0.3 The systems and functions should be adequate for the insurer’s objectives, 
strategy, risk profile, and the applicable legal and regulatory requirements. They 
should be adapted as the insurer’s business and internal and external 
circumstances change. 

8.0.4 The nature of the systems that the insurer has is dependent on many factors. 
The systems typically include: 
• strategies setting out the approach of the insurer for dealing with specific areas 

of risk and legal and regulatory obligation; 
• policies defining the procedures and other requirements that members of the 
Board and employees need to follow; 

• processes for the implementation of the insurer’s strategies and policies; 
• and controls to ensure that such strategies, policies and processes are in fact in 
place, are being observed and are attaining their intended objectives. 

8.0.5 An insurer’s functions (whether in the form of a person, unit ordepartment) 
should be properly authorised to carry out specificactivities relating to matters 
such as risk management, compliance, actuarial matters and internal audit. These 
are generally referred to as control functions. 

Special considerations for groups 

8.0.6 Group wide risks may affect insurance legal entities within a group, while 
risks at the insurance legal entity level could also affect the group as a whole. To 
help address this, groups should have strong risk management and compliance 
culture across the group and at the insurance legal entity level. Thus, in addition 

要ではない。

8.0.3 システムおよび機能は、保険会社の事業目的、戦略、リスク・プロファイ
ル、適用される法的および規制上の要件に適っているべきである。また、それら

は保険会社の事業および内部および外部環境の変化に応じて変更されるべきで

ある。

8.0.4 保険会社が有するシステムの性質は、多くの要素に依存する。通常、この
システムには以下が含まれる：

・ 特定分野のリスクならびに、法的および規制上の義務を扱うための保険会

社のアプローチを規定する戦略；

・ 取締役会メンバーおよび従業員が従うべき手続およびその他の要件を定義

する方針；

・ 保険会社の戦略および方針の実行プロセス；そのような戦略、方針および

プロセスが実際に整備され、遵守されており、

・ および、意図した目的が達成されていることを確保するための統制

8.0.5 保険会社のリスク管理、コンプライアンス、保険数理上の事項、および内
部監査に関する特定の業務を実行するための（個人、ユニットまたは部署のうち、

いずれかの形式で）部門は適切に権限を付与されるべきである。通常、これらは

統制部門と呼ばれる。

グループに関する特別な考慮要素

8.0.6 保険法人レベルのリスクがグループ全体にも波及し得る一方で、グループ
全体のリスクはグループ内の保険法人に影響を与える可能性がある。これに対応

する一助として、グループはグループ全体および保険法人のレベルにおいて強固

なリスク文化とコンプライアンス文化を持つべきである。したがって、グループ・
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to meeting group governance requirements, the group should take into account 
the obligations of its insurance legal entities to comply with local laws and 
regulations. 

8.0.7 How a group's systems of risk management and internal controls are 
organised and operate will depend on the governance approach the group takes, 
i.e., a more centralised or a more decentralized approach (see IAIS Issues Paper 
on Approaches to Group Corporate Governance; impact on control functions, 
October 2014). Regardless of the governance approach, it is important that 
effective systems of risk management and internal controls exist and that risks are 
properly monitored and managed at the insurance legal entity level and on a 
group-wide basis. 

8.0.8 Additionally, a group’s governance approach will also affect the way in which 
its control functions are organised and operated. Coordination between the 
insurance legal entity and group control functions is important to help ensure 
overall effective systems of risk management and internal controls. Regardless of 
how the group control functions are organised and operated, the result should
provide an overall view of the group-wide risks and how they should be managed.

8.0.9 Supervisors should require the establishment of comprehensive and
consistent group governance and assess its effectiveness. While the group-wide 
supervisor is responsible for assessing the effectiveness of the group’s systems 
of risk management and internal controls, the other involved supervisors 
undertake such assessments on a legal entity basis. Appropriate supervisory
cooperation and coordination is necessary to have a group-wide view and to 
enhance the assessment of the legal entities. 

ガバナンスの要件を満たすことに加え、グループは自身のグループ内の保険法人

が地域の法令および規制を遵守する義務に関し考慮すべきである。

8.0.7 グループのリスク管理および内部統制のシステムがどのように組織および
運用されるのかは、グループが採用するガバナンスのアプローチ（集中型寄り

か分散型寄りか）に依拠する（ＩＡＩＳ論点書「グループ・コーポレート・ガ

バナンスのアプローチ；統制部門への影響」2014年10月を参照）。ガバナンス
のアプローチにかかわらず、保険会社の法人レベルおよびグループ全体ベース

において、リスク管理および内部統制の有効なシステムが存在し、リスクが適

切に監視および管理されていることが重要である。

8.0.8 さらに、グループのガバナンスのアプローチは統制部門の在り方にも影響
を与える。保険事業法人の統制部門とグループの統制部門の間における調整

は、リスク管理および内部統制のシステム全体の実効性を確保するために重要

である。グループの統制部門がどのように組織および運用されるかにかかわら

ず、その組織・運用の在り方は、グループ全体のリスクの全体像および、それ

がどのように管理されるべきかを示す。

8.0.9 監督者は、包括的かつ一貫したグループ・ガバナンスの確立を要求し、ま
たその有効性を評価すべきである。グループ全体の監督者がグループのリスク

管理および内部統制のシステムの有効性の評価に責任を持つと同時に、他の関

与する監督者が法人レベルの同様の評価に責任を持つ。グループ全体の視点を

持つことおよび法人の評価を強化するために、適切な監督上の協力および調整

が必要である。
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Systems for risk management and internal controls 

8.1 The supervisor requires the insurer to establish, and operate within, an
effective risk management system. 

Basic components of a risk management system 

8.1.1 The risk management system is designed and operated at all levels of the 
insurer to allow for the identification, assessment, monitoring, mitigation and 
reporting of all risks of the insurer in a timely manner. It takes into account the 
probability, potential impact and time horizon of risks. 

8.1.2 An effective risk management system typically includes elements such as: 

• a clearly defined and well documented risk management strategy, which includes 
a clearly defined risk appetite and takes into account the insurer’s overall 
business strategy and its business activities (including any business activities 
which have been outsourced); 

• relevant objectives, key principles and proper allocation of responsibilities for 
dealing with risk across the business areas and business units of the insurer 

• a documented process defining the Board approval requiredfor any deviations 
from the risk management strategy or the risk appetite and for settling any major 
interpretation issues that may arise; 

• appropriate documented policies that include a definition and categorisation of 
material risks (by type) to which the insurer is exposed, and the levels of 
acceptable risk limits for each type of these risk. These policies describe the risk 
standards and the specific obligations of employees and the businesses in
dealing with risk, including risk escalation and risk mitigation tools; 

リスク管理および内部統制のシステム

8.1 監督者は、保険会社に対し、効果的なリスク管理システムを確立し、またそ
の範囲内で事業を行うよう要求する。

リスク管理システムの基本要素

8.1.1 リスク管理システムは、保険会社のすべてのレベルにおけるあらゆるリス
クを時宜にかなう形で認識、評価、監視、軽減および報告するために設計かつ

運営されている。それはまた、リスクの蓋然性、潜在的影響、および存続時間

も考慮に入れる。

8.1.2 保険会社の性質、規模および複雑性に従い、効果的なリスク管理システム
には、通常以下のような要素が含まれる：

・ 明確に定義されたリスク選好を含み、保険会社の全体的な事業戦略および

事業活動（外部委託された事業活動があればそれも含めた）を考慮に入れ

た、明確に定義され、かつ、十分に文書化されたリスク管理戦略；

・ 保険会社の事業分野および事業ユニットにわたるリスクに対処する際の妥

当な目的、主要原則、および責任の適切な配分；

・ リスク管理戦略またはリスク選好から逸脱する場合、および、生じうる重

要な解釈問題を解決する場合に必要とされる、取締役会の承認を定義する、

文書化されたプロセス；

・ 保険会社がさらされる重大なリスク（種類別）の定義および分類ならびに

その個々のリスク種類について受容できるリスク限度のレベルを含む、適

切な文書化された方針。これらの方針では、リスク拡大、およびリスク軽

減ツールを含む、リスク基準、およびリスクに対処する従業員および事業

者の具体的な義務を示す；
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• suitable processes and tools (including stress testing and, where appropriate, 
models) for identifying, assessing, monitoring and reporting on risks. Such 
processes should also cover contingency planning; 

• regular reviews of the risk management system (and its components) to help 
ensure that necessary modifications and improvements are identified and made 
in a timely manner; 

•appropriate attention to other matters set out in ICP (16 Enterprise Risk 
Management for Solvency Purposes); and 

• an effective risk management function. 

Scope and embedding of the risk management system 

8.1.3 The risk management system should at least cover underwriting and
reserving, asset-liability management, investments, liquidity and concentration 
risk management, operational risk management, conduct of business, and 
reinsurance and other risk-mitigation techniques. 

8.1.4 The risk management system should be aligned with the insurer’s risk 
culture and embedded into the various business areas and units with the aim of 
having the appropriate risk management practices and procedures embedded in 
the key operations and structures. 

Identification 

8.1.5 The risk management system should take into account all reasonably 
foreseeable and relevant material risks to which the insurer is exposed, both at 
the insurer and the individual business unit levels. This includes current and 
emerging risks. 

・ リスクの認識、評価、監視、および報告に適したプロセスおよび手段（ス

トレステストおよび適切な場合は、モデルも含む）。そのようなプロセスは

また、危機管理計画も取り扱うべきである；

・ タイムリーに必要な調整および改良が認識・実施されるようにするうえで

役立つ、リスク管理システム（およびその要素）の定例的なレビュー；

・ ICP (16「ソルベンシー目的の全社的リスク管理」)に規定されるその他事項
への適切な注意；ならびに

・ 効果的なリスク管理部門。

リスク管理システムの範囲および組込み

8.1.3 リスク管理システムは、少なくとも引受、準備金積立、資産/負債管理、投
資、流動性および集中リスク管理、オペレーショナル・リスク管理、事業行為な

らびに再保険およびその他のリスク軽減手法について取り扱うべきである。 

8.1.4 リスク管理システムは、保険会社のリスク文化と整合しているべきであり、
また、適切なリスク管理実務ならびに主要な事業および組織に組み込まれた手続

を有するという狙いから様々な事業分野およびユニットに組み込まれるべきで

ある。

認識

8.1.5 リスク管理システムは、保険会社が会社レベルと個別の事業ユニットレベ
ルの双方でさらされる、すべての合理的に予測可能かつ関連する重要なリスクを

考慮するべきである。これには、現行および新たに発生するリスクも含まれる。
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8.1.6 Significant new or changed activities and products that may increase an 
existing risk or create a new type of exposure should be subject to appropriate 
risk review and be approved by the Board and Senior Management. 

Assessment 

8.1.7 Insurers should assess material risks both qualitatively and, where
appropriate, quantitatively. Appropriate consideration should be given to a 
sufficiently wide range of outcomes, as well as to the appropriate tools and 
techniques to be used. The interdependencies of risks should also be analysed 
and taken into account in the assessments. 

Monitoring 

8.1.8 The risk management system should include early warnings or triggers that 
allows timely consideration of, and adequate response to, material risks. An 
insurer may decide to tolerate a risk, when it is acceptable within the risk appetite 
that has been set. 

Mitigation 

8.1.9 The risk management system should include strategies and tools to mitigate 
against material risks. In most cases an insurer will control or reduce the risk to 
an acceptable level. Another response to risk is to transfer the risk to a third party. 
If risks are not acceptable within the risk appetite and it is not possible to control, 
limit or transfer the risk, the insurer should cease or change the activity which 

8.1.6 既存のリスクを増大させる可能性があるか、または、新たなエクスポージ
ャーを作り出す可能性のある、重要な新規または変更された業務および商品は、

適切なリスクのレビューの対象となるべきであり、また、取締役会および上級管

理職の承認を受けるべきである。

評価

8.1.7 保険会社は、重大なリスクを定性的および、適切な場合には定量的に評

価すべきである。的確な考慮は、使用される的確な手段および技術とともに、充

分に広い範囲の結果に対してなされるべきである。リスクの相互依存関係もまた

分析され、評価の考慮に入れられるべきである。

監視

8.1.8 リスク管理システムは、重大なリスクに対して、時宜にかなう検討と適正
な対応を可能にする早期警戒もしくはトリガーを含むべきである。保険会社は、

リスクが設定されたリスク選好に照らして許容可能な時、リスクを許容する決定

をしてもよい。

軽減

8.1.9 リスク管理システムは、重大なリスクを軽減する手段および戦略を含むべ
きである。たいていの場合、保険会社はリスクを統制もしくは減少させ許容可

能なレベルにとどめる。もう一つのリスクへの対応は、そのリスクを第三者へ

移転することである。リスク選好に照らしリスクが許容可能でなく、かつその

統制、制限、移転が可能でない場合、保険会社は、リスクを生じさせる活動を
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creates the risk. 

Reporting 

8.1.10 Risks, the overall assessment of risks and the related action plans should 
be reported to the Board and/or to Senior Management, as appropriate, using 
qualitative and quantitative indicators and effective action plans. The insurer’s 
documented risk escalation process should allow for reporting on risk issues within 
established reporting cycles and outside of them for matters of particular urgency.

8.1.11 The Board should have appropriate ways to carry out its responsibilities for 
risk oversight. The risk management policy should therefore cover the content, 
form and frequency of reporting that it expects on risk from Senior Management 
and each of the control functions. Any proposed activity that would go beyond the
Board-approved risk appetite should be subject to appropriate review and require 
Board approval. 

Risk Policies 

8.1.12 The insurer’s risk policies should be written in a way to help employees 
understand their risk responsibilities. They should also help explain the 
relationship of the risk management system to the insurer’s overall corporate 
governance framework and to its corporate culture. The overall risk management 
policy of the insurer should outline how relevant and material risks are managed.
Related policies should be established, either as elements of the risk management 
policy, or as separate sub-policies. At a minimum, these should include policies 
related to the risk appetite framework, an asset-liability management policy, an 
investment policy, and an underwriting risk policy. 

停止もしくは変更すべきである。

報告

8.1.10 リスク、リスク全体の評価および関連した行動計画は、定性的および定量
的な指標と効果的な行動計画を用い、取締役会および、または上級管理職に適切

に報告されるべきである。保険会社の文書化されたリスク上申手続では、確立さ

れた報告サイクル内でのリスク問題の報告および、特に緊急の案件についてはそ

れ以外での報告を可能にすべきである。

8.1.11 取締役会は、リスク監視の責任を果たす適切な方法を有するべきである。
したがって、リスク管理方針は、取締役会が、上級管理職および個々の統制部門

に期待する、リスクについての報告の内容、形式および頻度について、取り扱う

べきである。取締役会が承認したリスク選好を超える業務提案は、適切なレビュ

ーの対象とされるべきであり、また、取締役会の承認を必要とするべきである。

リスク方針

8.1.12 保険会社のリスク方針は、従業員が自身のリスク責任を理解することを
補助するような方法で文書化されるべきである。その方針はまた、リスク管理シ

ステムと保険会社の全体的なコーポレートガバナンスの枠組みおよびその企業

文化との関係を説明する補助となるべきである。保険会社の全体的なリスク管理

方針は、関係する重大なリスクの管理方法の概略を示すべきである。関係した方

針は、リスク管理方針の要素もしくは別個の二次的な方針のいずれかとして確立

されるべきである。少なくとも、それらは、リスク選好の枠組みに関係した方針、

資産/負債管理方針、投資方針、および引受リスク方針を含むべきである。



- 106 - 

英文 仮訳

8.1.13 Regular internal communications and training on risk policies should take 
place. 

Changes to the risk management system 

8.1.14 Both the Board and Senior Management should be attentive to the need to 
modify the risk management system in light of new internal or external 
circumstances. 

8.1.15 Material changes to an insurer’s risk management system should be
documented and subject to approval by the Board. The reasons for the changes 
should be documented. Appropriate documentation should be available to internal 
audit, external audit and the supervisor for their respective assessments of the 
risk management system. 

8.2 The supervisor requires the insurer to establish, and operate within, an
effective system of internal controls. 

Basic components of an internal controls system 

8.2.1 The internal controls system should ensure effective and efficient
operations, adequate control of risks, prudent conduct of business, reliability of 
financial and non-financial information reported (both internally and externally), 
and compliance with laws, regulations, supervisory requirements and the insurer's 
internal rules and decisions. It should be designed and operated to assist the 
Board and Senior Management in the fulfilment of their respective responsibilities 
for oversight and management of the insurer. Some insurers have a designated 

8.1.13 リスク方針についての内部の定例的なコミュニケーションおよび研修が
行われるべきである。

リスク管理システムの変更

8.1.14 取締役会および上級管理職の双方は、内部または外部の新しい状況をふ
まえて、リスク管理システムを修正する必要性に注意を払うべきである。

8.1.15 保険会社のリスク管理システムの重大な変更は文書化され、また、取締役
会の承認を受けるべきである。変更の理由は文書化されるべきである。適切に文

書化された書類は、内部監査、外部監査、および監督者それぞれのリスク管理シ

ステムに対する評価にあたって利用可能であるべきである。

8.2監督者は、保険会社に対し、内部統制の効果的なシステムを確立し、また
その範囲内で事業を行うよう要求する。

内部統制システムの基本要素

8.2.1 内部統制システムは、効果的かつ効率的なオペレーション、適切なリスク
コントロール、堅実な事業行為、（内部および外部に）報告された金融および非

金融情報の信頼性、法令、規則、監督上の要件、保険会社の社内規定および決定

の遵守を、確保すべきである。内部統制システムは、取締役会および上級管理職

が保険会社を監視し管理するそれぞれの責任を履行するにあたり、これらの者を

支援するよう、設計および運営されるべきである。一部の保険会社は、内部統制

システム全体のより定例的な進展、調整および／または管理を支援するため特定
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person or function to support the advancement, coordination and/or management 
of the overall internal controls system on a more regular basis. 

8.2.2 The internal controls system should cover all units and activities of the 
insurer and should be an integral part of the daily activities of an insurer. The 
controls should form a coherent system, which should be regularly assessed and 
improved as necessary. Each individual control10 of an insurer, as well as all its 
controls cumulatively, should be designed for effectiveness and operate 
effectively. 

8.2.3 An effective internal control system requires an appropriate control structure 
with control activities defined at every business unit level. Depending on the 
organisational structure of the insurer, business or other units should own, 
manage and report on risks and should be primarily accountable for establishing 
and maintaining effective internal control policies and procedures. Control 
functions should determine and assess the appropriateness of the controls used 
by the business or other units. The internal audit function should provide 
independent assurance on the quality and effectiveness of the internal controls 
system11.

の人物または部門を有する。

8.2.2 内部統制システムは、保険会社のすべてのユニットと活動を取り扱い、保
険会社の日常業務の不可欠な部分となるべきである。統制は、一貫したシステム

の形で行われ、必要に応じて、定例的に評価され、改善されるべきである。保険

会社の個々の統制10は、全体としての統制と同じく、実効性を持つよう設計され、

また、効果的に機能すべきである。

8.2.3 効果的な内部統制システムには、すべての事業ユニットレベルにおいて統
制活動が定められている適切な統制構造が必要である。保険会社の組織構造に応

じて、事業もしくはユニットは、効果的な内部統制の方針と手続を有し、リスク

を管理および報告し、またその確立と維持について第一次的な責任を負う。統制

部門は、事業もしくはその他のユニットにて用いられる統制の適切性を決定およ

び評価すべきである。内部監査部門は内部統制システム11の質および実効性に関

する独立した保証を提供すべきである

10 Individual controls may be preventive (applied to prevent undesirable outcomes) or detective (to uncover undesirable activity). Individual controls may be manual (human), automated, or a combination and may be 
either general or process or application specific. 
個々の統制は、（望ましくない結果を防ぐために適用される）予防目的であるか、または、（望ましくない業務を明らかにする）検知目的である可能性がある。個々の統制は、手動（人）、自動、または、左記の

組み合わせである可能性があり、また、一般的なまたは手続もしくは適用に特有のものである可能性がある。

11 This division of responsibilities between business, risk management and compliance and internal audit is typically referred to as the three lines of defense. The business is considered as the first line of defence, the 
control functions (other than internal audit) as the second line of defence, and internal audit as the third line of defence. The business is deemed to “own” the controls, and the other lines of defence are there to help 
ensure their application and viability. Whatever approach is used, it is important that responsibilities be clearly allocated to promote checks and balances and avoid conflicts of interest. 
事業、リスク管理およびコンプライアンスならびに内部監査における責任の分割は、通常、三つの防衛線と呼ばれる。事業は「第一の防衛線」、統制部門（内部監査を除く）は「第二の防衛線」、および内部監査

は「第三の防衛線」と考えられる。事業は「自前の」統制を持つとされ、その他の防衛線は、その適用および実行可能性の確保を支援するために存在する。用いられるアプローチにかかわらず、責任が明確に分

配され、抑制および均衡を促進し、また、利益相反を回避することが重要である。
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8.2.4 An effective internal controls system typically includes : 

Segregation of duties and prevention of conflicts of interest 

• appropriate segregation of duties and controls to ensure such segregation is 
observed. This includes, amongst others, having sufficient distance between 
those accountable for a process or policy and those who check if for such a 
process or policy an appropriate control exists and is being applied. It also 
includes appropriate distance between those who design a control or operate a 
control and those who check if such a control is effective in design and 
operation;

• up-to-date policies regarding who can sign for or commit the insurer, and for what 
amounts, with corresponding controls, such as practice that key decisions 
should be taken at least by two persons and the practice of double or multiple 
signatures. Such policies and controls should be designed, among other things, 
to prevent any major transaction being entered into without appropriate
governance review or by anyone lacking the necessary authority and to ensure 
that borrowing, trading, risk and other such limits are strictly observed. Such 
policies shouldforesee a role for control functions, for example by requiring for 
major matters the review and sign-off by Risk Management or Compliance, 
and/or approval by a Board level committee; 

Policies and processes 

• appropriate controls for all key business processes and policies, including for 
major business decisions and transactions (including intra-group transactions), 

8.2.4 効果的な内部統制システムには通常以下が含まれる：

職務の分離および利益相反の防止

 職務の適切な分離および、そのような分離が遵守されるよう確保するため

の統制。これには、特に、手続または方針に責任を負う者と、そのような

プロセスまたは方針について、適切な統制が存在し、また、適用されてい

るかどうかを確認する者との間に十分な距離を置くことを含む。それには

また、統制を設計または運営する者と、そのような統制が設計および運営

において効果的であるかを確認する者との間に適切な距離を置くことを含

む；

 誰がどの程度の金額について保険会社を代表して署名を行うことができる

かまたは保険会社に責任を負わせることができるかに関する最新の状況に

応じた方針。例えば、重要な決定は２名以上で行うべきこととする実務や、

２名以上の署名を必要とする実務がある。そのような方針および統制は、

特に、あらゆる大型の取引につき、適切なガバナンスの検証を行うことな

く、または、必要な権限を有さない人物によって締結されることを防ぎ、

および、その借入、取引、リスクその他に係る制限が厳密に遵守されるこ

とを確保するよう、設計されるべきである。そのような方針は、例えば、

重大な事項について、リスク管理またはコンプライアンスによる検証およ

び承認を要求すること、および／または取締役会レベルの委員会による承

認を求めるなどにより、統制部門の役割を見込んでおくべきである；

方針およびプロセス

 重大な事業決定およびグループ内取引を含む、重要なＩＴ機能、従業員お

よびその他の関係する第三者によるデータベースおよびＩＴインフラへの
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critical IT functionalities, access to critical IT infrastructure by employees and 
related third parties, and important lega land regulatory obligations; 

• policies on training in respect of controls, particularly for employees in positions 
of high trust or responsibility or involved in high risk activities; 

• a centralised documented inventory of insurer-wide key processes and policies 
and of the controls in place in respect of such processes and policies, that also 
may introduce a hierarchy among the policies; 

Information and communication 

• appropriate controls to provide reasonable assurance over the accuracy and 
completeness of the insurer’s books, records, and accounts and over financial 
consolidation and reporting, including the reporting made to the insurer’s
supervisors; 

• adequate and comprehensive internal financial, operational and compliance 
data, as well as external market information about events and conditions that 
are relevant to decision making. Information should be reliable, timely,
accessible, and provided in a consistent format; 

• information processes that cover all significant activities of the insurer, including 
contingency arrangements; 

• effective channels of communication to ensure that all staff fully understand and 
adhere to the internal controls and their duties and responsibilities and that other 
relevant information is reaching the appropriate personnel; 

• policies regarding escalation procedures; 

Monitoring and review 

• processes for regularly checking that the totality of all controls forms a coherent 

アクセス、ならびに、法令上および規制上の重要な義務を含む、すべての

主要な事業上のプロセスおよび方針に対する適切な統制；

 特に、高い信頼もしくは責任が求められる立場または高リスクの業務に関

与する従業員に対する統制についての研修に関する方針；

 保険会社全体の主なプロセスおよび方針ならびにそのようなプロセスおよ

び方針について整備された統制についての、方針間の序列についても示し

得る集約された一覧表；

情報およびコミュニケーション

 保険会社の帳簿、記録、および財務諸表の正確性、および完全性、ならび

に、保険会社の監督者への報告を含む、財務上の連結および報告への合理

的な保証を提供するための適切な統制；

 社内の財務、オペレーションおよびコンプライアンスに係るデータ、なら

びに意思決定に関係しうる社外の出来事や状況に係る情報。情報は、信頼

でき、鮮度が高く、利用可能で、かつ一貫性ある形で提供されるべきであ

る。

 危機管理対応も含め、保険会社のすべての重要な活動を取り扱う情報処理

手続。

 すべての職員が、内部統制ならびに自身の義務および責任を完全に理解し

遵守すること、ならびに他の関係情報が適切な者に届くこと、を確保する

効果的な伝達経路。

 上申手続に関する方針

監視およびレビュー

 すべての統制が一体として一貫性のあるシステムを形成し、および、本シ
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system and that this system works as intended; fits properly within the overall 
corporate governance structure of the insurer; and provides an element of risk 
control to complement the risk identification, risk assessment, and risk 
management activities of the insurer. As part of such review, individual controls 
are monitored and analysed periodically to determine gaps and improvement 
opportunities with Senior Management taking such measures as are necessary 
to address these; and 

• periodic testing and assessments (carried out by objective parties such as an 
internal or external auditor) to determine the adequacy, completeness and 
effectiveness of the internal controls system and its utility to the Board and
Senior Management for controlling the operations of the insurer. 

Responsibilities of the Board 

8.2.5 The Board should have an overall understanding of the control environment 
across the various entities and businesses, and require Senior Management to 
ensure that for each key business process and policy, and related risks and 
obligations, there is an appropriate control. 

8.2.6 In addition, the Board should ensure there is clear allocation of
responsibilities within the insurer, with appropriate segregation, including in 
respect of the design, documentation, operation, monitoring and testing of internal 
controls. Responsibilities should be properly documented, such as in charters, 
authority tables, governance manuals or other similar governance documents. 

8.2.7 To Board should determine which function or functions report to it or to any 
Board Committees in respect of the internal controls system. 

ステムが目的通りに機能し、保険会社の全体的なコーポーレートガバナン

ス構造に馴染み、保険会社のリスクの認識、リスク評価およびリスク管理

業務を補完するリスク統制要素を提供するよう定例的に確認するためのプ

ロセス。そのようなレビューの一環として、個々の統制は、ギャップおよ

び改善の機会を把握するために定期的に監視および分析され、上級管理職

がそれらに対処するために必要な措置を講じる；および、

 内部統制システムの適切性、完全性および有効性ならびに、保険会社の運

営を統制するにあたって、取締役会および上級管理職にとってのその有用

性を判断するための、（内部または外部の監査人などの客観性のある関係者

により実施される）定期的な検証および評価。

取締役会の責任

8.2.5 取締役会は、様々な法人および事業にわたる統制環境を全体として理解す
べきであり、また、上級管理職に対し、それぞれの主要な事業プロセスおよび方

針、ならびに関連したリスクおよび義務について、適切な統制がなされることを

確保するよう要求すべきである。

8.2.6加えて、取締役会は、内部統制の設計、文書化、運営、監視、および検証を
含むそれぞれの責任を適切に分離し、保険会社内において責任が明確に割り当て

られるよう確保すべきである。責任は、例えば規約、権限表、ガバナンスマニュ

アルまたは、その他類似のガバナンス文書に適切に文書化されるべきである。

8.2.7 取締役会は、内部統制システムについて、いずれの部門が取締役会または
取締役会の委員会に対して報告するかを決定すべきである。
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Reporting 

8.2.8 Reporting on the internal controls system should cover matters such as: 

• the strategy in respect of internal controls (such as responsibilities, target levels 
of compliance to achieve, validations and implementation of remediation plans);

• the stage of development of the internal controls system, including its scope, 
testing activity, and the performance against annual or periodic internal controls 
system goals being pursued; 

• an assessment of how the various business units are performing against internal 
control standards and goals; 

• control deficiencies, weaknesses and failures that have arisen or that have been 
identified (including any identified by the internal or external auditors or the 
supervisor) and the responses thereto (in each case to the extent not already 
covered in other reporting made to the Board); and 

• controls at the appropriate levels so as to be effective, including at the process 
or transactional level. 

Control functions (general) 

8.3 The supervisor requires the insurer to have effective control functions 
with the necessary authority, independence and resources. 

8.3.1 As part of the effective systems of risk management and internal controls, 
insurers have control functions, including for risk management, compliance, 
actuarial matters and internal audit. Control functions add to the governance 
checks and balances of the insurer and provide the necessary assurance to the 

報告

8.2.8 内部統制システムに関する報告は、以下のような項目を取り扱うべきであ
る：

 内部統制についての戦略（例えば、責任、達成すべき遵守の目標レベル、

対応案の確認および実施）；

 内部統制システムの範囲、検証業務、および年間または各期の内部統制シ

ステムの目標に対する達成度を含む、内部統制システムの進展段階；

 保険会社の様々な事業ユニットが内部統制基準および目標に対してどのよ

うに達成しているかについての評価。

 （個々のケースにおいて、取締役会への他の報告でまだ取り扱われていな

い範囲で）発生した、または、認識された（内部もしくは外部の監査人ま

たは監督者によって認識されたあらゆるものも含む）統制の欠如、弱点、

および失敗、ならびに、それへの対応；および

 プロセスレベルまたは取引レベルでの統制を含む、効果的であるための適

切なレベルでの統制；

統制部門（総則）

8.3 監督者は、保険会社に対し、必要な権限、独立性、およびリソースを持つ効
果的な統制部門を有するよう要求する。

8.3.1 リスク管理および内部統制の効果的なシステムの一環として、保険会社
は、リスク管理、コンプライアンス、保険数理上の事項および内部監査のための

ものを含め、統制部門を有する。統制部門は、保険会社のガバナンスの抑制と均

衡を強化し、また、取締役会にとって、監視義務の履行における必要な保証を提



- 112 - 

英文 仮訳

Board in the fulfilment of its oversight duties. 

8.3.2 The existence of control functions does not relieve the Board or Senior 
Management of their respective governance and related responsibilities. 

8.3.3 The control functions should be subject to periodic review either by the 
internal audit function (for control functions other than internal audit) or an 
objective external reviewer. 

Appointment and dismissal of heads of control functions 

8.3.4 The appointment, performance assessment, remuneration, discipline and 
dismissal of the head of control functions should be done with the approval of, or 
after consultation with, the Board or the relevant Board committee. For the head 
of the internal audit function, the appointment, performance assessment, 
remuneration, discipline and dismissal should be done by the Board, its Chair or
the Audit Committee. 

8.3.5 The insurer should notify the supervisor of the reasons for dismissals of 
heads of control functions. 

.Authority and independence of control functions 

8.3.6 The Board should approve the authority and responsibilities of each control 
function to allow each control function to have the authority and independence 
necessary to be effective. 

供する。

8.3.2 統制機能の存在によって、取締役会または上級管理職が、それぞれのガバ
ナンスおよび関連の責任から解放されることはない。

8.3.3 統制部門は、内部監査部門（内部監査以外の統制部門に向けた）または客
観的な外部の評価者どちらかによる定期的なレビューの対象となるべきである。

内部監査部門は、客観的な外部評価者による定期的なレビューの対象とされるべ

きである。

統制部門のトップの任命および解任

8.3.4 統制部門の長の任命、実績評価、報酬、懲戒および解雇は、取締役会また
は取締役会の委員会による承認またはこれらとの協議を経て行われるべきであ

る。内部監査部門長の任命、実績評価、報酬、懲戒および解雇は、取締役会、そ

の議長、または監査委員会によって行われるべきである。

8.3.5 保険会社は、統制部門の長の解雇理由について、監督者に通知すべき
である。

統制部門の権限および独立性

8.3.6 取締役会は、それぞれの統制部門が効果的であるために必要な権限および
独立性を有することを可能にする形の、それぞれの統制部門の権限および責任を

承認すべきである。
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8.3.7 The authority and responsibilities of each control function should be set out 
in writing and made part of, or referred to in, the governance documentation of the 
insurer. The head of each control function should periodically review such 
document and submit suggestions for any changes to Senior Management and 
the Board for approval, where appropriate. 

8.3.8 A control function should be led by a person of appropriate level of authority. 
The head of the control function should not have operational business line 
responsibilities. 

8.3.9 Insurers should organise each control function and its associated reporting 
lines into the insurer’s organisational structure in a manner that enables such 
function to operate and carry out their roles effectively. This includes direct access 
to the Board or the relevant Board committee. 

8.3.10 Notwithstanding the possibility for insurers to combine certain control 
functions, a control function should be sufficiently independent from Senior 
Management and from other functions to allow its staff to: 

• serve as a component of the insurer’s checks and balances; 
• provide an objective perspective on strategies, issues, and potential violations 

related to their areas of responsibility; and 
• implement or oversee the implementation of corrective measures where 

necessary. 

8.3.11 Each control function should avoid conflicts of interest. Where any conflicts 
remain and cannot be resolved with Senior Management, these should be brought 
to the attention of the Board for resolution. 

8.3.7 それぞれの統制部門の権限および責任は、文書において規定されるべきで
あり、保険会社のガバナンス文書の一部を為すか、または、その文書内で言及さ

れるべきである。それぞれの統制部門の長は、そのような文書を定期的にレビュ

ーし、また、変更についての提案を上級管理職および取締役会に、承認を求めて

適宜提出するべきである。

8.3.8 統制部門は、適切なレベルの権限を有する人物によって率いられるべきで
ある。統制部門の長は業務ライン上の責任を有するべきでない。

8.3.9 保険会社は、それぞれの統制部門およびそれに関する報告ラインを、そ
れらの部門が効果的に事業を行いまたその役割を実行することを可能にする方

法で、保険会社の組織構造に組織すべきである。これは、取締役会もしくは取

締役会に関連した委員会に直接アクセスする権利を含む。

8.3.10 保険会社が特定の統制部門を統合する可能性にかかわらず、統制部門は
上級管理職および他部門から十分に独立し、スタッフに対し、以下を可能とす

るべきである。

 保険会社の抑制と均衡の要素としての役目を果たす；

 戦略、問題およびそれぞれの部門の責任の領域に関する潜在的違反につい

ての客観的な見通しを提供する；および、

 必要な場合に是正措置を実行し、またはその実行を監視する。

8.3.11 それぞれの統制部門は、利益相反を避けるべきである。利益相反が残り、
上級管理職のもとで解消できない場合、これらは解決を求めて取締役会に報告さ

れるべきである。
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8.3.12 Each control function should have the authority to communicate on its own 
initiative with any employee and to have unrestricted access to information in any 
business unit that it needs to carry out its responsibilities. The control functions 
should have the right to conduct investigations of possible breaches and to 
request assistance from specialists within the insurer, e.g. legal and internal audit, 
or engage external specialists to perform the task. 

The control functions should be free to report to Senior Management or the Board 
on any irregularities or possible breaches disclosed by its investigations, without 
fear of retaliation or disfavor from management. 

Resources and qualifications of the control functions 

8.3.13 Each control function should have the resources necessary to fulfil its 
responsibilities and achieve the specific goals in its areas of responsibility. This 
includes qualified staff and appropriate IT/management information processes. 
The function should be organized in an appropriate manner to achieve its goals. 

8.3.14 The head of each control function should review regularly the adequacy of 
the function's resources and request adjustments from Senior Management as 
necessary. Where the head of a control function has a major difference of opinion 
with Senior Management on the resources needed, the head of the control 
function should bring the issue to the Board or relevant Board Committee for
resolution. 

8.3.15 Persons who perform control functions should be suitable for their role and 
meet any applicable professional qualifications and standards. Higher 

8.3.12 それぞれの統制部門は、自身が主導して従業員とコミュニケーションす
る権限を有し、および、どの事業ユニットにおいても、職務を遂行する際に必要

とする情報への無制限のアクセスを有するべきである。統制部門は、起き得る違

反につき調査を実施し、保険会社の内部専門家、例えば法務または内部監査の支

援を要請し、もしくは作業を遂行するため係る外部の専門家を利用する権利を有

すべきである。

統制部門は、自らの調査により判明したあらゆる不正および起き得る違反に関

し、経営者からの報復および不遇の恐れなく、上級管理職または取締役会に自由

に報告できるべきである。

統制部門のリソースおよび資質

8.3.13 それぞれの統制部門は、その責任の範囲における自身の責任を果たし、ま
た、具体的な目標を達成する上で必要なリソースを有するべきである。これには、

資質のあるスタッフおよび適切なＩＴまたは管理情報処理手続が含まれる。統制

部門はその目標を達成するのに適した方法で組織されるべきである。

8.3.14 それぞれの統制部門の長は、その部門のリソースの充分性を定例的にレ
ビューし、および、必要に応じて、上級管理職からの調整を要請するべきである。

必要とされるリソースについて上級管理職と意見の大きな相違がみられる場合、

その長は、その問題を、解決のために取締役会または関連する取締役会の委員会

に上程すべきである。

8.3.15 統制部門を担う人物は、役割に適当であり、ならびに、適用されるあらゆ
る専門資質および基準を満たすべきである。それぞれの統制部門の長には、より
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expectations apply to the head of each control function. Persons who perform 
control functions should receive regular training relevant to their role to remain up 
to date on the developments and techniques related to their areas of responsibility.

Board access and reporting by the control functions; Board assessment of control 
functions 

8.3.16 The Board should grant the head of each control function the authority and 
responsibility to report periodically to it or one of its committees. The Board should 
determine the frequency and depth of such reporting so as to permit timely and 
meaningful communication and discussion of material matters. The reporting
should include, among other things: 

• information as to the function’s strategy and longer term goals and the progress 
in achieving these; 

• annual or other periodic operational plans describing shorter term goals and the 
progress in achieving these; and 

• resources (such as personnel, budget, etc.), including an analysis on the 
adequacy of these resources. 

8.3.17 In addition to periodic reporting, the head of each control function should 
have the opportunity to communicate directly and to meet periodically (without the 
presence of management) with the Chair of any relevant Board committee (e.g. 
Audit or Risk Committee) and/or with the Chair of the full Board. The Board should 
periodicallyassess the performance of each control function. This may be doneby 
the full Board, by the Chair of the Board, by the relevant Board committee or by 
the Chair of the relevant Board committee. 

高いものが期待される。統制部門を担う人物は、自身の責任の範囲に関する進展

および技術について常に最新の情報を得ているよう、定例的な研修を受けるべき

である。

統制部門による、取締役会へのアクセスおよび報告；統制部門の取締役会による

評価

8.3.16 取締役会は、それぞれの統制部門の長に対して、定期的に取締役会または
その委員会のうちの一つに報告する権限および責任を与えるべきである。取締役

会は、そのような報告が、時宜にかない有意義な、重要な事項のコミュニケーシ

ョンおよび議論を可能にすることができるよう、十分な頻度および詳細度を決定

すべきである。当該報告には、とりわけ、以下を含むべきである：

 当該部門の戦略および長期の目標、ならびにこれらを達成する際の進捗状

況についての情報

 より短期の目標を説明する年次または他の定期的な運営計画、およびこれ

らを達成する際の進捗状況。および

 （人材、予算などの）リソースで、これらのリソースの充分性に関する分

析を含む。

8.3.17 定期的な報告に加えて、それぞれの統制部門の長は、関連する取締役会
の委員会（例：監査またはリスク委員会）の委員長および／または取締役会全体

の長と直接コミュニケーションをとり、および、（経営陣の立ち会いなしに）定

期的に面会する機会を有するべきである。取締役会は、それぞれの統制部門の実

績を定期的に評価するべきである。これは、取締役会全体、取締役会の長、関係

した委員会または関係した委員会の委員長よって行われる可能性がある。
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Risk management function 

8.4 The supervisor requires the insurer to have an effective risk 
management function capable of assisting the insurer to 
• identify, assess, monitor, mitigate and report on its key risks in a timely 

way; and 
• promote and sustain a sound risk culture. 

8.4.1 A robust risk management function that is well positioned, resourced and 
properly authorised and staffed is an essential element of an effective risk 
management system. Within some insurers, and particularly at larger or more 
complex ones, the risk managemen tunction is typically led by a Chief Risk Officer.

Access and reporting to the Board by the risk management function 

8.4.2 The risk management function should have access and provide written 
reports to the Board as required by the Board, typically on matters such as: 

• an assessment of risk positions and risk exposures and steps being taken to 
manage them; 

• an assessment of changes in the insurer’s risk profile relative to risk appetite; 
• where appropriate, an assessment of pre-defined risk limits; 
• where appropriate, risk management issues resulting from strategic affairs such 

as corporate strategy, mergers and acquisitions and major projects and 
investments; 

• an assessment of risk events and the identification of appropriate remedial 
actions. 

リスク管理部門

8.4  監督者は、保険会社に対し、以下を行う上で保険会社を支援することがで
きる効果的なリスク管理部門を有するよう要求する。

・主要なリスクを時宜にかなった方法で認識、評価、監視、軽減、および、

報告する

・健全なリスク文化を促進、維持する

8.4.1 良く整っており、リソースが整備され、適切に権限が与えられ、および人
材が配置された強固なリスク管理部門は、効果的なリスク管理システムに欠かす

ことのできない要素である。一部の保険会社内、および、特により規模の大きい

またはより複雑な保険会社では、リスク管理部門は、通常、最高リスク管理責任

者に率いられる。

リスク管理部門による、取締役会へのアクセスおよび報告

8.4.2 リスク管理部門は、取締役会の求めに応じて、通常、以下のような事項に
ついて取締役会にアクセスし、および、文書化された報告書を提供するべきであ

る。

 リスク・ポジションおよびリスク・エクスポージャーの評価ならびにそれ

らに対処するために行われるステップ；

 保険会社のリスク選好に関係したリスク・プロファイルにおける変更の評

価；

 適切な場合、あらかじめ定められるリスク限度の評価

 適切な場合、企業戦略、吸収合併、ならびに主要なプロジェクトおよび投

資など、戦略上の関心事から生じるリスク管理についての課題；

 リスク事象の評価および適切な是正措置の認識
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8.4.3 The head of the risk management function should have the authority and 
obligation to inform the Board promptly of any circumstance that may have a 
material effect on the risk management system of the insurer. 

Main activities of the risk management function 

8.4.4 The risk management function should establish, implement and maintain 
appropriate mechanisms and activities including to: 

• assist the Board and Senior Management in carrying out their respective 
responsibilities, including by providing specialist analyses and performing risk 
reviews; 

• identify the individual and aggregated risks (actual, emerging and potential) the 
insurer faces; 

• assess, aggregate, monitor and help manage and otherwise address identified 
risks effectively; this includes assessing the insurer’s capacity to absorb risk 
with due regard to the nature, probability, duration, correlation and potential 
severity of risks; 

• gain and maintain an aggregated view of the risk profile of the insurer both at a 
legal entity and/or group-wide level; 

• establish a forward-looking assessment of the risk profile; 
• evaluate the internal and external risk environment on an on-going basis in order 

to identify and assess potential risks as early as possible. This may include 
looking at risks from different perspectives, such as by territory or by line of
business; 

• consider risks arising from remuneration arrangements and incentive structures;
• conduct regular stress testing and scenario analyses as defined in ICP 16 

8.4.3 リスク管理部門の長は、保険会社のリスク管理システムに重大な影響を与
える可能性がある状況について、取締役会に迅速に通知する権限および義務を有

するべきである。

リスク管理部門の主要業務

8.4.4 リスク管理部門は、以下等の目的のために、適切なメカニズムおよび業務
を確立、実行、および維持するべきである：

 専門家による分析を提供し、および、リスクのレビューを行うことを含め、

取締役会および上級管理職によるそれぞれの責任の履行を支援する；

 保険会社が直面する個別または集約された(現実にある、出現しつつあるお
よび潜在的にある)リスクを認識する；

 認識されたリスクの評価、集約、監視、ならびに管理を手助けし、および

そうでなければ、これに効果的に対処する；これには、リスクの性質、蓋

然性、期間、相関性、および潜在的な重大性を十分に考慮し、リスクを吸

収する保険会社の能力を評価することも含む；

 法人レベルおよびもしくはグループ全体レベルでの保険会社のリスク・プ

ロファイルについて、集約された見解を得る、および、維持する；

 リスク・プロファイルについて、将来を見通した評価を定める

 潜在リスクをできるだけ早い時期に認識および評価するために、継続的に

内部および外部のリスク環境を評価する。これには、例えば分野ごとまた

は事業種目ごとなど、異なる視点からリスクをみることも含まれる可能性

がある；

 報酬の取り決めおよびインセンティブ構造から生じるリスクを考慮する；

 ICP 16「ソルベンシー目的での全社的リスク管理」で定義されるように、
ストレステストおよびシナリオ分析を定例的に行う；
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(Enterprise Risk Management for Solvency Purposes); 
• regularly provide written reports to Senior Management, Key Persons in Control 

Functions and the Board on the insurer's risk profile and details on the risk 
exposures facing the insurer and related mitigation actions as appropriate; 

• document and report material changes affecting the insurer’s risk management 
system to the Board to help ensure that thesystem is maintained and improved; 
and 

• conduct regular self-assessments and implement or monitor the implementation 
of any needed improvements. 

Compliance function 

8.5 The supervisor requires the insurer to have an effective compliance
function capable of assisting the insurer to: 
• meet its legal, regulatory and supervisory obligations; and 
• promote and sustain a compliance culture,  
including through the monitoring of related internal policies. 

8.5.1 The compliance function has a broader role than merely monitoring
compliance with laws and regulations and supervisory requirements; monitoring 
compliance with internal policies and promoting and sustaining a compliance 
culture within the insurer are equally important aspects of this control function. 

8.5.2 Compliance starts at the top. The Board is ultimately responsible for
establishing standards for honesty and integrity throughout the insurer and for 
creating an effective corporate culture that emphasises them. This should include 
a code of conduct or other appropriate mechanism as evidence of the insurer’s 
commitment to comply with all applicable laws, regulations, supervisory

 保険会社のリスク・プロファイル、保険会社が直面するリスク・エクスポ

ージャーの詳細、および関連する軽減措置について、必要に応じて、上級

管理職、統制部門の主要人物、および、取締役会に、文書化された報告書

を定例的に提供する；

 そのシステムが維持かつ改良されるよう確保することを支援するため、保

険会社のリスク管理システムに影響する重大な変更を、文書化し、取締役

会に報告する；ならびに

 定例的な自己評価を行い、ならびに、必要とされる改良があれば実行また

は実行を監視する。

コンプライアンス部門

8.5 監督者は、保険会社に対し、関連する社内規定の監視を通じた支援も含め、
以下を支援することができる効果的なコンプライアンス部門を有することを要

求する。

・法的、規制上および監督上の義務を全うすること；および

・コンプライアンス文化の促進および維持。

8.5.1 コンプライアンス部門が持つ役割は、法および規制ならびに監督上の要件
の遵守を監視するより幅広く、内部方針の遵守ならびに保険会社のコンプライア

ンス文化を維持および促進することも、統制部門が持つ側面として等しく重要で

ある。

8.5.2 コンプライアンスはトップから始まる。取締役会は、保険会社全体の正直
さ、誠実さの基準の確立および、これらを強調する効果的な企業文化の形成に最

終的な責任を有する。これには、保険会社が、すべての適用される法、規制、監

督上の要件、および内部方針に従うこと、および事業を倫理的、責任感を持ち行

うことを約したことの現れである行動規範もしくは他の適切な仕組みが含まれ
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requirements, and internal policies, and conduct its business ethically and 
responsibly. 

8.5.3 As part of this commitment, the insurer has in place a robust and well 
positioned, resourced and properly authorised and staffed compliance function. 
Within some insurers, particularly larger or more complex ones, such a function is 
typically led by a Chief Compliance Officer. 

Board access and reporting of the compliance function 

8.5.4 The compliance function should have access and provide written reports to 
Senior management, key persons in control functions and the Board on matters 
such as: 

• an assessment of the key compliance risks the insurer faces and the steps being 
taken to address them; 

• an assessment of how the various parts of the insurer (e.g. divisions, major 
business units, product areas) are performing against compliance standards 
and goals; 

• any compliance issues involving management or persons in positions of major 
responsibility within the insurer, and the status of any associated investigations 
or other actions being taken; 

• material compliance violations or concerns involving any other person or unit of 
the insurer and the status of any associated investigations or other actions being 
taken; and 

• material fines or other disciplinary actions taken by any regulator or supervisor 
in respect of the insurer or any employee. 

るべきである。

8.5.3 この尽力の一環として、保険会社は、強固かつ良く整えられ、リソースが
整備され、ならびに、適切に権限が与えられおよび人材が配置されたコンプライ

アンス部門を整備する。一部の保険会社のうち、特により規模の大きいまたはよ

り複雑な保険会社では、そのような部門は、通常最高コンプライアンス責任者が

率いる。

コンプライアンス部門の取締役会へのアクセスおよび報告

8.5.4 コンプライアンス部門は、以下のような事項について上級管理職、統制部
門の主要人物および取締役会にアクセスし、および、文書化された報告書を提出

するべきである。

 保険会社が直面するコンプライアンスについての主要なリスクの評価およ

びそれらに対処するために行われるステップ；

 保険会社の様々なパート（例えば部門、主要な事業ユニット、商品分野）が

どのように、コンプライアンス基準および目標を達成しようとしているの

かについての評価；

 保険会社内の管理職または重要な責任を持つ立場の人物に関わるコンプラ

イアンスの問題および、関連の調査またはその他の講じられている措置の

状況；

 保険会社の他の人物またはユニットに関わる、コンプライアンスの重大な

違反または懸念および、関連の調査またはその他の講じられている措置の

状況；および

 保険会社または従業員について、規制者または監督者が講じる多額の罰金

または懲戒処分。
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8.5.5 The head of the compliance function should have the authority and obligation 
to inform promptly the Chair of the Board directly in the event of any major non-
compliance by a member of management or a material non-compliance by the 
insurer with an external obligation if in either case he or she believes that Senior 
Management or other persons in authority at the insurer are not taking the 
necessary corrective actions and a delay would be detrimental to the insurer or its 
policyholders.. 

Main activities of the compliance function 

8.5.6 The compliance function should establish, implement and 
maintainappropriate mechanisms and activities including to: 

• promote and sustain an ethical corporate culture that values responsible conduct 
and compliance with internal and external obligations; this includes 
communicating and holding training on an appropriate code of conduct or similar 
that incorporates the corporate values of the insurer, aims to promote a high
level of professional conduct and sets out the key conduct expectations of 
employees; 

• identify, assess, report on and address key legal and regulatory obligations, 
including obligations to the insurer’s supervisor, and the risks associated 
therewith; such analyses should use risk and other appropriate methodologies;

• ensure the insurer monitors and has appropriate policies, processes and controls 
in respect of key areas of legal, regulatory and ethical obligation; 

• hold regular training on key legal and regulatory obligations particularly for 
employees in positions of high responsibility or who are involved in high risk 
activities; 

8.5.5 コンプライアンス部門の長は、管理職のメンバーによる何らかの重大な不
遵守、または、保険会社による、外部の義務の重大な不遵守がある場合において、

いずれかのケースで保険会社の上級管理職または権限を有する他の人物が必要

な是正措置を講じておらず、その遅れが保険会社またはその保険契約者にとって

有害となると考える場合に、取締役会の長に直接、迅速に通知する権限および義

務を有するべきである。

コンプライアンス部門の主要業務

8.5.6 コンプライアンス部門は、以下等の目的のために、適切なメカニズムおよ
び業務を確立、実行、および維持するべきである：

・ 責任ある行為ならびに内部および外部の義務のコンプライアンスに重きを

置く倫理的な企業文化を促進し、および、維持する；これには保険会社の

企業価値を織り込み、ハイレベルの職業上の行為を促進し、および、従業

員への主要な行為の期待を設定する、適切な行動規範または類似の規範に

関する伝達および研修の実施が含まれる；

・ 保険会社の監督者への義務を含む、主要な法的および規制上の義務、なら

びにそれに付随するリスクを認識し、評価し、それについて報告し、およ

び、それに対処する；そのような分析はリスクおよびその他の適切な方法

論を用いるべきである；

・ 法的、規制上、および倫理上の義務の主要な分野について、保険会社が監

視を行い、ならびに、適切な方針、手続および統制を有するよう確保する；

・ 特に、高い責任を伴う、またはリスクの高い業務に関与する立場にある従

業員に対し、主要な法的および規制上の義務についての定例的な研修を行

う；
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• facilitate the confidential reporting by employees of concerns, shortcomings or 
potential or actual violations in respect of insurer internal policies, legal or 
regulatory obligations, or ethical considerations; this includes ensuring there are
appropriate means for such reporting; 

• address compliance shortcomings and violations, including ensuring that 
adequate disciplinary actions are taken and any necessary reporting to the 
supervisor or other authorities is made; and 

• conduct regular self-assessments of the compliance function and the compliance 
processes and implement or monitor needed improvements. 

Actuarial function 

8.6 The supervisor requires the insurer to have an effective actuarial 
function capable of evaluating and providing advice regarding, at a 
minimum, technical provisions, premium and pricing activities, capital 
adequacy, reinsurance and compliance with related statutory and regulatory
requirements. 

8.6.1 A robust actuarial function that is well positioned, resourced and properly 
authorised and staffed is essential for the proper operation of the insurer. It plays 
a key role as part of the insurer’s overall systems of risk management and internal 
controls. 

Board access and reporting of the actuarial function 

8.6.2 The actuarial function should have access to and periodically report to the 
Board on matters such as: 

・ 従業員による、保険会社の内部方針、法的もしくは規制上の義務、または

倫理上の考慮事項について、懸念事項、欠陥、または潜在的もしくは実際

にあった違反の内密の報告を促進する；これには、そのような報告の手段

があることの確保を含む；

・ 適切な懲戒措置が取られること、および、監督者またはその他の当局への

必要な報告がなされるよう確保することを含め、コンプライアンスの欠陥

および違反に対処する；および

・ コンプライアンス部門およびコンプライアンス手続について定期的な自己

評価を行い、必要とされる改良を実行または監視する。

アクチュアリー部門

8.6 監督者は、保険会社に対し、少なくとも、保険契約準備金、保険料および価
格設定業務、資本充分性、再保険、ならびに関連する法定および規制上の要件の

遵守に関して、評価し、助言を与えることができる効果的なアクチュアリー部門

を設けるよう要求する。

8.6.1 良く整っており、リソースが整備され、ならびに、適切に権限が与えられ、
および人材が配置された強固なアクチュアリー部門は、保険会社の適切な運営に

欠かすことのできないものである。アクチュアリー部門は、保険会社のリスク管

理システム全体および内部統制の一部として、主要な役割を演じる。

アクチュアリー部門の取締役会へのアクセスおよび報告

8.6.2 アクチュアリー部門は、取締役会にアクセスし、および、以下に関する事
項について定期的に報告を行うべきである。
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• any circumstance that may have a material effect on the insurer from an actuarial 
perspective; 

• the adequacy of the technical provisions and other liabilities; 
• distribution of profits to participating policyholders; 
• stress testing and capital adequacy assessment with regard to the prospective 

solvency position of the insurer; and 
• any other matters as determined by the Board. 

8.6.3 Written reports on actuarial evaluations should be made to the Board, Senior 
Management, or other Key Persons in Control Functions or the supervisor as 
necessary or appropriate or as required by legislation. 

Main activities of the actuarial function 

8.6.4 The actuarial function evaluates and provides advice to the insurer on 
matters including: 

• the insurer’s insurance liabilities, including policy provisions and aggregate claim 
liabilities, as well as determination of reserves for financial risks; 

• asset liability management with regards to the adequacy and the sufficiency of 
assets and future revenues to cover the insurer’s obligations to policyholders 
and capital requirements, as well as other obligations or activities; 

• the insurer’s investment policies and the valuation of assets; 
• an insurer’s solvency position, including a calculation of minimum capital 

required for regulatory purposes and liability and loss provisions; 
• an insurer’s prospective solvency position by conducting capital adequacy 

assessments and stress tests under various scenarios, and measuring their 
relative impact on assets, liabilities, and actual and future capital levels; 

・ 保険数理上の観点から、保険会社に重大な影響をもたらす可能性がある状

況

・ 保険契約準備金および他の負債の充分性

・ 有配当契約者への利益の分配

・ 保険会社に想定されるソルベンシー状態に関するストレステストおよび資

本充分性評価

・ 取締役会によって決定される他の事項

8.6.3 アクチュアリーの評価についての文書による報告は、必要に応じまたは適
切性に応じ、もしくは法の求めに応じ、取締役会、上級管理職または統制部門の

他の主要人物もしくは監督者に対してなされるべきである。

アクチュアリー部門の主要業務

8.6.4 アクチュアリー部門は、以下を含む事項について評価を行い、または保険
会社に助言を提供する。

 保険契約準備金および保険金総額を含む保険会社の保険負債および財務リ

スクに対応する積立金の算出；

 保険会社が契約者に対して負う義務の履行ならびに資本要件および他の義

務または活動に対応するための資産および将来の収入の適切性および充分

性についての資産負債管理；

 保険会社の投資方針および資産評価；

 規制上要求される最低資本の算出、負債ならびに信用および損失の準備金

を含む、保険会社のソルベンシー状態；

 様々なシナリオでの資本充分性評価およびストレステストの実施、ならび

に資産、負債、実際および将来の資本レベルに与える影響の測定により想

定される保険会社のソルベンシー状態；
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• risk assessment and management policies and controls relevant to actuarial 
matters or the financial condition of the insurer; 

• the fair treatment of policyholders with regard to distribution of profits awarded 
to participating policyholders; 

• the adequacy and soundness of underwriting policies; 
• the development, pricing and assessment of the adequacy of reinsurance 

arrangements; 
• product development and design, including the terms and conditions of 

insurance contracts and pricing, along with estimation of the capital required to 
underwrite the product; 

• the sufficiency, accuracy and quality of data, the methods and the assumptions 
used in the calculation of technical provisions; 

• the research, development, validation and use of internal models for internal 
actuarial or financial projections, or for solvency purposes as in the ORSA; and

• any other actuarial or financial matters determined by the Board. 

8.6.5 Where required, the actuarial function may also provide to the supervisor
certifications on the adequacy, reasonableness and/or fairness of premiums (or 
the methodology to determine the same) and certifications or statements of 
actuarial opinion. 

8.6.6 The supervisor should clearly define when such certifications or statements
of actuarial opinion need to be submitted to the supervisor. When these are 
required to be submitted, the supervisor should also clearly define both the 
qualifications of those permitted to certify or sign such statements and the 
minimum contents of such an opinion or certification. 

 保険数理上の事項または保険会社の財務状況に関連するリスク評価および

管理の方針および統制；

 有配当契約の契約者に対する利益配当に関する契約者の公正な扱い；

 引受方針の適切性および健全性；

 開発、保険料設定および再保険取決めの適切性；

 保険契約の諸条件および保険料設定を含む、商品開発および設計、ならび

に商品引受にあたり必要な資本の見積もり；

 技術的準備金の算定に用いたデータ、方法および計算基礎の充分性、正確

性および質；

 研究、開発、検証および内部の保険数理または財務予測もしくは ORSAに
おけるソルベンシー目的での内部モデルの使用；および

 取締役会によって決定されたその他の保険数理もしくは財務上の事項。

8.6.5 必要とされる場合、アクチュアリー部門は、保険料（またはそれを算定す
る方法論）の充分性、合理性および／または公正性の証明、ならびに、アクチュ

アリーの意見の証明または声明を、監督者に提供する可能性もある。

8.6.6 監督者は、アクチュアリーの意見のそのような証明または声明が監督者へ
提出される必要がある場合を明確に定義するべきである。これらの提出が必要と

される場合、監督者は、そのような声明を証明する、または署名することが認め

られる人物の資格、およびそのような意見または証明の最低限の内容の双方につ

いても、明確に定義するべきである。
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Appointed actuary 

8.6.7 Some jurisdictions may require an “appointed actuary,” “statutory actuary,” 
or “responsible actuary” (referred to here as an “AppointedActuary”) to perform 
certain functions, such as determining or providing advice on an insurer’s 
compliance with regulatory requirements for certifications or statements of 
actuarial opinion. The tasks and responsibilities of the Appointed Actuary should 
be clearly defined and should not limit or restrict the tasks and responsibilities of 
other individuals performing actuarial functions. 

8.6.8 The insurer should be required to report the Appointed Actuary’s
appointment to the supervisor. 

8.6.9 The Appointed Actuary should not hold positions within or outside of the 
insurer that may create conflicts of interest or compromise his or her 
independence. If the Appointed Actuary is not an employee of the insurer, the 
Board should determine whether the external actuary has any potential conflicts 
of interest, such as if his or her firm also provides auditing or other services to the 
insurer. If any such conflicts exist, the Board should subject them to appropriate
controls or choose another Appointed Actuary. 

8.6.10 If an Appointed Actuary is replaced, the insurer should notify the supervisor 
and give the reasons for the replacement. In some jurisdictions, such a notification 
includes statements from both the insurer and the former Appointed Actuary as to 
whether there were any disagreements with the former Appointed Actuary over 
the content of the actuary’s opinion on matters of risk management, required 
disclosures, scopes, procedures, or data quality, andwhether or not any such 
disagreements were resolved to the former Appointed Actuary’s satisfaction. 

指定保険計理人

8.6.7 一部の管轄区域では、「指定保険計理人」、「法定保険計理人」、「責任保険計
理人」（ここでは「指定保険計理人」とする）に対し、アクチュアリー意見の証明

または声明に際して、これの決定または、その規制上の要件の保険会社による遵

守について助言の提供などの特定の機能を果たすよう要求する可能性がある。指

定保険計理人の任務および責任は明確に定義されるべきであり、また、アクチュ

アリー部門を担う他の個人の任務および責任を限定または制限するべきではな

い。

8.6.8 保険会社は、指定保険計理人の任命について監督者に報告するよう要求さ
れるべきである。

8.6.9 指定保険計理人は、保険会社の内外において、利益相反を生じさせるか、
または、その独立性が脅かされる可能性のある立場につくべきではない。指定保

険計理人が保険会社の従業員でない場合、取締役会は、その外部アクチュアリー

の属する会社が当該保険会社に監査またはその他のサービスも提供しているな

ど、潜在的な利益相反がそのアクチュアリーにあるかどうかを判定するべきであ

る。そのような相反が存在する場合、取締役会は、指定保険計理人を適切な統制

下におくか、もう一人の指定保険計理人を選任すべきである。

8.6.10 指定保険計理人が交代させられる場合、保険会社は、監督者にその旨を通
知し、および指定保険計理人の交代の理由を伝えるべきである。一部の管轄区域

では、そのような通知に、前任の指定保険計理人との間に、リスク管理、求めら

れる開示、範囲、手続、またはデータの品質といった事項に関する指定保険計理

人の意見の内容をめぐって、何らかの不一致があったかどうか、および、そのよ

うな不一致が、前任の指定保険計理人が満足のいく形で解消されたかどうかにつ

いての、保険会社と前任の指定保険計理人からの声明を含む。



- 125 - 

英文 仮訳

8.6.11 In some jurisdictions, the Appointed Actuary also has the obligation to notify 
the supervisor if he or she resigns for reasons connected with his or her duties as 
an Appointed Actuary or with the conduct of the insurer’s business and give the 
reasons for resigning. The Appointed Actuary should also notify the supervisor 
and provide an explanation if his or her appointment is revoked by the insurer. 

8.6.12 The supervisor should have the authority to require an insurer to replace 
an Appointed Actuary when such person fails to adequately perform required 
functions or duties, is subject to conflicts of interest or no longer meets the 
jurisdiction’s eligibility requirements. 

Internal audit function 

8.7 The supervisor requires the insurer to have an effective internal audit
function capable of providing the Board with independent assurance in
respect of the quality and effectiveness of the insurer’s corporate
governance framework. 

8.7.1 One of the oversight roles of the Board is to ensure that the information 
provided by the internal audit function allows the Board to effectively validate the 
effectiveness of the internal control system. 

8.7.2 The internal audit function should provide independent assurance to the 
Board through general and specific audits, reviews, testing and other techniques 
in respect of matters such as: 
• the overall means by which the insurer preserves its assetsand those of 

policyholders, and seeks to prevent fraud,misappropriation or misapplication of 

8.6.11 一部の管轄区域では、指定保険人は、監督者に対し自身の指定保険計理人
としての職務もしくは保険会社の事業行為に関係する理由で辞任したのかにつ

いて通知し、辞任理由を報告する義務を負う。また、指定保険計理人は、自身の

指定が保険会社によって解除された場合には、その旨およびその説明を監督者に

通知するべきである。

8.6.12 監督者は、指定保険計理人が、求められる機能または義務を充分に実行し
ない場合、利益相反の対象となる場合、または、管轄区域の適格性要件をもはや

満たさない場合に、そのような人物を交代させるよう保険会社に要求する権限を

有するべきである。

内部監査部門

8.7 監督者は、保険会社のリスク管理、および内部統制を含む、保険会社のコー
ポレートガバナンスの枠組みの質および有効性に関して独立した保証を取締役

会に提供することができる効果的な内部監査部門を有するよう、保険会社に要求

する。

8.7.1取締役会の監視の役割の一つは、内部監査部門から提供された情報により、
内部統制システムの効果を取締役会が効果的に検証できるよう確保することで

ある。

8.7.2 内部監査部門は、以下等の事項に関する、一般監査および特定監査、レビ
ュー、検証およびその他の手法を通じて、取締役会に独立した保証を提供するべ

きである：

 保険会社が自身の資産および保険契約者の資産を保持し、ならびに、その
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such assets; 
• the reliability, integrity and completeness of the accounting,financial and risk 

reporting information, as well as the capacityand adaptability of IT architecture 
to provide that informationin a timely manner to the Board and Senior 
management; 

• the design and operational effectiveness of the insurer’sindividual controls in 
respect of the above matters, as well asof the totality of such controls (the 
internal controls system); 

• other matters as may be requested by the Board, SeniorManagement, the 
supervisor or the external auditor; and 

• other matters which the internal audit function determinesshould be reviewed to 
fulfil its mission, in accordance with itscharter, terms of reference or other 
documents setting out itsauthority and responsibilities. 

Authority and independence of the internal audit function 

8.7.3 To help ensure objectivity, the internal audit function is independent from 
management and other control functions and is not involved operationally in the 
business. The internal audit function’s ultimate responsibility is to the Board, not 
management. To help ensure independence and objectivity, the internal audit 
function should be free from conditions that threaten its ability to carry out its
responsibilities in an unbiased manner. In carrying out its tasks, the internal audit 
function forms its judgments independently. If necessary, the internal audit 
function should consider the need to supplement its own assessment with third 
party expertise in order to make objective and independent decisions. 

8.7.4 The Board should grant suitable authority to the internal audit function, 
including the authority to: 

ような資産についての不正、横領、または不正使用を防止しようとするた

めの手段の全般；

 取締役会および上級管理職に対する時宜にかなう情報提供のための、ＩＴ

システムの能力および適合力、ならびに会計報告、財務報告およびリスク

報告の情報の信頼性、誠実性および完全性；

 上述の事項に関する保険会社の個々の統制、および、そのような統制の全

体（内部統制システム）の構造および運用上の有効性；

 取締役会、上級管理職、監督者、または外部監査役が要求する可能性のあ

るその他の事項；および

 規約、付託条項、または、その権限および責任を設定するその他文書に則

り、内部監査部門がその任務としてレビューすべきと判断するその他の事

項。

内部監査部門の権限および独立性

8.7.3 客観性の確保を支援するため、内部監査部門は、経営陣およびその他の統
制部門から独立し、また業務上、事業に関与しない。内部監査部門は、最終的に

は、取締役会に対して責任を負っており、経営陣に対して責任を負うのではない。

独立性および客観性の確保を支援するため、内部監査部門は、偏りのない方法で

自身の責任を果たす能力を脅かすような条件から解放されるべきである。その任

務を実行するうえで、内部監査部門は、独立して判断を行う。必要であれば、内

部監査部門は、客観的かつ独立した決定を下すため、第三者の専門的知見により、

自らの評価を補完する必要性を検討すべきである。

8.7.4 取締役会は、内部監査部門に対して、以下の権限を含む適切な権限を付与
するべきである：
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• access and review any records or information of the insurer which the internal 
audit function deems necessary to carry outan audit or other review; 

• undertake on the internal audit function’s initiative a review of any area or any 
function consistent with its mission; 

• require an appropriate management response to an internal audit report, 
including the development of a suitable remediation, mitigation or other follow-
up plan as needed; and 

• decline doing an audit or review, or taking on any other responsibilities requested 
by management, if the internal audit function believes this is inconsistent with 
its mission or with the strategy and audit plan approved by the Board. In any
such case, the internal audit function should inform the Board or the Audit 
Committee and seek their guidance. 

Board access and reporting of the internal audit function 

8.7.5 The head of the internal audit function reports to the Board (or to any 
member who is not part of the management) or to the Audit Committee if one 
exists (or its Chair). In its reporting, the internal audit function should cover matters 
such as: 

• the function’s annual or other periodic audit plan, detailing the proposed areas 
of audit focus, and any significant modifications to the audit plan; 

• any factors that may be adversely affecting the internal audit function’s 
independence, objectivity or effectiveness; 

• material findings from audits or reviews conducted; and 
• the extent of management's compliance with agreed upon corrective or risk 

mitigating measures in response to identified control deficiencies, weaknesses 
or failures, compliance violations or other lapses. 

 監査またはその他のレビューを実行するうえで必要であると内部監査部門

がみなす、保険会社のあらゆる記録または情報へのアクセス、およびレビ

ュー；

 内部監査部門の主導で、あらゆる分野またはあらゆる機能の、任務と一貫

性をもたせたレビューを実施すること；

 必要に応じて的確な改善、軽減、またはその他補完的な計画の作成を含む、

内部監査報告書に対する適切な経営上の対応を要求すること；および

 内部監査部門が、自身の任務または、取締役会によって承認された戦略お

よび監査計画との整合性がないと考える場合に、監査もしくはレビューの

実施、または管理職が要求するあらゆる責任の引受を断ること。そのよう

な場合には、内部監査部門は、取締役会または監査委員会に通知し、指示

を仰ぐべきである。

内部監査部門の取締役会へのアクセスおよび報告

8.7.5 内部監査部門の長は、取締役会（もしくは経営陣の一員ではないメンバー
のだれか）または監査委員会が存在すれば監査委員会（もしくはその委員長）に

報告する。その報告においては、内部監査部門は、以下のような事項を取り扱う

べきである：

 監査の重点分野案を詳述した、その部門の、年次または他の定期的な監査

計画および監査計画に対する重大な修正

 内部監査部門の独立性、客観性、または有効性に悪影響を与える可能性の

ある、あらゆる要素；

 実施した監査またはレビューにより判明した重大な結果；ならびに

 認識された、統制の欠陥、脆弱性、もしくは欠如、コンプライアンス違反、

またはその他の過失への対応として、合意された是正措置またはリスク軽

減措置の経営陣による遵守の程度。
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8.7.6 In addition to periodic reporting, the head of internal audit should be
authorised to communicate directly, and meet periodically, with the head of the 
Audit Committee or the Chair of the Board without management present. 

Main activities of the internal audit function 

8.7.7 The audit function should carry out such activities as are needed to fulfil its 
responsibilities. These activities include: 

• establishing, implementing and maintaining a risk-based audit plan to examine 
and evaluate alignment of the insurer's processes with their risk culture; 

• monitoring and evaluating the adequacy and effectiveness of the insurer’s 
policies and processes and the documentation and controls in respect of these, 
on a legal entity and group-wide basis and on an individual subsidiary, business 
unit, business area, department or other organisational unit basis; 

• reviewing levels of compliance by employees, organizational units and third 
parties with laws, regulations and supervisory requirements, established 
policies, processes and controls, including those involving reporting; 

• evaluating the reliability, integrity and effectiveness ofmanagement information 
processes and the means used to identify, measure, classify and report such 
information; 

• monitoring that identified risks are effectively addressed by the internal control 
system; 

• evaluating the means of safeguarding insurer and policyholder assets and, as 
appropriate, verifying the existence of such assets and the required level of 
segregation in respect of insurer and policyholder assets; 

• monitoring and evaluating the effectiveness of the insurer's control functions, 

8.7.6 定期報告に加えて、内部監査の長は、監査委員会の委員長または取締役会
の長に、経営陣の立ち会いなしに、直接コミュニケーションをとり、および、定

期的に面会することが認められるべきである。

内部監査部門の主要業務

8.7.7 監査部門は、自身の責任を果たすうえで必要とされるそのような業務を行
う。これらの業務には、以下が含まれる：

 保険会社のプロセスとリスク文化との整合性を確認または評価するため

の、リスク・ベースの監査計画を定め、実行し、および維持すること；

 保険会社の方針およびプロセス、ならびにその文書化および統制の妥当性

および有効性を、法人およびグループ全体のベース、ならびに個々の子会

社、事業ユニット、事業分野、部門、またはその他組織ユニットのベース

で、監視、および、評価すること；

 従業員、組織ユニットおよび第三者による、法、規制および監督上の要件、

定められた方針、プロセス、ならびに統制（報告に関係するものを含む）

への遵守レベルをレビューすること；

 経営への情報連携の手順、ならびにそのような情報の認識、測定、分類、

および報告に用いられる手段の信頼性、完全性および有効性を評価するこ

と；

 認識されたリスクが内部統制のシステムによって効果的に対処されるよう

監視すること；

 保険会社および保険契約者の資産を保護する手段、ならびに、適切に、そ

のような資産の存在を検証する手段、ならびに保険会社および保険契約者

の資産に関して必要とされるレベルの分離を評価する；

 その保険会社の統制部門、とりわけリスク管理およびコンプライアンス部
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particularly the risk management and compliance function; and 
• coordinating with the external auditors and, to the extent requested by the Board 

and consistent with applicable law, evaluating the quality of performance of the 
external auditors. 

8.7.8 In carrying out the above tasks, the internal audit function should ensure all 
material areas of risk and obligation of the insurer are subject to appropriate audit 
or review over a reasonable period of time. Among these areas are those dealing 
with: 
• market, underwriting, credit, liquidity, operational, conduct of business, as well 

as reputational issues derived from exposure to those risks; 

• accounting and financial policies and whether the associated records are 
complete and accurate; 

• extent of compliance by the insurer with applicable laws, regulations, rules and 
directives from all relevant jurisdictions; 

• intra-group transactions, including intra-group risk transfer and internal pricing; 
• adherence by the insurer to the insurer’s remuneration policy; 
• the reliability and timeliness of escalation and reporting processes, including 

whether there are confidential means for employees to report concerns or 
violations and whether these are properly communicated, offer the reporting 
employee protection from retaliation, and result in appropriate follow up; and 

• the extent to which any non-compliance with internal policies or external legal or 
regulatory obligations is documented and appropriate corrective or disciplinary 
measures are taken including in respect of individual employees involved. 

8.7.9 Subject to applicable laws on record retention, the internal audit function 
should keep records of all areas and issues reviewed so as to provide evidence 

門の有効性を監視し、および、評価すること；および

 外部監査人と連携し、ならびに、取締役会から要請され、および、適用法

と整合する範囲において、外部監査人の実績の質を評価すること。

8.7.8 上記の任務を実行するうえで、内部監査部門は、保険会社のリスクおよび
義務の全重要分野が合理的な期間にわたり、適切な監査またはレビューを受け

るよう確保するべきである。これらの分野には、以下に対応するものがある：

 市場、引受、信用、流動性、業務、事業行為、および同じくそうしたリス

クへのエクスポージャーから派生した風評問題；

 会計および財務の方針、ならびに、関連する記録が完全かつ正確であるか

どうか；

 適用法、規則、ルール、および全関連管轄区域からの指示を、保険会社が

遵守している程度；

 グループ内のリスク移転および内部での保険料設定を含む、グループ内取

引；

 保険会社による、その報酬方針の遵守；

 従業員が、懸念または違反を報告する内密の手段の有無、ならびに、これ

らが適切に伝達され、報告をする従業員が報復から保護され、および、結

果として適切なフォローアップがもたらされるかどうかを含む、上申手続

および報告手続の信頼性および適時性；ならびに

 内部の方針もしくは外部の法的または規制上の義務の不遵守が文書化され

る程度、および個々の関連従業員について、適切な是正または懲戒措置が

とられる程度。

8.7.9 記録保持についての適用法に従い、内部監査部門は、レビューされた分野
および問題のすべてについて長期にわたり証拠を提出できるよう、記録を残すべ
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of these activities over time. 

Outsourcing of material activities or functions 

8.8 The supervisor requires the insurer to retain at least the same degree of
oversight of, and accountability for, any outsourced material activity or
function (such as a control function) as applies to non-outsourced activities 
or functions. 

8.8.1 Outsourcing, should not materially increase risk to the insurer or materially 
adversely affect the insurer’s ability to manage its risks and meet its legal and 
regulatory obligations. 

8.8.2 The Board and Senior Management remain responsible in respect of 
functions or activities that are outsourced. 

8.8.3 The supervisor should require the Board to have review and approval 
processes for outsourcing of any material activity or function and to verify, before 
approving, that there was an appropriate assessment of the risks, as well as an 
assessment of the ability of the insurer’s risk management and internal controls to
manage them effectively in respect of business continuity. The assessment should 
take into account to what extent the insurer’s risk profile and business continuity 
could be affected by the outsourcing arrangement. 

8.8.4 The supervisor should require insurers which outsource any material activity 
or function to have in place an appropriate policy for this purpose, setting out the 
internal review and approvals required and providing guidance on the contractual 
and other risk issues to consider. This includes considering limits on the overall 

きである。

重要な業務または機能の外部委託

8.8 監督者は、保険会社に対して、外部委託されるあらゆる重要な業務または部
門（統制機能など）について、少なくとも外部委託されない業務または部門に対

するのと同程度の監視および責任を維持するよう、要求する。

8.8.1 外部委託は、当該会社のリスクを大幅に増加すべきでないし、または、自
社のリスクを管理し、および、その法的および規制上の義務を満たす当該保険会

社の能力に大きな悪影響を及ぼすべきでない。

8.8.2 取締役会および上級管理職は、外部委託される部門または業務について、
引き続き責任を有する。

8.8.3 監督者は取締役会に対して、あらゆる重要な業務または機能の外部委託を
評価および承認するプロセスを持ち、ならびに承認の前に、リスクにつき適切な

評価が行われ、また、保険会社のリスク管理および事業継続性の面からリスクを

効果的に管理する内部統制の能力の評価が行われることの検証を要求すべきで

ある。その評価は、外部委託の取り決めによって、リスクプロファイルおよび事

業継続性がどの程度影響を受けるかを考慮に入れるべきである。

8.8.4 監督者は、重要な業務または機能を外部委託する保険会社に対し、必要と
される内部のレビューおよび承認を定め、ならびに、検討すべき契約上およびそ

の他のリスク問題についてのガイダンスを提供する、重要な業務または機能の外

部委託に関する適切な方針を整備するよう要求するべきである。これには、保険
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level of outsourced activities at the insurer and on the number of activities that can 
be outsourced to the same service provider. Because of the particularly important 
role that control activities and control functions play in an insurer’s corporate 
governance framework, the supervisor should consider issuing additional 
requirements for their outsourcing or dedicating more supervisory attention to any 
such outsourcing. 

8.8.5 Outsourcing relationships should be governed by written contracts that 
clearly describe all material aspects of the outsourcing arrangement, including the 
rights, responsibilities and expectationsof all parties. When entering into or varying 
an outsourcing arrangement, the Board and Senior Management should consider,
among other things: 

• how the insurer’s risk profile and business continuity will be affected by the 
outsourcing; 

• the service provider’s governance, risk management and internal controls and 
its ability to comply with applicable laws and with regulations; 

• the service providers’ service capability and financial viability;and 
• succession issues to ensure a smooth transition when ending or varying an 

outsourcing arrangement. 

8.8.6 In choosing an outsourcing provider, the Board or Senior Management 
should be required to satisfy themselves as to the expertise, knowledge and skills 
of such provider. 

8.8.7 Outsourcing arrangements should be subject to periodic reviews. Periodic 
reports should be made to management and the Board. 

会社において外部委託される業務の全体レベルおよび同一のサービス提供者に

外部委託されうる業務数に制限を設けることの検討が含まれる。保険会社のコー

ポレート・ガバナンス枠組み内において統制業務および統制部門が特に重要な役

割を担うことから、監督者は、外部委託についての追加要件を策定すること、ま

たはより多くの監督上の注意をそのようなあらゆる外部委託に向けることを検

討するべきである。

8.8.5 外部委託関係は、全当事者の権利、責任および期待を含む、外部委託取決
めの重要な側面をすべて明確に記述する書面による契約によって、管理されるべ

きである。外部委託取決めを締結または変更する際、取締役会および上級管理職

は、特に、以下を考慮するべきである：

 保険会社のリスク・プロファイルおよび事業継続性が、外部委託によって

どのような影響を受けるか；

 サービス提供者のガバナンス、リスク管理および内部統制ならびに適用法

および規則を遵守する能力；

 サービス提供者の、サービス能力および財務的存続可能性；

 外部委託取決めの終了または変更時において、スムーズな移行を確保する

ための承継の問題。

8.8.6 取締役会または上級管理職は、外部委託の受託者を選定する際に、そのよ
うな提供者の専門性、知識およびスキルに納得しているよう、要求されるべきで

ある。

8.8.7 外部委託取決めは、定期的なレビューを受けるべきである。経営陣および
取締役会に対して、定期的な報告がなされるべきである。
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ICP 9 Supervisory Review and Reporting 
12

The supervisor takes a risk-based approach to supervision that uses both 
off-site monitoring and on-site inspections to examine the business of 
each insurer, evaluate its condition, risk profile and conduct, the quality 
and effectiveness of its corporate governance and its compliance with 
relevant legislation and supervisory requirements. The supervisor 
obtains the necessary information to conduct effective supervision of 
insurers and evaluate the insurance market.

Introductory Guidance  

9.0.1 This Insurance Core Principle and its standards and guidance deal with off-
site monitoring and on-site inspections (collectively referred to as “supervisory 
review”) and the reporting to the supervisor by the insurer as required for the 
supervisory process. It should be noted that certain aspects of supervisory review 
and reporting are dealt with in other ICPs with respect to those ICPs’ specific areas 
of focus.  

9.0.2 In applying this principle and these standards, it should be taken into account 
that, in some jurisdictions, responsibility is shared between more than one 
authority. Where this is the case, not all elements of the standards and guidance 
are necessarily applicable in full to each authority, although they apply in full to 
the jurisdiction as a whole. Relevant authorities within a jurisdiction should 
cooperate with each other in the application of this ICP to ensure an understanding 
of all risks that might be relevant to supervisory review and reporting. This is 

ICP 9 監督上のレビューおよび報告12

監督者は、各保険会社の事業を調査し、当該会社の状況、リスク・プロファ

イルおよび行為、コーポレート・ガバナンスの資質と有効性、ならびに当該

会社の関係法令および監督上の要件への遵守を評価するために、オフサイ

ト・モニタリングおよび立入検査の両方を使うリスクベースの監督アプロー

チを行う。監督者は、保険会社の効果的な監督を行い、および保険市場を評

価するために必要な情報を取得する。

導入指針

9.0.1 本保険コアプリンシプルならびにその基準および指針は、オフサイト・モ
ニタリングおよび立入検査（集合的に、「監督上のレビュー」という）ならびに監

督上のプロセスにおいて要求される保険会社による監督者への報告について取

扱う。監督上のレビューおよび報告の特定の側面については、ICPの具体的な分
野に関する他の ICPsにおいて取扱われている点に留意すべきである。

9.0.2 本原則およびこれらの基準を適用する際には、複数の当局の間で責任が分
担される管轄区域があることが考慮されるべきである。そのような場合、基準お

よび指針の全ての要素が管轄区域全体でみると全て適用される一方で、それらが

各当局それぞれにおいて必ずしも全て適用されるわけではない。管轄区域におい

て関連する当局は本 ICPsの適用に際して、監督上のレビューおよび報告に関連
するかもしれない全てのリスクの把握を確保するために、お互いに協力すべきで

ある。これは、健全性監督、および事業行為の監督が別々の監督者に割り当てら

12 The ICP 9 Supervisory Review and Reporting was revised in 2011-2012 and adopted at the IAIS Annual General Meeting on 12 October 2012.
ICP9「監督上のレビューおよび報告」は、2011年－2012年に改訂され、2012年 10月 12日に開催された年次総会において採択された。
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particularly important where prudential and conduct of business supervision is 
allocated to separate supervisors, taking into consideration that the intensity and 
focus of supervision may be different, even when within the same authority.13

9.0.3 This ICP and these standards apply to the supervision of insurers at the legal 
entity and the insurance group level, including branches.14 In applying this ICP, its 
standards and guidance material, the supervisor takes into account the nature, 
scale and complexity of the insurer, and confidentiality requirements.15

Supervisory powers  

9.1 The supervisor has the necessary legal authority, powers and resources 
to perform off-site monitoring and conduct on-site inspections of insurers, 
including monitoring and inspecting services and activities outsourced by 
the insurer.16The supervisor also has the power to require insurers to submit 
information necessary for supervision. 

9.1.1 The supervisor should ensure that adequate resources are allocated to 
supervisory review and reporting, to enable it to carry out a comprehensive 
assessment of the insurer, taking into account its nature, scale and complexity.  

れる場合に、同じ当局内であっても監督の強度および焦点が異なる可能性がある

ことも考慮して、特に重要である13。

9.0.3本 ICPおよびこれらの基準は、支店を含め、法人および保険グループのレ
ベルで保険会社の監督に適用される14。本 ICP、その基準および指針資料を適用
する場合、監督者は、保険会社の性質、規模および複雑性、ならびに守秘義務要

件を考慮する15。

監督上の権限

9.1 監督者は、保険会社が外部委託したサービスおよび業務のモニタリングお
よび検査を含め、保険会社のオフサイト・モニタリングを実施し、および保険会

社の立入検査を実施するために、必要な法的権限、権力およびリソースを有する。
16また、監督者は、監督に必要な情報を提出するよう保険会社に要求する権限を

有する。

9.1.1 監督者は、保険会社の性質、規模および複雑性を考慮した上で、当該保険
会社の包括的な評価が行われることを可能とするため、監督上のレビューおよび

報告に適切なリソースが割り当てられることを確保すべきである。

13 Refer to paragraph 10 of the Introduction to the ICPs.   
   ICPsの「はじめに」のパラグラフ 10を参照。
14 Refer to paragraphs 13 – 15 of the Introduction to the ICPs.   
   ICPsの「はじめに」のパラグラフ 13-15を参照。
15 Refer to ICP 2 Supervisor and ICP 3 Information Exchange and Confidentiality Requirements.  
   ICP 2「監督者」および ICP 3「情報交換および守秘義務要件」を参照。
16 For information on the powers required of the supervisor in general, see ICP 1 Objectives, Powers and Responsibilities of the Supervisor and ICP 2 Supervisor.   
一般に監督者に要求される権限に関する情報については、ICP 1「監督者の目的、権限および責任」、および ICP 2「監督者」を参照。
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9.1.2 Services or activities that are outsourced by the insurer should be subject to 
the same level of supervisory review and reporting as the services or activities 
that are not outsourced and are performed by the insurer itself. The supervisor 
can do this through the insurer itself but should also have the ability to obtain 
information from, and conduct on-site inspections of, entities engaged in providing 
outsourced services or activities to the insurer, where necessary.  

9.1.3 Agreements between the insurer and entities providing the outsourced 
activities or services should be drawn up in such a way that the supervisor’s ability 
to conduct its supervisory activities is not restricted.  

9.1.4 In those cases where the supervisor does not have direct supervisory 
powers over certain entities within the group – including non-regulated entities – 
the supervisor should have the power to apply an indirect approach, through the 
entities that it supervises in its jurisdiction, to achieve its supervisory objectives.17

Framework for supervisory review and reporting  

9.2 The supervisor has a documented framework for supervisory review and 
reporting which takes into account the nature, scale and complexity of 
insurers. The framework encompasses a supervisory plan18 that sets 
priorities and determines the appropriate depth and level of off-site 
monitoring and on-site inspection activity. 

9.1.2 保険会社が外部委託したサービスおよび業務は、外部委託されずに保険会
社自身により実施されるサービスまたは業務と同じ水準の監督上のレビューお

よび報告の対象とすべきである。監督者は、これを、保険会社自身を通じて行う

ことができるが、必要な場合には、保険会社に対する外部委託サービスまたは業

務の提供に携わる事業体から情報を入手し、かつ当該事業体に立入検査を行う権

限を有するべきである。

9.1.3 保険会社と外部委託業務またはサービスを提供する事業体間の契約は、監
督活動を行う監督者の能力が制限されない形で作成されるべきである。

9.1.4 監督者が、非規制事業体を含む、グループ内の特定の事業体に対して直接
の監督権限を有しない場合、監督上の目的を達成するために、監督者は、当該管

轄区域において監督する事業体を通じた、間接的なアプローチを適用する権限を

有するべきである17。

監督上のレビューおよび報告の枠組み

9.2 監督者は、保険会社の性質、規模および複雑性を考慮に入れた、監督上の
レビューおよび報告のための文書化された枠組みを有する。当該枠組みには、優

先度を設定し、かつオフサイト・モニタリングおよび立入検査活動の適切な詳細

度（depth）とレベルを決定する監督計画18を含める。

17 For additional information, see Guidance Paper on the Treatment of Non-regulated Entities in Group-wide Supervision, of 12 April 2010.  
追加の情報については、2010年４月 12日付の「グループ全体の監督における非規制事業体の取扱いに関する指針」を参照。

18 A Supervisory Plan is a tool for supervisors to determine the frequency, scope and depth of supervisory review. It could be generic (e.g. addressing categories or groups of insurers) or specific (addressing individual 
insurers). 

  監督計画は、監督上のレビューの頻度、範囲および詳細度を決定するための監督者用のツールである。監督計画は、総体的（例えば、保険会社の種類または保険グループを取扱う）、または具体的（個別の保険会社

を取扱う）なものとなりうる。 
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9.2.1 The supervisor should establish both qualitative and quantitative methods 
for assessing insurers, in a consistent manner and on an on-going basis. The 
supervisor should develop monitoring tools to identify potential risks within or 
affecting the insurer in a timely manner.  

9.2.2 As an overall objective of the framework is to assess the insurer’s current 
and prospective solvency, other risks and its treatment of customers, the 
supervisor should compare the risk profile of the insurer with its risk-carrying 
capacity and seek to detect any issues that may adversely affect the insurer's 
capacity to meet its obligations towards policyholders in the long term. The 
supervisor will also need to evaluate: 

• the assets and liabilities (including off-balance sheet commitments);  
• the technical operations (e.g. actuarial methods, underwriting policy, 

reinsurance policy);  
• the treatment of customers and whether any activities being engaged in are 

not fair, lawful or proper;  
• the accounting and internal control systems;  
• the insurer’s compliance with supervisory requirements;  
• the corporate culture and the effectiveness of the insurer’s corporate 

governance and risk management; and  
• the insurer's organisation and any implications of belonging to a group.  

9.2.3 The framework should include an assessment of the potential impact that an 
insurer’s failure would have on its policyholders, the insurance market, and the 
financial markets as a whole.  

9.2.4 The framework should promote pro-active and early intervention by the 

9.2.1 監督者は、整合的な方法で、かつ継続ベースで、保険会社を評価するため
の定性的および定量的双方の手法を確立すべきである。監督者は、保険会社内の、

または保険会社に影響を与える潜在的なリスクをタイムリーに認識するための

モニタリングツールを開発すべきである。

9.2.2当該枠組みの全体的な目的は、保険会社の現在および将来のソルベンシー、
他のリスク、ならびに保険会社の顧客の取扱いを評価することであるため、監督

者は、保険会社のリスク・プロファイルとそのリスク負担能力とを比較し、長期

にわたる保険契約者への債務を履行するための保険会社の能力に悪影響を及ぼ

すかもしれないあらゆる問題を発見するよう努めるべきである。監督者は、以下

を評価することも必要となる：       

 資産および負債（オフバランスシートのコミットメントを含む）

 専門的な運営（例．保険数理上の方式、販売方針、再保険方針）

 顧客の取扱い、および携わっている業務が不公平、不法または不当かどう

か

 会計システムおよび内部統制システム

 監督上の要件についての保険会社の遵守状況

 企業文化、ならびに保険会社のコーポレート・ガバナンスおよびリスク管

理の有効性、ならびに

 保険会社の組織、および当該保険会社がグループに所属していることによ

る影響

9.2.3 本枠組みには、保険会社の破綻がその保険契約者、保険市場および金融市
場全体に及ぼすことになる潜在的影響の評価を含めるべきである。

9.2.4 当該枠組みは、リスクを軽減し、および/または、現在もしくは今後の問題
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supervisor, in order to enable the insurer to take appropriate action to mitigate 
risks and/or minimise current or future problems.  

9.2.5 The supervisor should have documented procedures and/or guidelines to 
ensure that appropriate supervisory review procedures are being consistently and 
regularly performed. Such procedures should allow for the appropriate level or 
depth of review commensurate with the nature, scale and complexity of the 
insurer.  

9.2.6 In order to evaluate existing and prospective risks, the supervisor should 
review the insurer’s business plans and strategy. This review should include the 
insurer’s approach to its legal and regulatory obligations, its distribution model and 
its proposals for dealing with specific areas of risk.  

9.2.7 In establishing a supervisory plan the supervisor should assess and 
determine the key areas of risk to which insurers are exposed or risks which 
insurers may pose, using its judgement and the information, methodologies and 
tools at its disposal. The supervisory plan may include matters such as frequency, 
scope and depth of off-site monitoring and on-site inspections and priority and 
scope of assessments.  

9.2.8 The framework uses the input from various sources, such as off-site 
monitoring and on-site inspections, market analyses, internal models, insurers' 
own risk and solvency assessments (ORSA)19, horizontal reviews, previous risk 
and conduct assessments, and information gathered as a result of supervisory 

を最小化するために、保険会社が適切な措置を講じることを可能にするために、

監督者による積極的かつ早期の介入を促進するべきである。

9.2.5 監督者は、適切な監督上のレビューの手続きが整合的かつ定期的に実行さ
れていることを確保するための文書化された手続きおよび/またはガイドライン
を有するべきである。そのような手続きは、保険会社の性質、規模および複雑性

に相応しい、適切な水準または深さのレビューを可能とすべきである。

9.2.6 既存のおよび将来のリスクを評価するために、監督者は、保険会社の事業
計画および戦略をレビューすべきである。本レビューには、保険会社の法令上お

よび規制上の義務に対するアプローチ、その販売モデル、ならびに具体的なリス

ク分野を取扱う提案を含めるべきである。

9.2.7 監督計画の策定に際し、監督者は保険会社がさらされているリスク、また
は保険会社がもたらす可能性のあるリスクの主要な分野について、自身の判断、

および監督者が自由に使うことができる情報、方法およびツールを利用すること

により、評価および判断すべきである。監督計画には、オフサイト・モニタリン

グおよび立入検査の頻度、範囲および詳細度（depth）、ならびに評価の優先度お
よび範囲などが含まれる可能性がある。

9.2.8 この枠組みでは、オフサイト・モニタリングおよび立入検査、市場分析、
内部モデル、保険会社の自社リスク・ソルベンシー評価(ORSA)19、横断的なレビ

ュー、以前のリスクおよび行為の評価を含む様々な情報源からのインプット、な

らびに監督上の報告要件の結果として収集された情報を利用する。監督者は、オ

19 Own Risk and Solvency Assessments, see ICP 8, Guidance 8.5.5 and ICP 16, Standards 16.11 to 16.16.   
自社リスク・ソルベンシー評価は、ICP 8、指針 8.5.5および ICP 16、基準 16.11から 16.16を参照。
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reporting requirements. The supervisor should use the information from these as 
input in establishing the scope and frequency of off-site monitoring and on-site 
inspections.  

9.2.9 The supervisor should be able to process data in a timely and effective way. 
The supervisor should also have processes and procedures to collect and store 
reported data in an electronic format.  

9.2.10 The framework should enable the supervisor to analyse trends and 
compare risk assessments including against any stress test outcomes. The 
supervisor should assess the quality of the outcomes of the insurer’s enterprise 
risk management framework for the identification and quantification of risks, and 
evaluate whether business lines or practices/processes show outcomes that 
support this assessment.  

9.2.11 The framework should enable on-site inspection and off-site monitoring 
activities to be coordinated. Accordingly, the results of these activities should be 
documented and accessible to all involved staff within the supervisor.  

9.2.12 The framework should include sufficiently comprehensive and regular 
communication between the supervisor and insurers to achieve the supervisory 
objectives. This communication involves senior levels and specialised areas 
within both the supervisor and insurers, and may include contact with non-
regulated and parent entities.  

9.2.13 The framework for supervisory review by the group-wide supervisor should 
cover all entities identified within the scope of the group, with reference to ICP 23 
Group-wide Supervision. The framework should include appropriate tools for 

フサイト・モニタリングおよび立入検査の範囲および頻度の設定の際に、これら

から得られる情報をインプットとして用いるべきである。

9.2.9 監督者は、タイムリー、および効果的な方法で、データを処理することが
できるべきである。監督者は報告されたデータを、電子的様式で収集かつ蓄積す

るためのプロセスおよび手続きも有するべきである。

9.2.10 当該枠組みは、監督者が傾向を分析し、および、リスク評価をあらゆるス
トレステストの結果を含めたものと比較できるようにすべきである。監督者は、

リスクの認識および定量化のための保険会社の全社的リスク管理の枠組みの結

果の質を評価し、かつ、事業種目または実務/プロセスが本評価を裏付ける結果を
示しているかどうかを評価すべきである。

9.2.11 当該枠組みは、立入検査とオフサイト・モニタリングの活動が調整できる
ようにするべきである。したがって、これらの活動の結果は、文書化され、監督

者の範囲内の全ての関与するスタッフに対してアクセス可能となるべきである。

9.2.12 本枠組みは、監督上の目的を達成するために、監督者と保険会社の間の十
分に包括的かつ定期的なコミュニケーションを含むべきである。このコミュニケ

ーションには、監督者および保険会社双方の上級レベルおよび専門分野を含み、

かつ非規制および親事業体との接触を含む可能性がある。

9.2.13グループ全体の監督者による監督上のレビューの枠組みは、ICP23「グル
ープ全体の監督」を参照し、グループの範囲内で認識された全ての事業体を網羅

すべきである。本枠組みは、全ての関連する事業体への監督上のレビューおよび
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supervisory review and reporting for all relevant entities.  

9.3 The supervisor has a mechanism to check periodically that its 
supervisory framework pays due attention to the evolving nature, scale and 
complexity of risks which may be posed by insurers and of risks to which 
insurers may be exposed. 

9.3.1 The supervisory process is a dynamic one that takes a risk-based approach 
and includes:  

• analysis of reported and other relevant information;  
• developing and executing the supervisory plan;  
•feedback;  
•intervention, including any preventive/corrective action, where necessary; and 
• follow-up (including setting the intensity of assessment and up-dating the 

supervisory plan). 

9.3.2 Individual supervisory staff should confer regularly with colleagues to ensure 
that all relevant information is being appropriately assessed and analysed, and to 
facilitate the identification of potential new risks or emerging market trends.  

9.3.3 The supervisory processes and plans should be suitably flexible to enable 
them to adapt easily to domestic and global developments in, for example, 
legislation, the financial markets, and international standards.  

Supervisory reporting  

9.4 The Supervisor: 
• establishes documented requirements for the submission of regular 

報告のための適切なツールを含むべきである。

9.3 監督者は、自身の監督上の枠組みが、保険会社がもたらす可能性のあるリ
スク、および保険会社がさらされる可能性のあるリスクの変化する性質、規模お

よび複雑性に十分留意していることを定期的に確認するためのメカニズムを有

する。

9.3.1 監督上のプロセスは、リスク・ベースのアプローチを採り、以下を含む動
的なものである：

 報告された、および他の関連情報の分析

 監督上の計画の開発および実施

 フィードバック

 必要に応じて、あらゆる予防/是正措置を含む介入、ならびに
 フォロー・アップ（評価の厳密度の設定および監督計画の更新を含む）

9.3.2 個々の監督上のスタッフは、全ての関連情報が適切に評価および分析され、
かつ、潜在的な新たなリスク、または新興市場の動向の認識を容易にすることを

確保するために、定期的に同僚と協議すべきである。

9.3.3 監督上のプロセスおよび計画は、監督者が、各国および国際的な進展、例
えば法令、金融市場および国際基準における進展に容易に適合できるように、適

度に柔軟性があるべきである。

監督上の報告

9.4 監督者は：
 当該管轄区域で免許を付与された全ての保険会社が、定期的な定性的およ
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qualitative and quantitative information on a timely basis from all 
insurers licensed in its jurisdiction; 

• defines the scope, content and frequency of those reports and 
information; 

• requires more frequent and/or more detailed additional information on a 
timely basis whenever there is a need; 

• sets out the relevant principles and norms for supervisory reporting, in 
particular the accounting standards to be used; 

• requires that inaccurate reporting is corrected as soon as possible; and 
• requires that an external audit opinion is provided on annual financial 

statements.

9.4.1 The supervisor requires insurers to submit financial reports, which include 
at least a balance sheet and an income statement (including a statement of 
comprehensive income if appropriate) and reviews such information on a regular 
basis.  

9.4.2 The supervisor requires and reviews qualitative information submitted by 
insurers, such as relating to their corporate governance framework.  

9.4.3 The reporting requirements are a reflection of the supervisory needs and will 
thus vary according to overall market structure and conditions. The reporting 
requirements should take into account the situation at individual insurers and the 
way they manage their risks (for example, asset/liability management, reinsurance 
policy, quality of governance, policy for managing conflicts of interest, policy on 
complaints handling, training standards). In particular, the supervisor should 
require that information on changes that could materially impact the insurer’s risk 
profile, financial position or treatment of its customers is obtained in a timely 

び定量的な情報をタイムリーに提出するための文書化された要件を定め

る。

 それらの報告書および情報の範囲、内容および頻度を定める。

 必要があればいつでも、タイムリーに、より頻繁でおよび/またはより詳細
な追加情報を要求する。

 監督上の報告のための関連する原則および規範、特に、使用されるべき会

計基準を設定する。

 不正確な報告は、できるだけ早く修正するよう要求する。ならびに

 外部監査意見が、年次財務諸表において提供されるよう要求する。

9.4.1 監督者は、財務報告書を提出するよう保険会社に要請するが、その報告書
には少なくとも貸借対照表および損益計算書（適切であれば、包括利益計算書を

含む）が含まれ、監督者は、こうした情報を、定期的なベースでレビューする。

9.4.2 監督者は、保険会社のコーポレート・ガバナンスの枠組みに関連するもの
など、保険会社に定性的情報を要求し、保険会社が提出した情報をレビューする。

9.4.3 報告要件は、監督上のニーズの反映であって、したがって全体の市場構造
および状況によって変わる。報告要件は、個々の保険会社の状況およびそれらの

会社がそれらのリスクを管理する方法（例えば、資産/負債管理、再保険契約、ガ
バナンスの質、利益相反の管理方針、苦情処理に関する方針、研修基準）を考慮

する。特に、監督者は、保険会社のリスク・プロファイル、財務状態、または保

険会社の顧客の取扱いに大いに影響を及ぼしうる変化に関する情報がタイムリ

ーな方法で入手されるよう要求すべきである。
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manner.  

9.4.4 In setting the requirements, the supervisor should strike a balance between 
the need for information for supervisory purposes and the administrative burden it 
puts on insurers.  

9.4.5 Reporting requirements should apply to all insurers licensed in a jurisdiction, 
and form the general basis for off-site monitoring. Depending on the nature, scale 
and complexity of the insurer and its customer profile, additional information may 
be requested from specific insurers on a case-by-case basis.  

9.4.6 The supervisor may require that certain reports and information are subject 
to independent (internal or external) review, including audit and/or actuarial 
review.  

9.4.7 In setting the reporting requirements, the supervisor may make a distinction 
between those for insurers incorporated in its jurisdiction and those for the branch 
operations in its jurisdiction of insurers incorporated in another jurisdiction.  

9.4.8 The supervisor should require insurers to utilise a consistent and clear set 
of instructions and definitions for any element in the financial statements or other 
required reports that is not self-evident, in order to maximise comparability.  

9.4.9 The supervisor should require an insurer which is part of an insurance group 
to describe its group reporting structure, and to provide timely notification of any 
material changes to that structure and significant changes or incidents that could 
affect the soundness of the insurance group. The description of the reporting 

9.4.4 要件を設定するうえで、監督者は、監督上の目的のための情報に対する必
要性と監督者が保険会社に課す管理上の負担とのバランスをとるべきである。

9.4.5 報告要件は、管轄区域で免許を付与された全ての保険会社に適用すべきで
あり、オフサイト・モニタリングのための一般的ベースを形成すべきである。保

険会社の性質、規模および複雑性、ならびにその顧客プロファイルによって、追

加情報がケース・バイ・ケースで、特定の保険会社に対して要求されることがあ

る。

9.4.6 監督者は、特定の報告書および情報が、監査および/または保険数理上のレ
ビューを含め、（内部または外部の）独立したレビューの対象となるよう要求す

ることができる。

9.4.7 報告要件を設定するうえで、監督者は、自身の管轄区域で設立された保険
会社の報告要件と、他の管轄区域で設立された保険会社の自身の管轄区域にある

支店業務に対する当該要件との間で区別することができる。

9.4.8 監督者は、比較可能性を最大化するために、保険会社に対して、財務報告
書または他の要求される報告書の自明ではないあらゆる要素について、整合的か

つ明確な一連の命令および定義を使用することを要求すべきである。

9.4.9 監督者は、保険グループの一員である保険会社に対して、そのグループの
報告体制を説明し、かつ、当該体制に何らかの重大な変更ならびに保険グループ

の健全性に影響を与えうる重大な変更または出来事を適時に通知するよう要求

すべきである。報告体制の説明には、当該グループ内の事業体との関係、および
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structure should include information on the relationships between entities within 
the group, and on the nature and volume of intra-group transactions. The 
supervisor may require information on the impact on the insurer of being part of a 
group.  

9.4.10 The supervisor may request and obtain relevant information on any 
member of an insurance group, relating to its supervision of an insurer, subject to 
applicable legal provisions and coordination with the supervisors of affected 
jurisdictions.  

9.4.11 The group-wide supervisor should establish supervisory reporting 
requirements on a group-wide basis in coordination with the host supervisors. The 
reporting may include the submission of information on group entities in other 
jurisdictions.  

9.4.12 The information submitted to the group-wide supervisor should include 
information on the structure of the group, business operation and financial position 
of material entities within the group, relationship among entities within the group, 
including participation in other group entities and intra-group transactions with 
other entities within the group.  

9.5 In particular, the supervisor requires insurers to report: 
• off-balance sheet exposures; 
• material outsourced functions and activities; and 
• any significant changes to their corporate governance. 

The supervisor also requires insurers to promptly report any material 
changes or incidents that could affect their condition or customers. 

グループ内取引の性質および取引量についての情報を含めるべきである。監督者

は、グループの一員であることにより保険会社が受ける影響に関する情報を要求

することができる。

9.4.10 監督者は、保険会社の監督に関連して、適用法の規定および影響を受ける
管轄区域の監督者との調整を条件に、保険グループのあらゆるメンバーに関する

情報を要請し入手することができる。

9.4.11 グループ全体の監督者は、受入地の監督者と調整のうえで、グループ全体
ベースの監督上の報告要件を設けるべきである。報告には、他の管轄区域のグル

ープ事業体に関する情報の提出を含む可能性がある。

9.4.12 グループ全体の監督者へ提出された情報には、グループの構造、グループ
内の重大な事業体の事業運営および財政状態、他のグループ事業体への経営参加

を含むグループ内の事業体間の関係、ならびに、グループ内の他の事業体とのグ

ループ内取引に関する情報を含むべきである。

9.5  特に、監督者は保険会社に以下を報告するよう要求する：
 オフバランスシートのエクスポージャー

 重大な外部委託された機能および活動、ならびに

 保険会社のコーポレート・ガバナンスのあらゆる重大な変更

また、監督者は、保険会社の状況または顧客に影響を及ぼしうるあらゆる重大な

変化または出来事を速やかに報告するよう保険会社に要求する。
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9.6 The supervisor periodically reviews its reporting requirements to 
ascertain that they still serve their intended objectives and to identify any 
gaps which need to be filled. The supervisor sets any additional 
requirements that it considers necessary for certain insurers based on their 
nature, scale and complexity. 

Off-site monitoring  

9.7 The supervisor monitors and supervises insurers on an on-going basis, 
based on regular communication with the insurer, information obtained 
through supervisory reporting and analysis of market and other relevant 
information.  

9.7.1 The supervisor should be proactive and forward-looking in conducting 
effective off-site monitoring, and not rely only on historical data. The results will 
influence the supervisory plan and help determine the content, nature, timing and 
frequency of on-site inspections as well as enable the early detection of problems 
so that prompt corrective action can be taken before such problems become more 
serious.  

9.7.2 The supervisor should analyse information received from insurers in a timely 
manner. Analysis by the supervisor may provide a deeper understanding of 
developing trends affecting an insurer and its customers, its risk tolerance and its 
strategy. Analysis by business lines may provide insights into the insurer’s risk 
profile and business model and practices.  

9.7.3 The supervisor should establish and follow written procedures for the 
analysis and monitoring of the supervisory reports that it receives. These may be 

9.6 監督者は、報告要件が依然として意図された目的に役立っていることを確
かめるために、および埋める必要のあるギャップを認識するために、自身の報告

要件を定期的にレビューする。監督者は、特定の保険会社について、その性質、

規模および複雑性に基づき、自身が必要と考えるあらゆる追加の要件を設定す

る。

オフサイト・モニタリング

9.7 監督者は、保険会社との定期的なコミュニケーション、監督上の報告を通
して入手した情報、ならびに市場および他の関連情報の分析に基づいて、保険会

社を継続的にモニタリングおよび監督する。 

9.7.1 監督者が、効果的なオフサイト・モニタリングを行う際に、積極的かつ先
を見据えるべきであり、および過去のデータのみに信頼を置くべきではない。そ

の結果は、監督計画に影響し、かつ立入検査の内容、性質、タイミングおよび頻

度の決定を支援し、さらに、問題がより深刻になる前に迅速な是正措置が講じら

れるように、問題の早期発見を可能とする。

9.7.2 監督者は、保険会社から受領した情報をタイムリーに分析すべきである。
監督者による分析は、保険会社およびその顧客に影響を及ぼす進展する傾向、保

険会社のリスク許容度、および保険会社の戦略についてより深い理解をもたらす

ことができる。事業種目毎の分析は、保険会社のリスクのプロファイル、ビジネ

スモデルおよび実務についての見識をもたらすことができる。

9.7.3 監督者は、自身が受領する監督上の報告書を分析し、モニタリングするた
めの、文書化された手続きを定めかつこれに従うべきである。これらの手続きは、
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conducted by individual supervisory staff using monitoring tools and/or specialised 
analysts/actuaries, as appropriate.  

9.7.4 The supervisor should establish procedures for assessing the valuation of 
assets, liabilities and technical provisions including reviewing and analysing 
actuarial reports and audit reports (whether internal or external) and other reports 
as necessary, both quantitative and qualitative.20

9.7.5 Off-site monitoring should include a risk-based analysis on various risks 
relevant to the insurer such as credit, market, underwriting, reserving, liquidity, 
operational, conduct of business, legal, strategic and reputational risk.  

9.7.6 Off-site monitoring should cover all material entities in a group, including 
non-regulated entities. Where the supervisor does not have direct supervisory 
power, or only limited power for the off-site monitoring of non-regulated entities, 
including a holding company, the supervisor should at a minimum review the 
potential adverse impact on the insurer of such non-regulated entities.  

9.7.7 Further examples of how Standard 9.7 and the guidance under it can be 
pursued can be found in the Annex to this ICP.  

On-site inspection 

9.8 The supervisor sets the objective and scope for on-site inspections, 
develops corresponding work programmes and conducts such inspections.

個々の監督上のスタッフがモニタリングのツールを用いて、必要に応じて、およ

び/または専門的な分析者/アクチュアリーによって行うことができる。

9.7.4 監督者は、アクチュアリーの報告書および（内部または外部にかかわらず）
監査報告書、ならびに必要に応じて他の報告書の定量的かつ定性的双方でのレビ

ューおよび分析を含め、資産、負債および保険契約準備金の評価額を評価するた

めの手続きを定めるべきである。20

9.7.5 オフサイト・モニタリングには、信用、市場、引受、準備金積立、流動性、
オペレーショナル、事業行為、法的、戦略、および風評リスクなど、保険会社に

関連する様々なリスクに関する、リスクベースの分析を含めるべきである。

9.7.6 オフサイト・モニタリングは、非規制事業体を含む、グループ内の全ての
重要な事業体を網羅すべきである。監督者が、持株会社を含む非規制事業体に対

して、直接的な監督権限を有しない、またはオフサイト・モニタリングについて

限定的な権限のみを有する場合、監督者は、最低限、そのような非規制事業体の

保険会社への可能性のある悪影響についてレビューすべきである。

9.7.7基準 9.7およびその指針の実行可能な方法の更なる例は、本 ICPの Annex
において参照することができる。

立入検査

9.8 監督者は、立入検査の目的および範囲を設定し、対応する作業プログラム
を策定し、ならびにそのような検査を実行する。

20 Refer to ICP 14 Valuation, ICP 15 Investment and ICP 17 Capital Adequacy.  
  ICP 14「評価」、ICP 15「投資」、ならびに ICP 17「資本充分性」を参照。
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9.8.1 On-site inspection may provide information that can supplement the analysis 
from off-site monitoring and the supervisor should take the opportunity to verify 
information it has received. On-site inspection may also help detect problems that 
may not be apparent through off-site monitoring.  

9.8.2 On-site inspections should be tailored to the particular insurer and to any 
detected problems. However, an on-site inspection plan should remain flexible 
since new priorities might arise.  

9.8.3 The supervisor may use on-site inspections as an opportunity to interact with 
the Board, Senior Management and Key Persons in Control Functions. This 
enables the supervisor to assess their on-going suitability, the insurer’s 
organisational culture, the quality of their corporate governance, risk management 
and internal controls and to explore the rationale behind their strategy and 
business plan.  

9.8.4 Important objectives in conducting an on-site inspection include reviewing 
the insurer’s risk management processes and compliance with relevant insurance 
laws and regulations. This review helps the supervisor identify the strengths and 
weaknesses in the insurer’s approach, and assess and analyse the risks to which 
an insurer and its customers are exposed.  

9.8.5 The supervisor may delegate part of an on-site inspection to independent 
experts.21 If it does so, the supervisor should:  

• be satisfied that independent experts possess the necessary competence and 

9.8.1 立入検査は、オフサイト・モニタリングによる分析を補足できる情報をも
たらすことができ、また、監督者は、自身が受領した情報を検証する機会を利用

すべきである。また、立入検査は、オフサイト・モニタリングによっては明らか

にならない可能性のある問題点を発見する一助となることができる。

9.8.2 立入検査は、特定の保険会社およびあらゆる発見された問題に合わせて調
整されるべきである。しかしながら、立入検査計画は、新たな優先事項が生じる

かもしれないので、順応的であり続けるべきである。

9.8.3 監督者は、立入検査を取締役会、上級管理職および統制部門の主要人物と
交流するための機会として活用することができる。このことは、監督者が、それ

らの人物の継続的な適格性、当該保険会社の組織文化、ならびにそれらのコーポ

レート・ガバナンス、リスク管理および内部統制の質について評価し、かつそれ

らの戦略および事業計画の背景について調査することを可能にする。

9.8.4 立入検査を行う際の重要な目的には、保険会社のリスク管理プロセス、お
よび関係する保険の法律および規則の遵守をレビューすることが含まれる。本レ

ビューは、監督者が、保険会社のアプローチの強みおよび弱みを特定し、かつ保

険会社およびその顧客がさらされるリスクを評価および分析する一助となる。

9.8.5 監督者は、立入検査の一部を独立した専門家に委託することができる21。

監督者がそうする場合、当該監督者は以下を行うべきである：

 独立した専門家が必要な権限および技能を有すると納得する。

21 Refer to Standard 2.13 for conditions for outsourcing supervisory functions to third parties. 
第三者に監督上の機能を外部委託するための条件については、基準 2.13を参照。
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skills;  
• monitor their performance and retain the ability to take any necessary action 

against them;  
• be satisfied of their independence from the insurer; and  
• have regard to the consideration they give to the protection of the policyholders’ 

interests.  

9.8.6 The frequency, scope and depth of on-site inspections should take account 
of the insurer’s distribution model, the nature, size and sophistication of its 
customer base and its relative importance in the market. On-site inspections 
should be more frequent and more in- depth when they concern insurers which 
are in a difficult financial position or where there is concern that their business 
practices pose a high risk of negative customer outcomes.  

9.8.7 The supervisor may conduct on-site inspections on either a full scale basis, 
or limited scale basis focused on area(s) of specific concern. A full-scale on-site 
inspection would be expected to include at least the following:  

• evaluation of the on-going effectiveness of the corporate governance structure 
including its risk management and internal control systems;22

• analysis of the nature of the insurer’s key business activities (e.g. type of 
business written, customer base, distribution model(s) used);  

• analysis of the relationships with external entities, such as through outsourcing 
or with respect to other companies in the same group, including any resultant 
conflicts of interest;  

• analysis of the insurer’s underwriting policy and reinsurance agreements;  

 それらの業績をモニターし、それらに対してあらゆる必要な措置を講じる

能力を保持する。

 保険会社からのそれらの独立性に納得する、および

 保険契約者の利益保護へのそれらの配慮を考慮する。

9.8.6 立入検査の頻度、範囲および詳細度では、保険会社の販売モデル、保険会
社の顧客基盤の性質、規模および熟練度、ならびに市場における保険会社の相対

的重要性を考慮すべきである。立入検査は、困難な財政状態にある保険会社に関

する場合、または、その事業実務が顧客に関する不利な結果となる高いリスクを

もたらす懸念がある場合には、より頻繁に、かつより詳細なものとすべきである。

9.8.7 監督者は、全面的なベースまたは具体的な懸念がある分野に焦点を当てた
限定的なベースで立入検査を実行することができる。全面的な立入検査には、少

なくとも以下を含むことが期待される：

 リスク管理および内部統制システムを含む、コーポレート・ガバナンス構

造の継続的な有効性の評価22

 保険会社の主要な事業活動の性質（例えば、引受契約の種類、顧客基盤、使

用される販売モデル）の分析

 結果として生じる利益相反を含む、外部委託を通した、または同じグルー

プ内の他の会社に関連するような外部の事業者との関係分析

 保険会社の保険引受方針および再保険契約の分析

 保険会社の財務力の評価、ならびに

22 Refer to ICP 7 Corporate Governance and ICP 8 Risk Management and Internal Controls  
  ICP 7「コーポレート・ガバナンス」および ICP 8「リスク管理および内部統制」を参照。
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• assessment of the insurer’s financial strength; and  
• assessment of the insurer’s fair treatment of customers, including observance 

of conduct of business requirements and consumer regulations.  

9.8.8 Advance notice to the insurer is not required before conducting an on-site 
inspection, although advance notice is normally given.  

9.8.9 Although the supervisor may not have the power to conduct on-site 
inspections of non-regulated entities, including a holding company within the 
group, it should review, at a minimum, the potential adverse impact on the insurer 
of such non-regulated entities through on-site inspection of the insurer.  

9.8.10 Similarly, where the group-wide supervisor does not have the power to 
conduct on-site inspection of a group entity in another jurisdiction, it may approach 
the host supervisor to propose a joint inspection or recommend that the host 
supervisor undertake such an inspection, when deemed necessary.  

9.8.11 Further examples of how Standard 9.8 and guidance under it can be 
pursued can be found in the Annex to this ICP.  

Supervisory feedback and follow-up  

9.9 The supervisor discusses with the insurer any relevant findings of the 
supervisory review and the need for any preventive or corrective action. The 
supervisor follows up to check that required actions have been taken by the 
insurer. 

9.9.1 The supervisor should provide appropriate feedback to the insurer, at the 

 事業行為要件および消費者規制の遵守を含む、保険会社による顧客の公正

な取扱いの評価

9.8.8 通常、予告通知(prior notice)は行われるものの、保険会社への事前通知
(advance notice)は、立入検査を行う前に要求されない。

9.8.9 監督者は、グループ内の持株会社を含む非規制事業体の立入検査を行う権
限を有しないかもしれないが、監督者は、最低限、そのような非規制事業体の保

険会社への可能性のある悪影響について、当該保険会社の立入検査を通じてレビ

ューすべきである。

9.8.10 同様に、グループ全体の監督者が、他の管轄区域におけるグループ事業体
への立入検査を行う権限を有しない場合、現地の監督者に共同検査を提案するこ

とをアプローチするか、または現地の監督者が必要と思われる場合にそのような

検査を実施するよう提言することができる。

9.8.11基準 9.8およびその指針の実行可能な方法の更なる例は、本 ICPの Annex
において参照することができる。

監督上のフィードバックおよびフォローアップ

9.9 監督者は、監督上のレビューでのあらゆる関連する発見事項について、お
よびあらゆる予防または是正措置の必要性について、保険会社と議論する。監督

者は、要求される措置が保険会社によって実行されたことを確認するためにフォ

ローアップする。

9.9.1 少なくともレビューの終了時に、監督者は保険会社に対して適切なフィー
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conclusion of the review at the very least. The supervisor should issue in writing 
the findings of the review and the actions required.  

9.9.2 The insurer’s willingness to address identified issues and the action 
subsequently taken should be considered in the evaluation of the insurer and 
should be factored into the on-going supervisory plan.  

Annex: Examples of ways in which Standards 9.7 and 9.8 and their 
corresponding guidance can be pursued include the following:23

A. The evaluation of the effectiveness of the corporate governance framework, 
including its risk management and internal control systems, can be done through: 

• reviewing and analysing the minutes of the Board and its committees, the 
auditors’ reports and, if any, actuaries' and electronic data processing audits; 

• analysing the ownership structure and sources of capital funds;  
• evaluating the independence of the Board Members, the suitability (fitness and 

propriety) of the Board Members, Senior Management and Key Persons in 
Control Functions, their effectiveness, and their ability to acknowledge 
improvement needs and correct mistakes (especially after such needs or 
mistakes have been identified by the insurer, its auditors, or the supervisor and 
after changes of management and in the Board);  

• examining the insurer's internal policies, processes and controls in order to 
assess the adequacy of these in light of the insurer's risk profile;  

• examining the accounting procedures in order to assess accuracy of the 
financial and statistical information periodically sent to the supervisor and its 

ドバックを提供すべきである。監督者は、レビューでの発見事項および要求され

る措置について、書面で発行すべきである。

9.9.2 認識された問題点に対応する保険会社の意欲およびその後に講じられた措
置は、当該保険会社の評価において考慮されるべきであり、また、継続的な監督

計画において考慮されるべきである。

Annex：基準 9.7および 9.8、ならびにそれに関連する指針の実行可能な方法の
例（以下を含む）23

A. 以下を通じて行いうる、リスク管理および内部統制システムを含む、コーポ
レート・ガバナンスの枠組みの有効性の評価：

・取締役会およびその委員会の議事録、監査人の報告書、ならびに、もしあれ

ば、アクチュアリーのおよび電子データ処理の監査のレビューおよび分析

・所有者構造および資本金の源泉の分析

・取締役会メンバーの独立性、取締役会メンバー、上級管理職および統制部門

の主要人物の適格性ならびにそれらの有効性ならびに改善の必要性を認識し

間違いを是正する能力（特に、そのような必要性および間違いが、保険会社、

監査人または監督者により認識された後、ならびに経営陣および取締役会の

変更後）の評価

・保険会社のリスクプロファイルの観点から、保険会社の内部の方針、プロセ

スおよび統制の十分性を評価するための、それらの調査

・監督者宛に定期的に送られた財務上および統計上の情報の正確性、ならびに

規則の遵守を評価するための会計上の手続きの調査、ならびに

23 Labelled Guidance 9.7.7 and 9.8.11 respectively in the ICP on-line tool 
   ICP オンライン・ツールでそれぞれ、指針 9.7.7および 9.8.11とレベル付けされている。
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compliance with the regulations; and  
• evaluating the organisation and the management of the insurer.  

B. Analyses of the nature of the insurer’s activities can be done through:  
• analysing the major categories of business, the policyholders and the 

geographical spread thereof;  
• analysing the distribution model(s) used;  
• examining the business plans and meeting with the management to get 

information about the plans for the future;  
• analysing material contracts;  
• analysing the commercial policy of the insurer, in particular, policy conditions 

and commissions paid to the intermediaries; and  
• evaluating the reinsurance cover and its security. In particular, the reinsurance 

cover should be appropriate with regards to the financial means of the insurer 
and the risks it covers. 

C. Analyses of the relationships with external entities can be done through:  
• analysing organisational charts, the group structures and the intragroup links; 
• analysing the relationships with major investors and among branches and 

subsidiaries;  
• analysing intragroup transactions, fees and other arrangements, including 

identifying any instances of cross-subsidization of businesses within a group 
or non-arm's length fees and charges;  

• analysing agreements with external service providers;  
• identifying any financial problems originating from any entity in the group to 

which the insurer belongs; and  
• identifying of any conflicts of interest arising from intra-group relationships or 

・保険会社の組織および経営の評価

B. 以下を通じて行いうる、保険会社の活動の性質の分析：
・ 業務の主なカテゴリー、保険契約者およびその地理的分散の分析

・ 使用される販売モデルの分析

・ 業務計画の調査および将来の計画に関する情報を得るための経営陣との会

合

・ 重要な契約の分析

・ 保険会社の販売方針、特に、保険約款および仲介人に支払われたコミッシ

ョンの分析、ならびに

・ 再保険カバーおよびその安全性の評価、特に、再保険カバーが、当該保険

会社の財務手段および再保険がカバーするリスクに関して適切であるべき

である。

C. 以下を通じて行いうる、外部の事業体との関係の分析：
・組織図、グループ構造およびグループ内のつながりの分析

・主要な投資家、ならびに支店および子会社との関係の分析

・グループ内の事業の相互補助またはアームスレングスのないフィーおよびチ

ャージのあらゆる実例を特定した、グループ内取引、フィーおよびその他の取

決めの分析

・外部のサービス提供者との契約の分析

・保険会社が所属しているグループ内の事業体から生じる財務上の問題の特定、

ならびに

・グループ内関係または外部の事業体との関係から生じる利益相反の特定
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relationships with external entities.  

D. Evaluation of the insurer's financial strength can be done through:  
• analysing the settlement of claims and the calculation of technical provisions 

according to current regulations;  
• analysing the operations by line of business;  
• analysing the investment policy (including derivatives policy), the assets held 

to cover the technical provisions;  
• verifying property and valuation of the insurer’s investments;  
• analysing the litigation and off-balance sheet commitments; and  
• analysing the forecasted balance sheets and profit & loss accounts of the next 

years, on the basis of the most recent results and the management plans.  

E. Assessment of the insurer's fair treatment of customers can be done through: 
・assessing the culture of the insurer in relation to customer treatment, including 

the extent to which the insurer’s leadership, governance, performance 
management and recruitment, complaints handling policies and reward 
practices demonstrate a culture of fair treatment to customers;  
・checking the adequacy, appropriateness and timeliness of the information 

given to consumers;  
・reviewing the handling and timing of claims and other payments;  
・reviewing the frequency and nature of customer complaints, disputes and 

litigation; and  
・reviewing any customer satisfaction or other customer experience measures 

used by the insurer.  

D. 以下を通じて行いうる、保険会社の財務力の評価：
・保険金支払および現在の規則に従った保険契約準備金の算出の分析

・事業種目毎の業務の分析

・運用方針(デリバティブ契約を含む）、保険契約準備金をカバーするために保持
された資産の分析

・財産の検証および保険会社の投資の評価

・訴訟およびオフバランスシートのコミットメントの分析、ならびに

・最新の業績および経営計画に基づいた予想の貸借対照表および損益計算書の

分析

E. 以下を通じて行いうる、保険会社の顧客の公正な取扱いの評価：
・保険会社の指導力、ガバナンス、業績管理および採用、苦情処理方針ならびに

報酬実務が顧客の公正な取扱いを実証する程度を含めた、顧客の取扱いに関

連する保険会社の企業文化の評価

・消費者に与えられる情報の十分性、適切性および適時性のチェック

・保険金および他の支払いの処理およびタイミングのレビュー

・顧客の苦情、紛争、および訴訟の頻度および性質のレビュー、ならびに

・保険会社が用いた、顧客満足または顧客経験の測定のレビュー
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ICP 10 Preventive and Corrective Measures 
The supervisor takes preventive and corrective measures that are 
timely, suitable and necessary to achieve the objectives of insurance 
supervision. 

10.1 The supervisor has the power to take action against individuals or 
entities that conduct insurance activities without the necessary licence. 

10.2 The supervisor has sufficient authority and ability, including the 
availability of adequate instruments, to take timely preventive and corrective 
measures if the insurer fails to operate in a manner that is consistent with 
sound business practices or regulatory requirements. There is a range of 
actions or remedial measures which include allowing for early intervention 
when necessary. Preventive and corrective measures are applied 
commensurate with the severity of the insurer’s problems.  

10.2.1 Where an insurer fails to meet regulatory requirements or enters into 
unsound business practices and the supervisor detects vulnerability in the 
insurer’s ability to protect policyholders, there should be adequate legal and 
operational capacity available for timely intervention. The decision-making lines of 
the supervisor should be structured so that action can be taken immediately in the 
case of an emergency situation.  

10.2.2 The supervisor has adequate tools to supervise insurers according to the 
nature, scale and complexity of their activities, including activities that could pose 
systemic risk. These could include restrictions on the insurer’s business activities, 
directions to reinforce the insurer’s financial position, introduction of liquidity 

ICP10 予防および是正手段
監督者は、保険監督の目的を達成するためにタイムリーで適切かつ必要な予

防および是正手段を実行する。

10.1 監督者は、必要な免許なしに保険活動を行う個人または企業に対して、措
置を講じる権限を有す。

10.2 監督者は、保険会社が健全な事業実務または規制上の要件と一致する形で
事業運営をしていない場合に、適正な手段の利用可能性を含む予防および是正手

段をタイムリーに実行することができる、十分な権限および能力を持つ。必要に

応じて早期介入を可能とすることを含め、様々な措置または改善策がある。予防

および是正手段は、保険会社の抱える問題の重大さに比例して適用される。

10.2.1 保険会社が規制上の要件を満たさない、または不健全な事業実務を行う
場合、ならびに、契約者を保護する保険会社の能力の脆弱性を監督者が発見する

場合、タイムリーな介入に利用可能な法的および運営上の適正な能力を持つべき

である。緊急事態の際に直ちに措置が講じられるよう、監督者の意思決定ライン

が組み立てられるべきである。

10.2.2 監督者は、システミック・リスクを引き起こしうる活動を含む、保険会社
の活動の性質、規模および複雑性に従って、保険会社を監督するための適切なツ

ールを有する。これらには、保険会社の事業活動の制限、保険会社の財務状態を

強化する命令、流動性要件または大口エクスポージャー・リミットの導入を含み
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requirements or large exposure limits.  

10.3 There is a progressive escalation in actions or remedial measures that 
can be taken if the problems become worse or the insurer ignores requests 
from the supervisor to take preventive and corrective action. 

10.4 If necessary, the supervisor requires the insurer to develop an 
acceptable plan for prevention and correction of problems. Preventive and 
corrective plans include agreed and acceptable steps to be taken to resolve 
the issues raised within an acceptable timeframe. Once preventive and 
corrective plans have been agreed to or imposed, the supervisor 
periodically checks to determine that the insurer is complying with the 
measures. 

10.5 The supervisor communicates with the Board and Senior Management 
and Key Persons in Control Functions and brings to their attention any 
material concern in a timely manner to ensure that preventive and corrective 
measures are taken and the outstanding issues are followed through to a 
satisfactory resolution.

10.5.1 For a group-wide supervisor applying an indirect approach to group-wide 
supervision, the primary communication will be with the Board or Senior 
Management of the insurance legal entity. However, for issues that have arisen 
outside the regulated entities, communication with the Board or Senior 
Management of other entities within the group may be required.  

10.6 The supervisor initiates measures designed to prevent a breach of the 
legislation from occurring, and promptly and effectively deals with non-

うる。

10.3 問題が悪化した場合、または予防措置および是正措置を講じるための監督
者による要請に保険会社が応じなかった場合、講じられうる措置または改善策が

段階的に強化される。

10.4 必要ならば、監督者は保険会社に対し、問題を予防し是正する許容可能な
計画を立てるよう要求する。予防および是正計画は、許容可能な期間内で提起さ

れた問題を解決するために講じられる合意された許容可能なステップを持つ。予

防および是正計画が合意され、または義務付けられたならば、監督者は、当該保

険会社がその手段に従っているかどうかを定期的に確認する。

10.5 監督者は、予防および是正手段がとられ、未解決の問題が満足できるよう
に解決されることを確保するよう、タイムリーに取締役会、上級管理職および統

制部門の主要人物と連絡をとり、あらゆる重大な懸念事項について注意を喚起す

る。

10.5.1 グループ全体の監督に対して間接的なアプローチを適用するグループ全
体の監督者に関して、主要なコミュニケーションは、保険法人の取締役会または

上級管理職と行われることになる。しかしながら、規制事業体の外で発生した問

題に関しては、グループ内のその他の事業体の取締役会または上級管理職とのコ

ミュニケーションが求められるかもしれない。

10.6 監督者は、法令違反が生じるのを防ぐために企画した手段を実行し、契約
者を危険にさらしたりその他の監督目的を妨げる可能性のある違反に迅速かつ
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compliance that could put policyholders at risk or impinge on any other 
supervisory objectives.

効果的に対処する。

ICP 11 Enforcement 
The supervisor enforces corrective action and, where needed, imposes 
sanctions based on clear and objective criteria that are publicly 
disclosed. 

11.1 The supervisor has the power to enforce corrective action in a timely 
manner where problems involving insurers are identified. The supervisor 
issues formal directions to insurers to take particular actions or to desist 
from taking particular actions. The directions are appropriate to address the 
problems identified.  

11.2 The supervisor has a range of actions available in order to apply 
appropriate enforcement where problems are encountered. Powers set out 
in legislation should at a minimum include restrictions on business 
activities and measures to reinforce the financial position of an insurer. 

11.2.1 At a minimum, the supervisor should have the power to issue the following: 
・ restrictions on business activities 
・ prohibiting the insurer from issuing new policies  
・ withholding approval for new business activities or acquisitions  
・ restricting the transfer of assets  
・ restricting the ownership of subsidiaries  
・ restricting activities of a subsidiary where, in its opinion, such activities 

jeopardise the financial situation of the insurer.  
・ directions to reinforce financial position 

ICP 11 執行
監督者は是正措置を執行し、必要に応じて、公に公開される明確で客観的な

規準に基づいて制裁を課す。

11.1 監督者は、保険会社に関わる問題が特定された場合には、タイムリーに是
正措置を執行する権限を持つ。監督者は、特定の行動を取る、または特定の行

動をやめるよう、保険会社に正式な命令を発する。その命令は特定された問題

に対処するのに適切である。

11.2 監督者は、問題が発生した場合、適切な執行措置を取ることができるよ
う、実行可能な一連の行動を持つ。法律に規定される権限は、事業活動の制

限、および保険会社の財務状態を強化するための方策を少なくとも含むべきで

ある。

11.2.1 監督者は、少なくとも以下を発する権限を有するべきである：

・ 事業活動の制限

・ 保険会社の新契約の発行の禁止

・ 新しい事業活動または買収への承認の留保

・ 資産譲渡の制限

・ 子会社の所有権の制限

・ 監督者から見て、保険会社の財務状態を危険にさらすような場合の子会社

の活動の制限
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・ requiring measures that reduce or mitigate risks  
・ requiring an increase in capital  
・ restricting or suspending dividend or other payments to shareholders  
・ restricting purchase of the insurer’s own shares.  
・ other directions 
・ arranging for the transfer of obligations under the policies from a failing 

insurer to another insurer that accepts this transfer  
・ suspending or revoking the licence of an insurer 
・ barring individuals acting in responsible capacities from such roles in future. 

11.3 After corrective action has been taken or remedial measures, directions 
or sanctions have been imposed, the supervisor checks compliance by the 
insurer and assesses their effectiveness. 

11.4 The supervisor has effective means to address management and 
governance problems, including the power to require the insurer to replace 
or restrict the power of Board Members, Senior Management, Key Persons 
in Control Functions, significant owners and external auditors. 

11.5 Where necessary and in extreme cases, the supervisor imposes 
conservatorship over an insurer that is failing to meet prudential or other 
requirements. The supervisor has the power to take control of the insurer, 
or to appoint other specified officials or receivers for the task, and to make 
other arrangements for the benefit of the policyholders. 

11.6 There are sanctions by way of fines and other penalties against insurers 
and individuals where the provisions of the legislation are breached. The 

・ 財務状態を強化する命令

・ リスクを軽減または緩和する方策の要求

・ 増資の要求

・ 株主への配当またはその他の支払の制限または一時停止

・ 保険会社の自社株購入の制限

・ その他の命令

・ 破綻した保険会社から、譲渡を受け入れる別の保険会社への契約義務の移

譲の取り決め

・ 保険会社の免許の一時停止または廃止

・ 個人が将来のその責任能力において行動することを禁じること

11.3 是正措置が講じられた後、または改善措置、命令または制裁が課された後
に、監督者は保険会社による遵守を確認し、それらの有効性を評価する。

11.4 監督者は、保険会社に対して取締役会メンバー、上級管理職、統制部門の
主要人物、重要な所有者、および外部監査人を変更するよう、またはそれらの

人物の権限を制限するよう要求する権限を含め、経営およびガバナンスの問題

に対処する有効な手段を持つ。

11.5 必要でかつ極端な場合には監督者は、健全性またはその他の要件を満たし
ていない保険会社を財産管理人の管理下におく。監督者は、保険会社の管理を

行い、またはそれを行う特定の役員または管財人を指名し、契約者の利益のた

めに他の取決めをする権限を有する。

11.6 法令の規定に違反した保険会社および個人に対して罰金およびその他の
罰則による制裁措置が存在する。制裁措置は特定した違反に応じたものとな



- 154 - 

英文 仮訳

sanctions are proportionate to the identified breach. 

11.6.1 In some cases it may be appropriate to apply punitive sanctions against 
insurers or individuals.  

11.7 The legislation provides for sanctions against insurers and individuals 
who fail to provide information to the supervisor in a timely fashion, 
withhold information from the supervisor, provide information that is 
intended to mislead the supervisor or deliberately misreport to the 
supervisor. 

11.8 The process of applying sanctions does not delay necessary preventive 
and corrective measures and enforcement. 

11.9 The supervisor, or another responsible body in the jurisdiction, takes 
action to enforce all the sanctions that have been imposed. 

11.10 The supervisor ensures consistency in the way insurers and 
individuals are sanctioned, so that similar violations and weaknesses attract 
similar sanctions. 

る。

11.6.1 場合によっては、保険会社または個人に懲罰的制裁を適用するのが適切
なこともあろう。

11.7 法令は、情報をタイムリーに監督者に提供しない、監督者に情報を秘匿
した、監督者を誤解させることを意図した情報を提供した、または意図的に監

督者に誤報を提供した、保険会社および個人に対する制裁を規定する。

11.8 制裁措置の適用のプロセスは、必要な予防措置、是正措置および執行を遅
らせない。

11.9 監督者、または当該管轄区域内のその他の所管機関は、課されている全て
の制裁を執行する措置を取る。

11.10 監督者は、同様の違反および欠陥に対して同様の制裁が講じられるよ
う、保険会社および個人が制裁を受ける方法に一貫性を持たせる。

ICP 12Winding-up and Exit from the Market 
The legislation defines a range of options for the exit of insurance legal 
entities from the market. It defines insolvency and establishes the criteria
and procedure for dealing with insolvency of insurance legal entities. In 
the event of winding-up proceedings of insurance legal entities, the legal
framework gives priority to the protection of policyholders and aims at
minimising disruption to the timely provision of benefits to policyholders.

ICP 12 清算および市場からの撤退
法令は、市場からの保険法人の撤退のためのさまざまのオプションを定義す

る。法令は支払不能を定義し、保険法人の支払不能に対処する規準および手

続きを定める。保険法人の清算手続きの場合には、法令上の枠組みが保険契

約者の保護を優先させ、保険契約者へのタイムリーな給付金の支払いの停止

を最小限にすることを目的とする。
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Introductory Guidance  

12.0.1 This ICP only applies to individual legal entities. The focus of this ICP is on 
insolvency and run-off under distressed conditions; however policyholder 
protection also applies for financially sound run-offs.  

12.0.2 An insurer may no longer be financially viable or may be insolvent. In such 
cases, the supervisor can be involved in resolutions that require a take-over by or 
merger with a healthier institution. When all other measures fail, the supervisor 
should have the ability to close or assist in the closure of the troubled insurer 
having regard to the objective of the protection of policyholder interests.  

12.0.3 The legislation should establish the priority that policyholders receive in 
winding-up an insurer. However, it is also common in many jurisdictions that 
priority is given to other stakeholders, such as employees or the fiscal authorities. 
In some jurisdictions, a policyholder protection fund provides additional or 
alternative protection.  

12.0.4 Where an insurer is a member of a group, there could be intra-group 
transactions and guarantees among the insurer and other group entities. In such 
cases, in the winding-up of an insurer, the supervisor should cooperate with other 
involved supervisors to ascertain orderly resolution where possible. For additional 
information on supervisory cooperation, see ICP 25 Supervisory Cooperation and 
Coordination.  

12.0.5 In cases where an insurer has cross-border dealings (eg through 

導入指針

12.0.1 本 ICPは、個々の保険会社にのみ適用される。本 ICPは、困窮状態に
おける支払不能およびランオフに重点を置いている。しかしながら、保険契約

者保護もまた、財務的に健全なランオフに関して適用される。

12.0.2 保険会社は、もはや財務的に存続できない、または、支払不能となる

ことがある。このような場合に、監督者は、健全な機関による買収または健全

な機関との合併を要求する破綻処理に関与することができる。全ての他の方策

が失敗した場合には、監督者は、保険契約者の利益保護の目的を考慮しつつ問

題を抱えている保険会社を解散する(close)、または解散の支援をするための能
力を有するべきである。

12.0.3 法令は、保険会社を清算するうえで保険契約者が受ける優先権を定め
るべきである。しかしながら、多くの管轄区域では、優先権は、従業員または

税務当局のような他の利害関係者に与えられるのが普通でもある。一部の管轄

区域では、保険契約者保護基金が、付加的な、または代替的な保護を提供す

る。

12.0.4 保険会社がグループのメンバーである場合には、保険会社と他のグル
ープ企業との間でのグループ内取引および保証が生じうる。このような場合

に、保険会社の清算において、監督者は、可能であれば、秩序ある破綻処理を

確保するために他の関与する監督者と協力すべきである。監督上の協力に関す

る追加的情報については、ICP 25「監督上の協力および調整」を参照。

12.0.5 保険会社が国境を越えた（例えば、支店を通した）取引を有する場
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英文 仮訳

branches), the supervisor should cooperate with other involved supervisors to 
ascertain orderly resolution where possible.  

12.1 The procedures for the winding-up and exit of an insurer from the 
market are clearly set out in legislation. A high legal priority is given to the 
protection of the rights and entitlements of policyholders. The procedures 
aim at minimising the disruption to the timely provision of benefits to 
policyholders.

12.1.1 The bodies responsible for dealing with the insolvency of an insurer, 
including the possible restructuring or portfolio transfer, and winding-up of the 
insurer are clearly set out in legislation.  

12.2 The legislation provides for the determination of the point at which it is 
no longer permissible for an insurer to continue its business.

合、監督者は、可能であれば、秩序ある破綻処理を確保するために他の関与す

る監督者と協力すべきである。

12.1 保険会社の清算および市場からの撤退のための手続きは、法令において
明確に規定される。保険契約者の権利および資格の保護に法令上の高い優先度

が付与される。その手続きは、保険契約者へのタイムリーな給付金の支払いの

停止を最小限にすることを目的としている。

12.1.1 保険会社の可能性ある再編または包括移転および清算を含む、保険会
社の支払不能に対処する責任を負う機関は、法令において明確に規定される。

12.2 法令は、保険会社がその事業を継続することはもはや認められないと判
断する時点を定める。
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ICP 13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer24 ICP 13 再保険および他の形態のリスク移転24

The supervisor requires the insurer to manage effectively its use of reinsurance and other 
forms of risk transfer. The supervisor takes into account the nature of reinsurance business 
when supervising reinsurers based in its jurisdiction.

監督者は、保険会社に対して、再保険および他の形態のリスク移転の保険会社によ
る利用を効果的に管理するよう要求する。監督者は、自身の管轄区域内に本店を有
する再保険会社を監督する際に、再保険事業の性質を考慮する。

Introductory Guidance 導入指針
13.0.1 
Reinsurance refers to insurance purchased by an insurer (the ceding insurer) to provide 
protection against certain risks, primarily underwriting risks of the insurance policies issued 
by the insurer. Reinsurers assume these risks in exchange for a premium. Other forms of risk 
transfer include alternative reinsurance arrangements, such as risk transfer to the capital 
markets. For simplicity, this ICP uses “reinsurance” to refer to both mainstream reinsurance 
and other forms of risk transfer.

13.0.1
再保険とは、特定のリスク、主に、保険会社により発行された保険契約の引受リス
クに備えた保障を提供するために、保険会社（出再保険会社）が購入する保険をい
う。再保険会社は、保険料と引換えにそれらのリスクを引受ける。他の形態のリス
ク移転には、資本市場へのリスク移転などの代替的な再保険契約が含まれる。便宜
上、本 ICP では、「再保険」を主力の再保険と他の形態のリスク移転の双方に言及す
る際に用いる。

13.0.2 
Geographical diversification of risk, which typically involves risk transfer across jurisdictional 
borders, is a key element of ceding insurer’s and reinsurer´s capital and risk management. 
Geographical diversification can also have an impact in the jurisdiction of the ceding insurer, 
in particular jurisdictions exposed to catastrophes. By ceding insurance risk across borders, 
ceding insurers in the jurisdiction, and the jurisdiction as a whole, can benefit from a reduced 
concentration of insurance risk exposures at the ceding insurer and jurisdiction level 
respectively. This may also contribute to the financial stability of the jurisdiction. 

13.0.2
リスクの地理的分散は、通常、管轄区域を超えたリスク移転を伴うものであるが、
出再保険会社および再保険会社の資本・リスク管理の主要素である。また、地理的
分散は、出再保険会社の管轄区域、特に、巨大災害にさらされる管轄区域に影響し
うる。国境を越えて保険リスクを出再することで、管轄区域内の出再保険会社、お
よび管轄区域が全体として、出再保険会社と管轄区域のレベルのそれぞれで、保険
リスクのエクスポージャーの集中化が減ることによる恩恵が得られる。このことは、
また、管轄区域の金融安定に寄与しうる場合がある。 

13.0.3  
Ceding insurers and reinsurers may face external limitations to geographical diversification, 
for example, in the form of constraints to cross-border risk transfer. The supervisor should be 
aware of and take into account the potential impacts of such limitations on individual ceding 
insurers and reinsurers as well as on the soundness and efficiency of the insurance market.

13.0.3
出再保険会社および再保険会社は、地理的分散に対し、たとえば国外へのリスク移
転への制限という形で、外的な制約に直面する場合がある。監督者は、保険市場の
健全性および効率性と同じように、そのような制約が個々の出再保険会社および再
保険会社に与える影響を認識し考慮に入れるべきである。

13.0.4A  
reinsurance contract is one of indemnity between the reinsurer and ceding insurer and does 
not constitute a legal transfer of part of the underlying risk in the same way as, for example, 
a novation. Nonetheless, reinsurance contracts have the effect of transferring part of the 
underlying risk in an economic sense. The supervisor should remain aware that while 
reinsurance transfers insurance risk from the ceding insurer to the reinsurer, it also creates 

13.0.4
再保険契約は、再保険会社と出再保険会社間での損失填補の 1 つであり、例えば更
改と同じ形で、一部の原契約のリスクの法的移転を為すものではない。それにもか
かわらず、再保険契約は、経済的な意味においては、原契約リスクの一部を移転す
る効果がある。監督者は、再保険が出再保険会社から再保険会社に保険リスクを移
転するものの、そのことで他のリスクを生み出すことを引続き認識すべきである。

24 Amended November 2017
2017年 11月改定。
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other risks. In a standard transaction, the ceding insurer reduces its insurance risk and 
assumes other risks such as credit, operational and, basis risk; the reinsurer assumes risks 
such as insurance, timing, operational and credit risk. 

標準的な取引において、出再保険会社は自社の保険リスクを減らして、信用リスク、
オペレーショナル・リスクなど他のリスクおよびベーシス・リスクを引受け、再保
険会社は、保険リスク、タイミング・リスク、オペレーショナル・リスク、および信
用リスクのようなリスクを引受ける。

13.0.5 
A reinsurance contract is by nature a business-to-business transaction, made between 
professional counterparties as part of a wider risk and capital management approach. For 
this reason, the sort of asymmetry of expertise and knowledge associated with insurance 
contracts involving general consumers is usually not an issue in the reinsurance sector, 
although some asymmetry of bargaining power can exist, depending on the precise dynamics 
of the market. Thus, typically, it is not necessary for the supervisor to seek the same level of 
protection for ceding insurers as it does for general consumers (see ICP 19 Conduct of 
Business).

13.0.5
再保険契約は本質的に、より広いリスク管理および資本管理アプローチの一部とし
て、プロの取引相手の間で交わされる企業間取引である。このため、一般の消費者
に関係する、保険契約に関する専門知識および知識の種類の非対称性は、市場を動
かす明確な力関係に応じて交渉力の非対称性がいくらか存在しうるものの、通常は、
再保険セクターの問題ではない。そのため、通常は、監督者が、一般の消費者に対
して求めるものと同一水準の保護を出再保険会社に求める必要はない（ICP 19「事
業行為」を参照）。 

13.0.6 
The supervisor should be able to assess whether ceding insurers make effective use of 
reinsurance. This involves gaining an understanding of, and comfort with, at a minimum: 

 the ceding insurer’s reinsurance strategy and reinsurance programme, 
 the systems of risk management and internal controls put in place in order to 

implement the reinsurance strategy and execute the reinsurance programme, 
 the economic impact of the risk transfer originating from the ceding insurer’s 

reinsurance programme, and 
 the impact of reinsurance on the ceding insurer’s liquidity management.

13.0.6
監督者は、出再保険会社が再保険を有効活用しているかどうかを評価できるべきで
ある。これには、最低でも、以下について把握し、かつ安堵することを含む： 

 出再保険会社の再保険戦略および再保険プログラム 
 再保険戦略を導入し、再保険プログラムを遂行するために整備されているリス
ク管理および内部統制の制度 

 出再保険会社の再保険プログラムに起因する、リスク移転による経済的影響 

 再保険が出再保険会社の流動性管理に及ぼす影響
13.0.7 
The standards and guidance under this ICP are applicable to insurers and reinsurers, thus 
throughout this ICP: 

 references to ceded reinsurance should be taken to include ceded retrocession (i.e. 
the reinsurance ceded by reinsurers); 

 references to ceding insurers should be taken to include ceding reinsurers (i.e. 
retrocedants); and 

 references to reinsurers should be taken to include retrocessionaires (i.e. reinsurers 
that assume reinsurance from ceding reinsurers).

13.0.7
本 ICP における基準および指針は、保険会社および再保険会社に適用され、したが
って、本 ICP 全体で、以下となる： 

 出再された再保険への言及は、出再された再々保険を含むとみなされるべきで
ある（すなわち、再保険会社により出再された再保険）； 

 出再保険会社への言及は、出再々保険会社を含むとみなされるべきである（す
なわち、出再々保険者）；および、 

 再保険会社への言及は、再々保険者を含むとみなされるべきである（すなわち、
出再々保険会社から再保険を引受ける再保険会社） 

13.1 
The supervisor requires ceding insurers to have a reinsurance programme that is 
appropriate to their business and  part of their overall risk and capital management 
strategies.

13.1
監督者は、出再保険会社に対して、自社の事業に適切であり、かつ、全体的な引受
戦略、リスク管理戦略および資本管理戦略の一部をなす再保険プログラムを有する
よう要求する。
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13.1.1 
A ceding insurer’s risk and capital management strategies 
should clearly articulate the part played by reinsurance, in particular: 

 the objectives that are pursued by using reinsurance; 
 the risk concentration levels and ceding limits as defined by the ceding insurer’s risk 

appetite; and 
 the mechanisms to manage and control reinsurance risks.

13.1.1 
出再保険会社のリスク管理戦略および資本管理戦略は、再保険が担う役割、特に以
下をはっきりと述べるべきである： 

 再保険を利用して達成される目的 
 リスク集中の程度および出再保険会社のリスク選好によって定められる出再
限度；ならびに 

 再保険リスクを管理および統制するための仕組み
13.1.2 
When articulating the part played by reinsurance in the overall risk and capital management 
strategies, the ceding insurer should take into account its business objectives, levels of capital 
and business mix, with particular reference to: 

 risk appetite (both gross limit and net retention); 
 peak exposures and seasonality in the insurance book; 
 levels of diversification in the insurance book; and 
 appetite for credit risk posed by reinsurers. 

13.1.2
全体的なリスク管理戦略および資本管理戦略の中で再保険が担う役割を定める際、
再保険会社は、特に以下に言及し、その事業目的、資本水準、および事業構成を考
慮すべきである： 

 リスク選好（総限度額と正味保有額の双方）； 
 保険群団（insurance book）内のピークのエクスポージャーおよび季節性； 
 保険群団内の多様化のレベル；ならびに 
 再保険会社により課される信用リスクの選好。

13.1.3 
The reinsurance programme comprises the detailed implementation of the reinsurance 
related elements of the risk and capital management strategies in terms of coverage, limits, 
deductibles, layers, signed lines and markets used. It should reflect the ceding insurer’s 
overall risk appetite, comparative costs of capital and liquidity positions determined in the 
reinsurance strategy. Therefore, reinsurance programmes can vary significantly in complexity, 
levels of exposure and number of participants.

13.1.3
再保険プログラムは、保障、限度、控除、レイヤー、サインド・ライン、および利用
した市場の観点での再保険に関係するリスクおよび資本管理戦略の要素の詳細な導
入から成るべきである。再保険プログラムでは、出再保険会社の全般的なリスク選
好、再保険戦略で決定される、資本の相対的コストおよび流動性ポジションを反映
すべきである。そのため、再保険プログラムは、複雑性、エクスポージャーの水準、
および参加者数など、極めて多様となりうる。

13.1.4 
In some instances, an insurer may have a business strategy and risk appetite to retain all risk 
and therefore a reinsurance programme would not be necessary.

13.1.4 
一部の例では、保険会社は、全てのリスクを保持するという事業戦略とリスク選好
を有する場合があり、その場合には、再保険プログラムは必要ではない。

13.1.5 
Senior Management develops the reinsurance related elements of the risk management 
strategy, as well as the reinsurance programme. Senior Management is also responsible for 
establishing appropriate systems and controls to ensure that these are complied with. The 
Board is responsible for approving the strategy and ensuring an appropriate oversight and 
consistent implementation of the reinsurance programme.

13.1.5 
上級管理職は、再保険に関係するリスク管理戦略的要素および再保険プログラムを
策定する。上級管理職はまた、それらが遵守されていることを確認するための適切
なシステムおよび統制を確立する責任も負う。取締役会は、戦略および再保険プロ
グラムを承認する責任を負い、また適切な監視と整合的な再保険プログラムの実行
を確実に行わせる責任を負う。

13.1.6 
Senior Management of the ceding insurer should regularly review the performance of its 
reinsurance programme, to ensure that it functions as intended and continues to meet its 
strategic objectives. It is likely that such a review would take place as part of the feedback 

13.1.6
出再保険会社の上級管理職は、再保険プログラムが意図した通りに機能し、かつ戦
略上の目的を継続的に満たすことを確保するため、その成果について定期的に見直
すべきである。そのような見直しは、リスク管理枠組みの一部となるフィードバッ
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loop that is part of the risk management framework. ク・ループとして行われる可能性が高い。
13.1.7 
The supervisor should understand the ceding insurer’s business objectives and strategies, 
how reinsurance fits into these, and assess the extent to which objectives and strategies are 
adequately reflected in the reinsurance programme. The supervisor should challenge ceding 
insurer where it identifies inconsistencies between the objectives and strategies and the 
reinsurance programme.  .

13.1.7
監督者は、出再保険会社の事業目的および戦略、その再保険がそれらにどのように
適合するかについて把握すべきであり、ならびに、目的および戦略が再保険プログ
ラムに適正に反映される程度について評価すべきである。監督者は、戦略および目
的と再保険プログラムとの間に矛盾点を認める際には再保険者に対し異議を述べる
べきである。

13.1.8 
The supervisor’s assessment of a ceding insurer’s reinsurance programme should be based 
on a number of factors, such as the: 

 structure of the programme, including any alternative risk transfer mechanisms; 
 proportion of business ceded so that the net risks retained are commensurate with the 

ceding insurer’s financial resources and risk appetite; 
 financial strength and claims payment record of the reinsurers in question (both in 

normal and stressed conditions); 
 levels of exposure to a single reinsurer or different reinsurers being part of the same 

group; 
 extent of any credit risk mitigation in place; 
 expected resilience of the reinsurance programme in stressed claims situations, 

including stress related to the occurrence of multiple and/or catastrophic events; 
 cession limits, if any, applicable in the jurisdiction; 
 the supervisory regime in place in the jurisdiction of the reinsurer. level of effective 

risk transfer; and 
 extent to which relevant functions are outsourced by the ceding insurer, including the 

criteria for the selection of reinsurance brokers. 

13.1.8 
監督者による出再保険会社の再保険プログラムの評価は、以下の様な多くの要素に
基づくべきである： 

 代替的リスク移転のあらゆる仕組みを含む、プログラムの構造； 
  保持される正味リスクが出再保険会社の財務リソースおよびリスク選好に見
合うようにするための、出再される保険契約の割合； 

 （平時およびストレス状況下の双方における）当該再保険会社の財務力および
保険金支払記録； 

 同一グループの一員である単独の再保険会社または別の再保険会社に対する
エクスポージャーの水準； 

 整備されている、あらゆる信用リスク軽減の程度； 
 複数のおよび／または巨大災害事象の発生に関連するストレスを含め、ストレ
ス下での保険金支払状況における再保険プログラムに想定される弾力性; 

 もしあれば、当該管轄区域に適用される出再制限； 
 再保険会社の管轄区域において整備されている監督上の制度； 
 効果的なリスク移転の水準、および 

 再保険ブローカーの選定規準を含め、出再保険会社により適切な機能が外部委
託される程度。

Group perspectives グループの視点
13.1.9 
The group-wide supervisor should require a reinsurance strategy for the insurance group that 
includes the following issues: 

 its interaction with the group-wide, risk and capital management strategies ;
 how the risk appetite is achieved, on both a gross limit and net retention basis
 the appetite for reinsurer credit risk, including approved security criteria for 

reinsurance transactions and aggregate exposure criteria to individual or related 
reinsurers;

 the autonomy afforded to individual insurance legal entities to enter into “entity 

13.1.9
グループ全体の監督者は、以下の問題を含む当該保険グループの再保険戦略を要求
すべきである： 

 グループ全体での、リスク管理および資本管理の戦略との相互作用； 
 リスク選好が、総限度額および正味保有額の双方の基準(basis)でどのように
達成されるか； 

  再保険取引に関して承認された保障規準、および個々の再保険会社または関
係する再保険会社に対するエクスポージャー総計規準を含む、再保険会社の信
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specific” reinsurance arrangements, and the management and the aggregation of 
these exposures in the group-wide context;

 procedures for managing reinsurance recoverables, including required reporting from 
insurers; and 

 intra-group reinsurance strategy and practice 
 the use of alternative risk transfer, including capital markets risk transfer products.

用リスクの選好；
 「企業固有」の再保険取決めを締結するための、個々の保険法人に与えられた
自主性、および、グループ全体の状況における、これらのエクスポージャーの
管理および総計； 

 保険会社から要求される報告を含め、再保険回収可能額を管理するための手
順； 

 グループ内の再保険戦略および実務 
 資本市場でのリスク移転商品を含む、代替的なリスク移転の利用

13.2  
The supervisor requires ceding insurers to establish effective internal controls over the 
implementation of their reinsurance programme.

13.2
監督者は、出再保険会社に対して、自社の再保険プログラムの実施についての効果
的な内部統制を確立するよう要求する。

13.2.1 
Control of the reinsurance programme should be part of the ceding insurer’s overall system 
of risk management and internal controls (see ICP 8 Risk Management and Internal Controls). 
The supervisor should require that the controls and oversight in place are suitable in the 
context of the ceding insurer’s business.

13.2.1
再保険プログラムの統制は、出再保険会社の全般的なリスク管理制度および内部統
制の一部を成すべきである(ICP8 リスク管理と内部統制を参照)。監督者は、整備さ
れている統制と監視が、出再保険会社の事業に照らして適合することを要求すべき
である。

13.2.2 
The ceding insurer should ensure that the characteristics of its reinsurance programme, 
including the credit risk posed by the reinsurer, are reflected in its capital adequacy 
assessment, as well as its ORSA(See ICP 16 Enterprise Risk Management for Solvency 
Purposes). 

13.2.2
出再保険会社は、再保険会社によって課される信用リスクを含む、自社の再保険プ
ログラムの特徴が資本十分性評価および ORSA に反映されるよう確保すべきである
(ICP16 ソルベンシー目的のための ERMを参照)。 

Credit risk posed by the reinsurer 再保険会社によって課される信用リスク
13.2.3 
When developing the reinsurance programme the ceding insurer should consider its appetite 
for reinsurer credit risk. Reinsurers may face solvency issues, leading to delayed payment or 
default, and this can have significant consequences for the solvency and liquidity of the 
ceding insurer.

13.2.3
再保険プログラムの策定に際して、出再保険会社は、再保険会社の信用リスクへの
選好を考慮すべきである。再保険会社は、ソルベンシー問題に直面する可能性があ
り、支払いの遅延または債務不履行につながり、また、このことで、出再保険会社
のソルベンシーおよび流動性に重大な影響を及ぼしうる。

13.2.4 
In practice, ceding insurers have various options to mitigate reinsurer credit risk, for example:

 establishing criteria on the financial strength and claims payment record of eligible 
reinsurers; 

 setting limits on risks ceded to a single reinsurer; 
 ensuring a spread of risk amongst a number of reinsurers; 
 incorporating rating downgrade or other special termination clauses into the 

13.2.4
実務上、出再保険会社は、再保険会社の信用リスクを軽減する、例えば、以下のよ
うな様々なオプションを有している。： 

 適格な再保険会社の財務力および保険金支払記録に関する規準を設定するこ
と； 

 単独の再保険会社に出再されるリスクに制限を設けること； 
 多数の再保険会社内でのリスク分散を確保すること；
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reinsurance contract; 
 requiring the reinsurer to post collateral (the ability to require this may depend upon 

the relative commercial strengths of the ceding insurer and reinsurer);  
 proactively monitoring reinsurance claims recoveries; and 
 withholding reinsurer’s funds., 

 再保険契約に、格下げ、または他の特別な解約条項を組込むこと；
 再保険会社に対して担保の差入れを要求すること（このことを要求する権能
は、出再保険会社および再保険会社の相対的な営業力（commercial strength）
に左右される場合がある）；および、 

 再保険代位の積極的なモニタリング 
 再保険会社の資金の留保

Approved security criteria 承認された保障規準
13.2.5 
The ceding insurer should have in place procedures for identifying reinsurers that meet its 
security requirements. If a ceding insurer develops a pre-approved list of reinsurers, there 
should also be processes for dealing with situations where there is a need to assess reinsurers 
outside any pre-approved list. Ceding insurers may have their own credit committees to make 
their own assessment of the risk. 

13.2.5
出再保険会社は、保証の要件を満たしている再保険会社を特定するための手続きを
整備しているべきである。また、出再保険会社が事前に承認されている再保険会社
のリストを作っている場合は、予め承認された何らかのリストにない再保険会社を
評価する必要がある状況に対処するためのプロセスも備えるべきである。出再保険
会社は、自社独自のリスク評価を行うための自社独自の信用委員会を設置すること
ができる。

13.2.6 
In line with other approaches to identifying appropriate reinsurers, any approved security 
criteria should be derived from a high level statement of what reinsurance security will be 
acceptable to the ceding insurer, which may be based on: 

 external opinions; 
 the ceding insurer’s own view of the reinsurer; 
 minimum levels of capital; 
 duration and quality of relationship; 
 expertise of the reinsurer; 
 levels of retrocession; 
 reinsurance brokers’ security criteria; or 
 a mixture of these and other factors. 

13.2.6
適切な再保険会社を特定する他のアプローチに従い、承認されたあらゆる保障規準
は、出再保険会社にとってどのような再保険保障が受入可能かについて述べるハイ
レベルの一覧表（statement）から導き出されるべきであり、それは、以下に基づき
うる： 

 外部からの意見； 
  再保険会社についての出再保険会社独自の見解； 
 資本の最低水準； 
  取引関係の期間および質； 
 再保険会社の専門知識； 
  再々保険の水準； 
 再保険ブローカーの保障規準；または 
 これらの組合せ、および他の要素

Aggregate exposure limits or guidelines エクスポージャー総計の制限または指針
13.2.7 
A ceding insurer should set prudent limits or guidelines reflecting security and size of the 
reinsurer, in relation to its maximum aggregate exposure to any one reinsurer or to a group 
of related reinsurers, which would be complementary to any supervisory limits or guidelines.

13.2.7
出再保険会社は、あらゆる監督上の制限または指針の補完となるであろう、再保険
会社 1 社または関連する再保険会社のグループへの最大のエクスポージャー総計に
関連して、再保険会社の保障および規模を反映するプルーデントな制限または指針
を定めるべきである。

13.2.8 
The ceding insurer should have in place procedures for monitoring this aggregate exposure 
to ensure that these limits or guidelines are not breached. The ceding insurer should also 

13.2.8
出再保険会社は、これらの制限または指針に違反がないことを確認するため、この
エクスポージャー総計をモニターするための手続きを整備すべきである。出再保険
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have procedures to manage excess concentrations going forward, such as bringing them back 
within limits or guidelines..  

会社はまた、ガイドライン内に押し戻すなど、今後の過度の集中の進展を防ぐため
の手順を有しているべきである。 

Matching of underlying underwriting criteria 原契約の引受規準のマッチング
13.2.9 
The ceding insurer should give due consideration to the risk posed by a mismatch in terms 
and conditions between reinsurance contracts and the underlying policies. The ceding 
insurer may bear a greater net exposure than it initially intended because of this gap.

13.2.9
出再保険会社は、再保険契約と原契約間の取引条件のミスマッチにより生じるリス
クについて、十分に考慮すべきである。出再保険会社は、このギャップを理由に、
当初意図していたよりも多大な正味エクスポージャーを負う可能性がある。

Criteria and procedures for purchasing facultative cover 任意保障購入のための規準および手続き
13.2.10 
The ceding insurer should have appropriate criteria in place for the purchase of facultative 
coverage. Any facultative reinsurance coverage bought should be linked to the procedures 
for aggregations and recovery management. 

13.2.10
出再保険会社は、任意保障の購入に関する適切な規準を整備すべきである。購入さ
れたあらゆる任意再保険保障は、統合および回収損害額（recovery）管理のための手
続きとリンクすべきである。

13.2.11 
The ceding insurer should have a specific process in place to approve, monitor and confirm 
the placement of each facultative risk. If facultative reinsurance is necessary to ensure that 
acceptance of a risk would not exceed maximum net capacity and/or risk limits, such 
reinsurance should be secured before the ceding insurer accepts the risk. 

13.2.11
出再保険会社は、個々の任意リスクの配分について承認、監視、および確認するた
めの具体的なプロセスを整備するべきである。リスクの引受けが、正味引受能力の
最大額および／またはリスク制限を超過しないよう確保するために、任意再保険が
必要な場合、出再保険会社が当該リスクを引受ける前に、そのような再保険が担保
されるべきである。

Operational risk related to contract documentation 契約の文書化に関連するオペレーショナル・リスク
13.2.12 
In order to reduce the risk and scope of future disputes, the ceding insurer and the reinsurer 
should have in place processes and adequate controls to document the principal economic 
and coverage terms and conditions of reinsurance contracts clearly and promptly. 

13.2.12
将来の紛争が生じるリスクおよびその範囲を減じるために、出再保険会社および再
保険会社は、再保険契約の主要な経済的および保障上の契約条件を明確かつ速やか
に文書化するためのプロセスおよび適切な統制を整備すべきである。

13.2.13 
Ceding insurers and reinsurers should finalise the formal reinsurance contract without undue 
delay, ideally prior to the inception date of the reinsurance contract. 

13.2.13
出再保険会社および再保険会社は、不当な遅滞なく、望ましくは再保険契約の開始
日に先んじて、正式な再保険契約をまとめるべきである。

13.2.14 
All material reporting due to and from reinsurers should be timely and complete, and 
settlements should be made as required by the reinsurance contract. 

13.2.14
再保険会社による、および再保険会社からの重要な報告の全ては、タイムリーかつ
完璧なものとすべきであり、また、再保険契約で要求される通りに決済されるべき
である。

13.2.15 
The ceding insurer should consider how its reinsurance contracts will operate in the event of 
an insolvency of itself or its reinsurer.

13.2.15
出再保険会社は、自身のまたはその再保険会社の支払い不能時に、自身の再保険契
約をどのように機能するか検討すべきである。

13.2.16 
The supervisor should have access, on request, to material reinsurance documentation. In 

13.2.16
監督者は、要求することで、再保険に関する重要な証拠書類にアクセスできるべき
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case of indications of significant uncertainties in terms of reinsurance documentation, the 
supervisor should take into account the resulting underwriting, operational and legal risks 
when considering the effects of reinsurance on the ceding insurer’s solvency. 

である。再保険の証拠書類に関して、重大な不確実性の兆候がある場合、監督者は、
出再保険会社のソルベンシーに再保険が及ぼす影響を考慮する上で、結果として生
じる引受リスク、オペレーショナル・リスク、および法的リスクを勘案すべきであ
る。

13.3  
The supervisor requires ceding insurers to demonstrate the economic impact of the risk 
transfer originating from their reinsurance contracts.

13.3
監督者は出再保険会社に対して、その再保険契約から生じるリスク移転の経済的影
響を証明するよう要求する。

13.3.1 
The supervisor should regard as a reinsurance contract an agreement that transfers sufficient 
insurance risk to be considered insurance under jurisdictional rules. 

13.3.1 監督者は、管轄区域内の法制で保険とみなされることになる保険上のリスク
を十分移転する契約を、再保険契約とみなすべきである。 

13.3.2  
In general, a contract should be considered as a loan or deposit if, during its development, 
the ceding insurer has the unconditional obligation to indemnify the reinsurer for any 
negative balances that may arise out of the contractual relationship. This characteristic does 
not result in risk transfer. All liabilities of the ceding insurer should be contingent on the 
proceeds of the underlying insurance business.

13.3.2
一般に、経過において、契約関係に基づき出再保険会社が再保険会社に発生した赤
字収支に対する無条件の補償義務を負う場合、義務契約はローンまたは預金とみな
されるべきである。この特徴はリスク移転をもたらさない。出再保険会社の債務は、
すべて裏付けとなる保険業務の収益によるものであるべきである。 

13.3.3 
 Upon request from the supervisor, the ceding insurer should provide sufficient information 
about its reinsurance contracts to allow the supervisor to make informed judgments about 
the substance of the risk transfer (i.e., the degree of risk transfer in an economic sense).

13.3.3
監督者の要請を受けた場合、出再保険会社は監督者がリスク移転の実態に関する情
報を得た上で判断できるようにするために、十分な情報を提供すべきである（すな
わち、経済的観点からのリスク移転の程度）。

13.3.4 
Where there are concerns of inappropriate reporting with respect to the degree of risk 
transfer, the supervisor should assess the substance of the reinsurance contract entered into 
by the ceding insurer and how it has been reported by the ceding insurer. Further, the 
supervisor should be able to assess the impact that the ceding insurer’s reinsurance contracts 
have on the ceding insurer’s capital requirements. The supervisor should challenge Senior 
Management of the ceding insurer on the purpose of individual contracts where appropriate.

13.3.4
リスク移転の程度に関して、不適切な報告がされる懸念がある場合、監督者は、出
再保険会社によって締結された再保険契約の内容について、および、当該契約がど
のように出再保険会社から報告されているか評価すべきである。さらに、出再保険
会社の再保険契約が出再保険会社の資本要件に及ぼす影響を評価できるべきであ
る。監督者は、必要に応じ個別の契約の目的について出再保険会社の上級管理職を
問いただすべきである。 

Finite reinsurance ファイナイト再保険
13.3.5 
Finite reinsurance is a generic term that, for the purposes of this ICP, is used to describe a 
spectrum of reinsurance arrangements that transfer limited risk relative to aggregate 
premiums that could be charged under the contract.

13.3.5
ファイナイト再保険は、本 ICP の目的上、契約において課されうる総保険料に比例
する限られたリスクを移転する再保険取決めを様々に表す際に用いられる総称であ
る。

13.3.6 
Finite reinsurance transactions are legitimate forms of reinsurance arrangements; however, 
it is essential that they are accounted for appropriately. In particular, only contracts that 
transfer sufficient insurance risk in order to meet the requirements of the relevant 

13.3.6
ファイナイト再保険の取引は、再保険取決めの合法的なものである；しかしながら、
それらが適切に会計処理されることが重要である。特に、各管轄区域で施行されて
いる適切な会計基準の要件を満たすために、十分な保険リスクを移転する保険契約
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accounting standards in force in each jurisdiction can be accounted for as reinsurance. のみが、再保険として会計処理が可能である。

13.3.7 
The supervisor should pay particular attention to reinsurance contracts that have, or appear 
to have, limited levels of risk transfer which may change over the duration of the contract. 
Only the amount of risk transferred under finite reinsurance contracts should be included in 
the regulatory capital calculations of the ceding insurer. 

13.3.7
監督者は、限定的な水準のリスク移転を伴う、または伴うように見える再保険契約
につき、そういった契約が契約期間の間に変質する場合があることから、特に注意
すべきである。ファイナイト再保険契約で移転されたリスクの総計のみが、出再保
険会社規制上の資本計算に含まれるべきである。 

13.4 
When supervising ceding insurers purchasing reinsurance across borders, the supervisor 
takes into account the supervision performed in the jurisdiction of the reinsurer.

13.4
国境を越えて再保険を購入する出再保険会社を監督する際に、監督者は、再保険会
社の管轄区域で実施される監督を考慮する。

13.4.1 
The cross-border nature of reinsurance transactions, together with the relative sophistication 
of the market participants involved in reinsurance, are key elements that the supervisor 
should consider when supervising ceding insurers.

13.4.1
再保険取引の国境を越える性質は、再保険に関与する市場参加者の比較的高度な知
識と相まって、監督者が出再保険会社を監督する際に考慮すべき主要素である。 

13.4.2 
Taking into account the supervision performed in the jurisdiction of the reinsurer may help 
the supervisor to assess the overall risk profile of the ceding insurer. This can be done, for 
example, by reviewing the supervisory framework and practices in the jurisdiction of the 
reinsurer, or by engaging in supervisor-to-supervisor dialogue.

13.4.2
再保険会社の管轄区域で実施された監督を考慮することは、監督者が出再保険会社
の全般的なリスク・プロファイルを適切に評価する助けになる場合がある。これは、
再保険会社の管轄地域で行われた監督の枠組みとその実務をレビューし、または監
督者間の対話に参加することで可能である。

Supervisory recognition 監督上の認定
13.4.3 
The supervisor can benefit from relying on supervision performed in the jurisdiction of the 
reinsurer. Benefits may include, for example, strengthened supervision as well as more 
efficient use  of resources by the supervisor of the ceding insurer.

13.4.3
監督者は、再保険会社の管轄区域で実施された監督を信頼することにより、恩恵を
得ることができる。恩恵には、例えば、強化された監督、ならびに、出再保険会社の
監督者によるリソースのより効率的な活用を含みうる。

13.4.4 
Where supervisors choose to recognise aspects of the work of other supervisory authorities, 
they should consider putting a formal supervisory recognition arrangement in place (see ICP 
3 Information Exchange and Confidentiality Requirements).

13.4.4
監督者が、他の監督当局の取組み例について認定を選択する場合、当該監督者は、
正式な監督上の認定の取決めの整備を検討すべきである（ICP 3「情報交換および守
秘義務要件」を参照）。

13.4.5 
Supervisory recognition can be conducted through unilateral, bilateral and multilateral 
approaches to recognition. All three approaches recognise the extent of equivalence, 
compatibility or, at least, acceptability of a counterparty’s supervisory system. Bilateral and 
multilateral approaches typically incorporate a mutuality component to the recognition 
element, indicating that this is reciprocal.

13.4.5
監督上の認定は、認定への片務的、双務的、および多角的なアプローチを通じて行
われうる。3つのアプローチの全ては、相手方の監督制度の同等性、比較可能性、ま
たは、少なくとも、受入可能性の程度を認定する。双務的および多角的なアプロー
チには、一般的に、相互であることを示す認定要素に対する相関の構成要素を含む。

13.5 13.5
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The supervisor requires the ceding insurer to consider the impact of its reinsurance 
programme in its liquidity management.

監督者は、出再保険会社に対して、流動性管理に際して、再保険プログラムの影響
を考慮するよう要求する。

13.5.1 
Given the nature and direction of cash flows within a ceding insurer, liquidity risk historically 
has not been considered to be a major issue in the insurance sector. However, there can be 
liquidity issues within an individual ceding insurer which could arise specifically from the 
ceding insurer’s reinsurance programme.

13.5.1
出再保険会社内のキャッシュフローの性質および傾向を考慮すると、保険セクター
では流動性リスクは歴史的に見て主要な問題であるとは考えられていなかった。し
かしながら、個々の出再保険会社内には、特に、出再保険会社の再保険プログラム
から発生しうる、流動性の問題が存在する可能性がある。

13.5.2 
Reinsurance contracts do not remove the ceding insurer’s underlying legal liability to its 
policyholders. The ceding insurer remains liable to fund all valid claims under contracts of 
insurance it has written, regardless of whether they are reinsured or not. For this reason, a 
large claim or series of claims  could give rise to cash flow difficulties, if there are delays in 
collecting from reinsurers or in the ceding insurer providing proof of loss to reinsurers. 

13.5.2
再保険契約は、保険契約者に対する出再保険会社の原契約の法的責任を除去するも
のではない。再保険の付保の有無に関わらず、出再保険会社は、自身が引受けた保
険契約に基づく有効な保険金請求の全てに支払いを行う責任を依然として有してい
る。このため、多額の保険金支払または一連の保険金支払は、再保険会社による払
出し、または出再保険会社から再保険会社への損害見積書の提出が遅れた場合には、
キャッシュフローの困窮を引き起こしうる。

13.5.3 
The supervisor should require ceding insurers to take appropriate measures to manage their 
liquidity risk, including funding requirements in adverse circumstances. As with all risks, the 
insurer should develop its own response to the level of risk it faces and the supervisor should 
assess these responses. There are a number of ways in which liquidity risk may be mitigated. 
For example, some insurers choose to arrange a line of credit from a bank in order to deal 
with short-term liquidity issues.

13.5.3
監督者は、出再保険会社に対し流動性リスクを管理するために逆境時の資本要件を
含む適切な手段を講じるよう求めるべきである。保険会社は、全てのリスクと同様
に、自社が直面するリスク水準に対する自社独自の対応を発展させるべきであり、
監督者はそれらの対応を評価すべきである。流動性リスクを軽減しうる方法は多数
存在する。例えば、一部の保険会社は、短期の流動性問題に対処するために、銀行
による信用供与枠を手配することを選択する。

13.5.4 
Ceding insurers may make arrangements with their reinsurers in order to mitigate their 
liquidity risk. These arrangements, if used, may include clauses that trigger accelerated 
payment of amounts due from reinsurers in the event of a large claim and/or the use of 
collateral or deposit accounts, giving ceding insurers access to funds as needed. Use of such 
arrangements is a commercial matter between the ceding insurer and reinsurer. 

13.5.4
出再保険会社は、自社の流動性リスクを軽減するために、再保険会社と取決めを交
わす可能性がある。使用される場合には、これらの取決めには、必要に応じて出再
保険会社に資金入手を可能とした上で、多額の保険金支払いの際に再保険会社から
支払われるべき金額の迅速な支払い、および／または担保もしくは預金口座を使用
するきっかけとなる条項が含まれうる。そのような取決めの利用は、出再保険会社
と再保険会社間の事業上の問題である。

13.5.5 
External triggers can give rise to liquidity issues, especially where reinsurers have retroceded 
significant amounts of business. If a reinsurance contract contains a downgrade clause that 
gives the ceding insurer the right to alter the contract provisions, or obliges the reinsurer to 
post collateral with a ceding insurer to cover some or all of its obligations to that ceding 
insurer, such action may cause liquidity issues among reinsurers and may be pro-cyclical. 
Therefore, the supervisor should be aware of the potential consequences of such triggers for 
the overall efficiency and stability of the market.

13.5.5
特に再保険会社が保険契約の相当な額を再出再した場合に、外部的な誘因によって
流動性の問題が生じうる。再保険契約に、出再保険会社に契約条項を変更する権利
を与える格下げ条項（downgrade clause）が含まれる場合、または、再保険会社が
出再保険会社に対して負う債務の一部または全額を保証するために、出再保険会社
への担保差入れを再保険会社に義務付ける場合、そのような措置は、再保険会社間
に流動性の問題を引き起こす可能性があり、また、プロシクリカルとなりうる。し
たがって、監督者は市場における全体的な効率性および安定性についての、そのよ
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うな誘因の潜在的な影響を認識しているべきである。
13.5.6 
The supervisor should require ceding insurers to take appropriate measures to manage their 
liquidity risk including funding requirements in reasonably adverse circumstances.

13.5.6
監督者は、出再保険会社に対して、ある程度の逆境における資金調達要件を含む、
流動性リスクを管理するための適切な措置を講じるよう要求するべきである。

13.6 
In jurisdictions that permit risk transfer to the capital markets, the supervisor understands 
and assesses the structure and operation of such risk transfer arrangements, and addresses 
any issues that may arise.

13.6
資本市場へのリスク移転が認められている管轄区域において、監督者は、そのよう
なリスク移転の取決めの構造および運用を把握ならびに評価し、また、生じうるあ
らゆる問題を取扱う。

13.6.1 
A wide range of techniques has been developed to allow the transfer of insurance risk to the 
capital markets, resulting in a diversity and complexity of risk transfer arrangements.

13.6.1
資本市場への保険リスクの移転を可能とするために、広範囲にわたる技術が開発さ
れ、結果として、リスク移転取決めの多様性および複雑性が生じている。

13.6.2 
In general, arrangements used to enable risk transfer to the capital markets operate like 
mainstream reinsurance. For example, risk is transferred via a reinsurance contract with 
similar terms and conditions to any other reinsurance contract. Further, the risk assuming 
entity is a reinsurer subjected to licensing conditions like any other reinsurer. The defining 
feature of these risk transfer arrangements is the direct funding of the reinsurance risk 
exposure with funds raised, often exclusively, in the capital markets. 

13.6.2
一般的に、取決めは、資本市場へのリスク移転が、主力の再保険のように機能でき
るようにするために用いられる。例えば、リスクは、他のあらゆる再保険契約と同
様の条件を伴う再保険契約を通じて移転される。さらに、リスクを引受ける事業体
は、他のあらゆる再保険会社と同様に、免許付与条件の対象となる再保険会社であ
る。これらのリスク移転取決めの決定的な特徴は、多くは、専ら資本市場での資金
調達を伴う、再保険リスクのエクスポージャーの直接的な資金調達となっているこ
とである。

13.6.3 
Insurance risk transfer to the capital markets can occur by making use of a wide variety of 
arrangements. Arrangements in the non-life sector are often broadly classified into four 
groups: 1) catastrophe bonds (cat bonds); 2) collateralised reinsurance; 3) industry loss 
warranties (ILWs); and 4) sidecars. These four groups, which are not mutually exclusive, focus 
on different elements of the risk transfer arrangements: 

 cat bonds take the name from the financial instrument (i.e. a 
debt security) issued to fund a reinsurance exposure, usually a catastrophe; 

 collateralised reinsurance is generally used to highlight a credit risk mitigation feature 
of certain insurance transactions (i.e. the collateralisation of the insurance exposure);

 ILWs refer to a range of financial instruments used by counterparties, who may or may 
not be insurers, to buy or sell protection related to insurance risks; and 

 sidecars refer to a legal entity created ‘on the side’ of an insurer that is used to transfer 
insurance risk, usually to the capital markets. 

To illustrate that these are not mutually exclusive, there could be a sidecar that underwrites 
insurance risk via an ILW and funds the exposure through an issuance of cat bonds, the 

13.6.3
資本市場への保険リスクの移転は、多様な取決めを利用することで発生しうる。損
害保険セクターにおける取決めは、大きく、1)キャットボンド；2)担保付再保険；3)
業界損害保証制度（ILWs）；および 4)サイドカーの 4 つのグループに区分されるこ
とが多い。これらの４つのグループは、互いに排他的ではなく、以下のような、リ
スク移転の取決めの様々な要素に重点を置く： 

 キャットボンドは金融商品から名付けられ（すなわち、債券）、通常は巨大災
害である保険のエクスポージャーに資金供与するために発行される； 

 担保付保険は、一般的に、特定の保険取引の信用リスク軽減の特徴を強調する
ために使用される（すなわち、再保険エクスポージャーの担保化）； 

  ILWs は、取引相手（これは保険会社の場合も保険会社でない場合もある）が、
保険リスクに関連する保障を売買するために利用する、一連の金融商品のこと
を言う；および 

 サイドカーとは、通常、保険リスクを資本市場に移転するために利用される保
険会社を支える目的で創設された法人を指す。 

これらが互いに排他的ではないことを解説すると、ILW を通じて保険リスクを引受
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proceeds of which are used to collateralise the reinsurance risk assumed. け、また、当該エクスポージャーにキャットボンドの発行により資金供与し、その
支払保険金は、引受けた再保険リスクの担保として利用される、サイドカーが存在
しうる。

13.6.4 
In the life sector, some arrangements are similar to the non-life sector (for example, mortality 
bonds, which operate like cat bonds). Other life insurance arrangements have specific 
features that are not used in non-life insurance, such as the funding of certain portions of 
the ceding insurer’s reserves.

13.6.4
生命保険セクターでは、一部の取決めが損害保険セクターと類似している（例えば、
死亡債券で、キャットボンドのように機能するもの）。その他の生命保険の取決めに
は、出再保険人の準備金の一定部分への資金供与など、損害保険では利用されない、
明確な特徴がある。

13.6.5 
Despite the many similarities with mainstream insurance, transactions transferring insurance 
risk to the capital markets have special features that the supervisor should bear in mind in 
order to assess the appropriateness and effectiveness of their use by ceding insurers and 
reinsurers.

13.6.5
主力の保険と多くの共通点があるにもかかわらず、保険リスクを資本市場に移転す
る取引には、出再保険会社および再保険会社による当該取引の利用の適切性および
有効性を評価するために、監督者が念頭に置くべき独自の特徴がある。 

Initial assessment 初期評価
13.6.6 
Insurance risk transfer to the capital markets usually entails the creation of a dedicated entity 
or a legally ring-fenced arrangement, specifically constituted to carry out the transfer of risk. 
These are referred to by a variety of names, such as special purpose vehicles, special purpose 
reinsurance vehicles, or special purpose insurers; for the purpose of this ICP, they are 
collectively referred to as special purpose entities (SPEs).

13.6.6
資本市場への保険リスクの移転は、通常、リスクの移転を行うために特別に構成さ
れる専用の事業体の設立、または法的に隔離された取決めを伴う。これらは、特別
目的ビークル、特別目的再保険ビークル、または特別目的保険会社など、様々な呼
び方がなされ、本 ICPの目的上、これらはまとめて、特別目的事業体（SPEs）と呼
ばれる。

13.6.7 
The main purpose of an SPE is to assume insurance risk, funding the exposure by raising funds 
in the capital markets, and to be dismantled once its purpose has been fulfilled. Importantly, 
as SPEs conduct insurance business, the supervisor should consider licensing them as 
insurers (see ICP 4 Licensing). Licensing of SPEs should be appropriately tailored to take into 
consideration the unique characteristics of SPEs. In this respect, close collaboration among 
those supervising ceding insurers and those supervising SPEs before authorisation of the SPE 
and on an on-going basis can be particularly helpful. 

13.6.7
SPE の主な目的は、保険リスクを引受け、資本市場において資金調達することで、
エクスポージャーに資金供与すること、および、その目的が達成された時点で解散
することである。重要なことは、SPEs は保険業務を行うので、監督者はそれらに保
険会社として免許を付与することを検討すべきということである（ICP 4「免許付与」
を参照）。SPEs 固有の性質を考慮するよう、SPEs への免許付与は、適切に調整され
るべきである。この点について、出再保険会社の監督を行う監督者と、SPEs の監督
を行う監督者の間で、SPE の認可前および、継続ベースでの緊密な協調は、特に有
用となりうる。

13.6.8 
Key elements of any SPE structure include: 

 the insurance risk that it assumes is “fully funded” (i.e., that the exposure taken by the 
SPE is funded across a range of foreseeable scenarios from the time the SPE goes on 
risk to the time it comes off risk); 

 the claims of any investors in the SPE are subordinate to those of the ceding insurer; 
and

13.6.8
あらゆる SPE構造の主要素には、以下が含まれる： 

 SPE が引受けるリスクが「全額出資される」（すなわち、SPEが引受けるエク
スポージャーが、SPE がリスクの引受を開始する時点から、リスクを除去する
時点までの、予測可能なシナリオの範囲にわたり、出資されること）； 

 SPE へのあらゆる投資家の請求権（claims）が出再保険会社の請求権に劣後す
ること；および
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 the investors in the SPE have no recourse to the ceding insurer in the event of an 
economic loss.

 SPE への投資家が、経済的損失時に、出再保険会社に対する償還請求権を持た
ないこと。

13.6.9 
In order to be able to understand and assess whether an SPE structure meets the criteria 
above, the supervisor should take the following into account: 

 ownership structure of the SPE; 
 suitability of the Board and Senior Management of the SPE; 
 the SPE's management of credit, market, underwriting and operational risks; 
 investment and liquidity strategy of the SPE; 
 ranking and priority of payments; 
 extent to which the cash flows in the SPE structure have been stress tested; 
 arrangements for holding the SPE’s assets (e.g. trust accounts) and the legal ownership 

of the assets; 
 extent to which the SPE’s assets are diversified; and 
 use of derivatives, especially for purposes other than risk reduction and efficient 

portfolio management. 

13.6.9
SPE の構造が、上述の規準を満たすかどうか把握し、かつ評価できるために、監督
者は、以下を考慮すべきである： 

 SPE の所有者構造； 
 SPE の取締役会および上級管理職の適格性； 
 SPE の信用リスク、市場リスク、引受リスク、およびオペレーショナル・リス
クの管理； 

 SPE の投資および流動性戦略； 
 支払の順位および優先度； 
 SPE 構造内のキャッシュフローがストレステストを受けている程度 
 SPE の資産保有の取決め（例えば、信託勘定）および、資産の法所有権 

 SPE の資産が分散化している程度；および 
 特に、リスク軽減および効率的なポートフォリオ管理以外の目的でのデリバテ
ィブの利用。

13.6.10 
Understanding the role of all the parties to the SPE arrangement is critical to understanding 
the underlying risks, particularly as these may be fundamentally different from those 
involved in a traditional reinsurance transaction. The supervisor should understand and 
assess, among other things, the: 

 extent to which key parties have been fully disclosed (e.g. sponsor, (re)insured, 
investors, advisors, counterparties) and are known to the supervisor; 

 extent to which potential conflicts of interest between all parties to the SPE have been 
adequately disclosed and addressed (such as situations where sponsors also take a 
managing role); 

 credit risk associated with key service providers, including financial guarantors used to 
protect the position of investors. 

 degree of basis risk that is assumed by the ceding insurer and to what extent this could 
have immediate ramifications for the ceding insurer’s financial position in case of a 
loss; 

 details of the SPE’s management arrangements and key personnel; 
 third party assessments of the SPE structure (e.g. by credit rating agencies); 
 expertise of the legal advisors involved; 
 robustness of any financial or actuarial projections, if applicable (e.g. if triggers are 

13.6.10
SPE 取決めの全ての関係者の役割を把握することは、原契約のリスクを把握するた
めに不可欠であるが、これは、特に、伝統的な再保険取引に関与する関係者とは根
本的に異なる可能性があるからである。監督者は、特に、以下について把握および
評価すべきである： 

 主要な関係者（例えば、スポンサー、被（再）保険者、投資家、相談役、取引
相手）が完全に開示されている範囲、および監督者に知らされていること； 

 SPE の全ての関係者間の潜在的な利益相反が適正に開示され、かつ対処され
ている程度（スポンサーが管理的役割も担っている状況など）； 

 投資家の立場を保護するために用いられる財務保証人を含む、主要なサービス
提供者に付随する信用リスク。 

 出再保険会社が引受けるベーシス・リスクの程度、および、このことが損失発
生時の出再保険会社の財政状態に即座に波及する範囲； 

 SPE の経営陣の配置および主要な人員の詳細； 
 SPE の構造に関する（例えば、信用格付機関による）第三者評価； 
 関与する法律顧問の専門知識； 
 該当する場合、財務上および保険数理上の将来予測の堅固性（例えば、トリガ
ーが損失填補ベースの場合）；および
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indemnity based); and, 
 disclosure of outsourcing agreements.

 外部委託契約の開示；

13.6.11 
As many SPEs are designed to operate with a minimum of day-today management, the 
supervisor should understand and assess the extent to which the systems of risk 
management and internal controls are adequate and proportionate to the nature of the 
underlying risks and to the complexity and expected lifespan of the SPE structure.

13.6.11
多くの SPE が、日々の経営を最低限に抑えて事業運営するよう意図されているた
め、監督者は、リスク管理および内部統制の制度が、原契約のリスクの性質ならび
に、SPE の構造の複雑性および想定される存続期間を踏まえ適正となり、かつ相応
する程度について、把握および評価すべきである。

13.6.12 
The systems of risk management and internal controls of the SPE, should ensure that, at a 
minimum: 

 investment restrictions are not breached; 
 interest payments, dividends, expenses and taxes are properly accounted for; 
 movements above established thresholds in assets and collateral accounts are 

reported; 
 assets are legally existent and technically identifiable; and 
 liabilities can be determined on a timely and accurate basis and obligations satisfied in 

accordance with the underlying contracts.

13.6.12
SPE のリスク管理および内部統制の制度では、最低限、以下を確保すべきである：

 投資制限に違反していないこと； 
 利払い、配当金、費用および税金が適切に会計処理されていること； 
 資産勘定および担保勘定における、設定された閾値を超える傾向が報告されて
いること； 

 資産が合法的に存在し、かつ、技術的に識別可能であること； 
 負債がタイムリーかつ正確な根拠で算定可能なこと、および、債務が原契約に
従って弁済されること。 

13.6.13 
The supervisor should understand and assess: 

 the systems of risk management and internal controls of the SPE, particularly the 
extent to which these are sufficient to ensure effective operation in compliance with 
the SPE’s legal and supervisory obligations; and 

 operational risks within the SPE structure and any mitigation arrangements. 

13.6.13
監督者は、以下を把握および評価すべきである： 

 SPE のリスク管理および内部統制の制度、特に、それらが SPE の法的義務お
よび監督上の義務に従って、効果的な運営を確保するのに十分な程度；および

 SPE の構造内のオペレーショナル・リスクおよびあらゆる軽減に関する取決
め

Basis risk ベーシス・リスク
13.6.14 
The supervisor should understand and assess the extent to which SPE arrangements give rise 
to basis risk. This arises where the trigger for indemnity under the SPE arrangement is 
different from the basis on which underlying protected liabilities can arise.

13.6.14
監督者は、SPE の取決めにより生じるベーシス・リスクの程度を把握および評価す
べきである。ベーシス・リスクは、SPE 取決めに基づく損失填補のトリガーと、原
契約の保護対象の負債が生じうる際の基準とが異なる場合に発生する。

13.6.15 
Where SPEs contain indemnity triggers (i.e., recovery from the SPE is based on the actual loss 
experience of the ceding insurer) basis risk is unlikely to be an issue. However, many SPEs 
contain nonindemnity triggers, such as parametric triggers (driven by objectively measurable 
events) or modelled triggers (driven by the outcome of modelled, industry-wide losses). In 
such cases, there may be events where the ceding insurer will remain exposed to its 
underlying policyholders without having recourse to the SPE.

13.6.15
SPEs に、損失填補のトリガーが含まれる（すなわち、SPEからの回収額が出再保険
会社が実際に経験した損失に基づいている）場合、ベーシス・リスクが問題になる
可能性は低い。しかしながら、多くの SPEs には、パラメトリックなトリガー（客
観的に測定可能な事象に誘引される）、または、モデル化されたトリガー（モデル化
された、業界全体の損失の結果に誘引される）など、損失填補以外のトリガーが含
まれる。そのような場合、出再保険会社は、SPE に対する償還請求権を持たずに、
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自社の原契約の保険契約者に引続き接する結果となりうる。
13.6.16 
Basis risk should be considered with reference either to the amount of credit given by the 
supervisor of the ceding insurer for the SPE arrangement or in the capital requirement of the 
ceding insurer, where such mechanisms are used.

13.6.16
ベーシス・リスクは、出再保険会社の監督者から SPEの取決めに対して付与される
信用額、または出再保険会社の資本要件における信用額といった仕組みが利用され
る場合、そのいずれかの信用額を参照して考慮すべきである。

13.6.17 
Additionally, in some jurisdictions the accounting and regulatory treatment of insurance risk 
transfer that uses non-indemnity triggers may be different from the accounting treatment of 
indemnity-based insurance. The supervisor should understand these accounting differences 
and the impact these may have on the financial statements of the ceding insurer and the 
reinsurer.

13.6.17
加えて、一部の管轄区域では、損失填補以外のトリガーを使用する保険リスク移転
についての会計処理および規制上の処理は、損失填補に基づく保険の会計処理とは
異なる可能性がある。監督者は、このような会計上の差異ならびに、この差異が出
再保険会社および再保険会社の財務諸表に及ぼしうる影響を把握すべきである。 

Ongoing Supervision 継続的な監督
13.6.18 
The supervisor should understand the various issues that emerge in the ongoing supervision 
of SPEs and their use. Consideration should be given to the following areas: 

 measures to be taken by the supervisor if any of the licensing or authorisation 
conditions are breached; 

 level of capital and ability of the SPE to continue to respond adequately should covered 
events occur; 

 level of reporting required by the supervisor in order to understand and assess 
whether the SPE is complying with its obligations; 

 the SPE’s response in the event of fluctuations in the values of invested assets (e.g. 
match/mismatch between collateral account and exposure, flow of premiums, fees, 
commissions); 

 arrangements put in place in the SPE to ensure that the“fully funded” condition is 
maintained in the case that the insurance risks assumed are rolled over from one risk 
period to another; and 

 where the SPE undertakes multiple transactions, arrangements put in place in the SPE 
to ensure that the funds corresponding to each transaction are appropriately 
segregated and legally insulated.. 

13.6.18
SPEs およびその利用に関する継続的な監督により発生する様々な問題を把握すべ
きである。以下の分野について考慮がなされるべきである： 

 免許付与条件または認可条件における何らかの違反の際に、監督者が講じるべ
き措置； 

 担保事象が発生するとした場合の、資本水準および適正に対応継続するための
SPEの能力； 

 SPE がその義務を遵守しているかどうかを把握し、評価するために、監督者が
義務付ける報告水準； 

 運用資産の価値変動の際（例えば、担保勘定とエクスポージャー、保険料のフ
ロー、料金、手数料との間のマッチ/ミスマッチ）の SPEの対応； 

 引き受保険リスクが、1つのリスク期間から別のリスク期間へ再投資される場
合に、「全額出資される」という条件が維持されるよう確保するために、SPE
内に取決めが整備されている；および 

 SPE が複数の取引を行う際に、各取引に対応する資金が適切に区分されるよ
う確保するために、SPE 内に取決めが整備され、法的に隔離されている。

Unwinding of SPE arrangements SPE の取決めの解消
13.6.19 
The unwinding of SPEs is often influenced by the dynamics of insurance losses. The 
supervisor should understand and gain comfort with the provisions in place to require orderly 
unwinding of SPEs. In particular, the supervisor should understand the process related to the 

13.6.19
SPEs の解消は、保険損失のダイナミクスに影響されることが多い。監督者は、SPEs
の秩序ある解消を要求するための規定が整備されていることを把握し、かつ、安心
を得るべきである。特に、監督者は、SPE の解消から新たに生じる、あらゆる残余
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generation, mitigation and management of any residual risk emerging from the unwinding of 
the SPE.

リスクの発生、軽減および管理に関連するプロセスについても把握すべきである。

13.6.20 
In addition, the supervisor should understand the process and stages that the SPE goes 
through when it comes to a natural end and its obligations have been fulfilled and the SPE is 
liquidated. There is a distinction between unwinding in the event of a loss and unwinding a 
transaction reaching legal maturity (without a loss having occurred). While the latter case is 
usually simple and straightforward, unwinding in a full or partial loss situation deserves close 
attention. Consideration should be given to the following areas: 

 issues relating to share buy-back and conditions to its materialisation; 
 issues relating to disposal of the investment portfolio; 
 “dismantling” of the SPE and residual risks; 
 where the SPE undertakes multiple transactions, issues relating to the segregation and 

legal insulation of assets per transaction; and 
 supervisory issues relating to risks which revert to the ceding insurer on termination 

of the arrangement. 

13.6.20
加えて、監督者は、SPEが自然消滅し、その債務が履行され、SPEが清算される際
に SPEが経験する、プロセスおよび段階を把握すべきである。損失事象での解消と、
（損失の発生なしに）法定償還期日に達した取引の解消との間には差異が存在する。
後者のケースは、通常、単純かつ明快である一方で、完全な、または部分的な損失
の状況での解消は、細心の注意が必要である。以下の分野に配慮すべきである： 

 自社株の買い入れに関する問題、およびその実現のための条件 
 投資ポートフォリオの処分に関する問題 
 SPE の「解体」および残余リスク 
 SPE が複数の取引を引き受ける際、取引ごとの資産の法的な分離および隔離
に係る問題；ならびに 

 取決めの満了に際し、出再保険会社に戻るリスクに関する、監督上の問題。
Considerations for supervisors of insurers ceding risks to SPEs SPEs にリスクを出再する保険会社の監督者の考慮事項
13.6.21 
Although in many jurisdictions insurance risk transfer to the capital markets is not permitted, 
the supervisor should consider that some of the insurers in its jurisdiction may be transferring 
insurance risk to SPEs located in another jurisdiction that permits insurance risk transfer to 
the capital markets. In this case, the supervisor of the ceding insurer should consider, among 
other things: 

 whether the risk transfer taking place involves an SPE that is licensed in the jurisdiction 
where the insurance risk is assumed; 

 the supervisory regime to which the SPE is subject in its jurisdiction; and 
 the extent to which the ceding insurer has adequately provided for the identification, 

assessment and management of the risks associated with transferring insurance risk 
to an SPE (e.g. credit risk, basis risk).

13.6.21 多くの管轄区域において、資本市場への保険リスクの移転は許可されていな
いものの、監督者は、自身の管轄区域内の一部の保険会社が、資本市場への保険リ
スクの移転を許可する、別の管轄区域に所在する SPEs に保険リスクを移転する可
能性を考慮すべきである。この場合、出再保険会社の監督者は、特に、以下につい
て考慮すべきである： 

 行われるリスク移転に、保険リスクが引受けられる管轄区域において免許付与
された SPEが関与するかどうか； 

 SPE が自社の管轄区域で対象となっている、監督制度 
 出再保険会社が、SPE への保険リスクの移転に付随するリスク（例えば、信用
リスク、ベーシス・リスク）の特定、評価および管理のために、適正に準備す
る程度
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ICP 14Valuation
The supervisor establishes requirements for the valuation of assets and 
liabilities for solvency purposes.

Introductory Guidance  

Application  

14.0.1 The IAIS considers it is most desirable that the methodologies for 
calculating items in general purpose financial reports can be used for, or are 
substantially consistent with, the methodologies used for regulatory reporting 
purposes, with as few changes as possible to satisfy regulatory requirements. 
However, the IAIS also recognises that this may not be possible or appropriate in 
all respects, considering the differing purposes. The IAIS believes it is essential 
that differences between general purpose financial reports and published 
regulatory reports are publicly explained and reconciled.  

14.0.2 The IAIS considers that differences between technical provisions for 
general purpose financial reports and published regulatory reports should be 
publicly explained and reconciled in terms of differences in data, discount rate, 
methodology and assumptions used together with the rationale for why any 
different approach is appropriate for solvency purposes.  

14.0.3 To the extent that financial reporting standards, including IFRS, are 
consistent with the standards in this ICP, valuations that are in accordance with 
those financial reporting standards may be regarded as compliant with this ICP. 

ICP 14 評価
監督者は、ソルベンシー目的での資産および負債の評価のための要件を確立

する。

導入指針

適用

14.0.1 IAISは、一般目的財務報告の項目を算出する方法論が、規制要件を満たす
ためのできる限り少ない変更を加えることにより、規制上の報告目的のために用

いられる方法論のために利用できる、またはその方法論と実質的に一致すること

が最も望ましいと考えている。しかし、IAISは、それらの目的が異なることを考
慮すると、あらゆる点においてこれが可能または適切とは限らないことも認識し

ている。一般目的財務報告と公表された規制上の報告の間の差異が公的に説明さ

れ、要因分析がなされることが不可欠であると、IAISは考えている。

14.0.2 IAISは、一般目的財務報告および公表された規制上の報告の保険契約準備
金の間の差異が、異なるアプローチがソルベンシー目的で適切となる理由ととも

に、用いられるデータ、割引率、方法論および計算基礎における差異に関して、

公的に説明され、要因分析がなされるべきであると考えている。

14.0.3 IFRSを含む財務報告基準が、本 ICPにおける基準と整合的である限り、
それら財務報告基準と一致している評価は、本 ICPに準拠しているとみなされう
る。
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14.0.4 The context and purpose of the valuation of assets or liabilities of an insurer 
are key factors in determining the values that should be placed on them. This ICP 
considers the valuation requirements that should be met for the purpose of the 
solvency assessment of insurers within the context of IAIS risk-based solvency 
requirements that reflect a total balance sheet approach on an economic basis 25

and address all reasonably foreseeable and relevant risks.  

14.0.5 Standard 17.1 states that the supervisor requires a total balance sheet 
approach to be used in the assessment of solvency to recognise the 
interdependence between assets, liabilities, regulatory capital requirements and 
capital resources and to require that risks are appropriately recognized 26. Such 
an approach ensures that the determination of available and required capital is 
based on consistent assumptions for the recognition and valuation of assets and 
liabilities for solvency purposes.  

14.0.6 To achieve consistency with this approach to setting capital requirements 
in the context of a total balance sheet approach, capital resources should broadly 
be regarded as the difference between assets and liabilities, but on the basis of 
their recognition and valuation for solvency purposes.  

Solvency purposes 

14.0.7 The valuation "for solvency purposes" referred to in this ICP is the valuation 
of the assets and liabilities used within the broad concept of a risk-based solvency 

14.0.4 保険会社の資産または負債の評価の文脈および目的は、それらに付与さ
れるべき価値を算定する上で重要な要素である。本 ICPは、経済ベース25でのト

ータル・バランスシート・アプローチを反映し、合理的に予測可能で関連する全

てのリスクについて取り扱っている、IAISのリスクベースのソルベンシー要件の
文脈の中で、保険会社のソルベンシー評価目的で満たされるべき評価要件を検討

する。

14.0.5 基準 17.1 は、資産、負債、規制上の資本要件および資本リソースの（間
の）相互依存関係を認識し、適切にリスクを認識するよう求めるため、監督者は、

トータル・バランス・シート・アプローチを利用するよう求めると、述べている
26。このようなアプローチを採用すれば、ソルベンシー目的での資産および負債

の認識および評価に関する整合の取れた計算基礎に基づく利用可能資本と所要

資本の判定が確保される。

14.0.6 トータル・バランスシート・アプローチの文脈において資本要件を設定す
ることに対するこのアプローチとの整合を図るため、資本リソースは広義に、ソ

ルベンシー目的での認識と評価に基づいて、資産および負債の差額とみなすべき

である。

ソルベンシー目的

14.0.7 本 ICP で言及されている「ソルベンシー目的での」評価とは、保険会社
のリスクベースのソルベンシー評価の広範なコンセプトの中で用いられる資産

25 An economic basis may include amortised cost valuations and market-consistent valuations that comply with this ICP. 
  経済ベースには、本 ICP に準拠する、償却原価の評価および市場整合的な評価が含まれうる。

26 The total balance sheet approach is an overall concept rather than one which implies the use of a particular methodology such as a cost of capital method or a percentile method.
  トータル・バランスシート・アプローチは全般的なコンセプトであり、資本コスト法またはパーセンタイル法のような、特定の方法論の使用を示唆するものではない。 
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assessment of insurers.  

14.0.8 Solvency assessment results from the application of supervisory judgment 
to various measures and estimates of an insurer’s current financial position and 
future financial condition which serve to demonstrate the insurer’s ability to meet 
its policyholder obligations when they fall due. Useful in this regard is a set of 
financial statements which may differ from those used for general purpose 
financial reporting. To distinguish them, this ICP refers to the financial statements 
used for solvency assessment as “regulatory financial statements”. Such 
statements include a regulatory balance sheet and regulatory capital 
requirements. For the purposes of this ICP, “valuation for solvency purposes” 
refers to valuation of assets and liabilities in the regulatory financial statements. 
The overall solvency assessment may use information additional to the regulatory 
financial statements such as:  

• stress and scenario testing;  
• the insurer’s own risk and solvency assessment; and  
• relevant disclosure.  

14.0.9 Technical provisions are a significant component of valuation for solvency 
purposes. They include a margin for risk appropriate for solvency purposes. 
Regulatory capital requirements are another component of the solvency 
assessment, and they include further allowance for risk so that when taken 
together, they are sufficient to ensure that policy obligations are satisfied with the 
probability of sufficiency required by the supervisor.  

14.0.10 In adverse circumstances, certain assets may be considered to have 
reduced or nil value. Consequently, in the capital adequacy assessment such 
assets may be excluded from or have reduced value in capital resources. 

および負債の評価である。

14.0.8 ソルベンシー評価は、支払期限時点において保険契約者に対する債務を
履行する保険会社の能力を証明するのに役立つ、保険会社の現在の財務状態およ

び将来の財務状況についての様々な測定および見積りへの、監督判断の適用から

生じる。この点で、一般目的財務報告に用いられる財務諸表とは異なるかもしれ

ない、一連の財務諸表が役立つ。それらを見分けるため、本 ICPは、ソルベンシ
ー評価に用いられる財務諸表を「規制上の財務諸表」と称する。そのような諸表

は、規制上の貸借対照表および規制上の資本要件を含む。本 ICPの目的で、「ソ
ルベンシー目的での評価」は、規制上の財務諸表における資産および負債の評価

を示唆する。全般的なソルベンシー評価は、規制上の財務諸表に追加される以下

のような情報を用いうる。

・ ストレスおよびシナリオ・テスト

・ 保険会社の自社のリスク・ソルベンシー評価

・ 適切な開示

14.0.9 保険契約準備金は、ソルベンシー目的での評価の重要な構成要素である。
それらは、ソルベンシー目的で適切なリスクのマージンを含む。規制上の資本要

件は、ソルベンシー評価のもう１つの構成要素であり、まとめた場合に、それら

が、保険契約債務が監督者によって求められる充分性の確率を満たすことを確実

にするのに十分であるよう、リスクをさらに考慮する。

14.0.10 不利な状況において、特定の資産は、減額された、またはゼロの価値を
有するとみなされるかもしれない。その結果、資本充分性の評価において、その

ような資産は、除外されるかもしれないし、資本リソースの減額された価値を有



- 176 - 

英文 仮訳

Alternatively, a capital requirement may be set to cover the potential shortfall in 
value. Such adjustments are part of the process of determining capital 
requirements and/or capital resources and are covered by ICP 17 Capital 
Adequacy. These adjustments are shown separately from asset values in the 
regulatory financial statements. This enables improved transparency, consistency 
and comparability.  

14.1 The valuation addresses recognition, derecognition and measurement 
of assets and liabilities. 

14.1.1 Assets and liabilities should be recognised and derecognised to the extent 
necessary for risks to be appropriately recognised. Such recognition/
derecognition principles may differ from those used for general purpose financial 
reporting in a jurisdiction.  

14.1.2 Recognition of insurance contracts as part of the valuation of technical 
provisions is a significant issue for insurers and supervisors. There are two key 
possible points of recognition – on entering into a binding contract (the bound 
date) and the inception date of the contract. In principle, the bound date is the date 
at which an economic obligation arises. However, in practice, these dates are only 
likely to be significantly different for certain classes of non-life insurance.  

14.1.3 Contracts for ceded reinsurance should be recognised and valued so as to 
correspond to the recognition of the risks which they are mitigating. Where a 
current reinsurance policy is contracted to cover future direct policies, the value of 
the reinsurance policy should not include any amount in respect of future direct 
policies that have not been recognised.  

することになるかもしれない。代わりに、資本要件は、潜在的な価値の不足に対

処するために定められるかもしれない。そのような調整は、資本要件および／ま

たは資本リソースを決定するプロセスの一部であり、ICP17「資本充分性」で扱
われている。これらの調整は、規制上の財務諸表において、資産価値とは別個に

表示される。これにより、透明性、整合性および比較可能性の改善が可能となる。

14.1 評価では、資産および負債の認識、認識の中止および測定を取り扱う。

14.1.1資産および負債は、リスクが適切に認識されるために必要な範囲で、認識
され、認識が中止されるべきである。そのような認識／認識の中止の原則は、管

轄区域における一般目的財務報告に用いられるものとは異なるかもしれない。

14.1.2 保険契約準備金の評価の一部としての保険契約の認識は、保険会社およ
び監督者にとって重大な問題である。認識には、考えられる 2つの要点－拘束力
のある契約の締結（契約拘束日）および当該契約の開始日－がある。原則として、

契約拘束日は、経済的義務が発生する日付である。しかしながら、実際は、これ

らの日付は、損害保険の特定の種類によっては、大幅に異なる可能性があるだけ

だろう。

14.1.3 出再された再保険に関する契約は、軽減しているリスクの認識に対応す
るように、認識され、評価されるべきである。現在の再保険契約が、将来の元受

契約のカバーを契約する場合に、再保険契約の価値には、認識されていない将来

の元受契約に関する金額を含めるべきではない。
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14.1.4 An insurance contract liability (or a part of an insurance contract liability) 
within technical provisions should be derecognised when, and only when, it is 
extinguished – i.e. when the obligation specified in the insurance contract is 
discharged or cancelled or expires.  

14.1.5 The purchase of reinsurance should not result in the derecognition of 
technical provisions unless the purchase of that reinsurance results effectively in 
the extinguishment or novation of the insurance contracts.  

14.2 The valuation of assets and liabilities is undertaken on consistent 
bases. 

14.2.1 Solvency assessment based on consistent valuation of assets and 
liabilities is a prerequisite for obtaining a meaningful insight into the asset-liability 
positions of an insurer and an understanding of the financial position of an insurer 
relative to other insurers. It provides reliable information on which to base the 
actions that are taken by insurers and their supervisors in respect of those 
positions.  

14.2.2 The overall financial position of an insurer should be based on the 
consistent measurement of assets and liabilities, the explicit identification and 
consistent measurement of risks and their potential impact on all components of 
the balance sheet. This consistency should apply to all assets and liabilities, 
including assets in excess of the liabilities, and extend across insurers and time 
periods so as to achieve comparability.  

14.2.3 Undertaking valuation on consistent bases means that differences in 
values of assets and liabilities can be explained in terms of the differences in the 

14.1.4 保険契約準備金の中の保険契約負債（または当該負債の一部）について
は、それが消滅した時点－すなわち、当該保険契約で規定された債務が免除もし

くは解除された、または満了した時点でのみ、認識が中止されるべきである。

14.1.5 再保険の購入は、当該再保険の購入が、保険契約の消滅または更改を効果
的にもたらさない限り、保険契約準備金の認識の中止をもたらすべきでない。

14.2 資産および負債の評価は、整合的に行われる。

14.2.1 資産および負債の整合的な評価に基づくソルベンシー評価は、保険会社
の資産-負債状態に関する重要な知識、およびその他の保険会社に関する保険会

社の財務状態の理解を得るための必要条件である。当該評価は、それらの状態に

関する保険会社およびそれらの監督者によって講じられる措置の基礎となる信

頼性の高い情報を提供する。

14.2.2 保険会社の全般的な財務状態は、資産および負債の整合性ある測定、リス
クの明示的な特定と整合性ある測定、およびその貸借対照表の全要素に対する潜

在的影響に基づき判定すべきである。この整合性は、負債を上回る資産を含む、

全ての資産および負債に適用され、比較可能性を達成するため、複数の保険会社

および期間にわたって適用されるべきである。

14.2.3 一貫した基準に基づく評価の実施は、資産および負債の評価における差
異が、方法論または計算基礎における差異ではなく、時期、金額および内在する
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nature of the cash flows including their timing, amount and inherent uncertainty, 
rather than differences in methodology or assumptions. Such consistency may be 
applied at different levels such as segment within a company, a company or a 
group.  

14.2.4 Observed market valuations or amortised cost valuations may be used for 
some assets and liabilities, while valuation models, such as discounted cash flow 
models, may be used for other assets and liabilities. Calibration of such 
discounted cash flow models to market valuations or amortised cost of other 
assets and liabilities can be of assistance in achieving consistency.  

14.2.5 The specific characteristics of insurance contracts, financial instruments 
and data available may vary within and across jurisdictions. Consistency in the 
valuation of assets and liabilities means that such variations can be explained in 
terms of the differences in the nature of the cash flows valued in each jurisdiction. 

14.2.6 Regulatory capital requirements are determined using a consistent 
treatment of the valuation of assets and liabilities. Consistency in the valuation of 
assets and liabilities for solvency purposes does not necessarily mean that a 
single valuation basis is used for all assets and liabilities. The balance sheet, when 
taken together with capital requirements, should result in an appropriate 
recognition of risks.  

14.3 The valuation of assets and liabilities is undertaken in a reliable, 
decision useful and transparent manner. 

Reliability 

不確実性を含むキャッシュ・フローの性質の差異の観点から説明されうることを

意味する。そのような整合性は、会社内のセグメント、会社またはグループなど

の様々なレベルで適用されうる。

14.2.4 観察可能な市場評価または償却原価の評価は、一部の資産および負債に
用いられうるが、割引後のキャッシュ・フロー・モデルなどの評価モデルは、そ

の他の資産および負債に用いられうる。その他の資産および負債についてそのよ

うな割引後のキャッシュ・フロー・モデルを市場評価または償却原価に較正する

ことは、整合性を達成する上で、助けとなりうる。

14.2.5 保険契約、金融商品および入手可能なデータは、管轄区域内および管轄区
域によって異なる可能性がある。資産および負債の評価における整合性は、それ

ぞれの管轄区域で評価されたキャッシュ・フローの性質の差異に関して、そのよ

うな変化が説明されうることを、必ずしも意味していない。

14.2.6 規制上の資本要件は、資産および負債の評価の整合的な取扱いを用いて
決定される。ソルベンシー目的での資産および負債の評価における整合性は、単

一の評価基礎が全ての資産および負債に用いられるということを、必ずしも意味

ではない。貸借対照表は、資本要件と共にまとめた場合に、リスクの適切な認識

をもたらすべきである。

14.3 資産および負債の評価は、信頼でき、意思決定に有用で、かつ透明な方法
で行われる。

信頼性
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14.3.1 The values placed on the assets and liabilities of an insurer for solvency 
purposes should be a reliable measure of their value at the date of solvency 
assessment.  

14.3.2 Objectivity is an important aspect of valuing assets and liabilities in a 
reliable manner, so that a valuation is not influenced inappropriately by an 
insurer’s management. The valuation of assets and liabilities typically involves 
judgment, e.g. expert judgment in assessing the relevance of data and deriving 
assumptions. Consistent with reliability of outcome, subjectivity in valuation should 
be reduced as far as practicable. This may be achieved by using information 
available from effective internal control processes, market valuations and other 
relevant current or factual information, by applying professional standards and 
subjecting valuations to independent review. The supervisor should require a 
valuation methodology which uses information provided by the financial markets 
and generally available data on insurance technical risks. Company-specific 
information may be appropriate, for example, where the insurer’s business model 
and practices are sufficiently substantiated as representative of the portfolio and 
similar information is used in market valuations.  

Decision usefulness 

14.3.3 In the context of this standard, ‘decision useful’ means useful in making 
judgments for solvency purposes. It should be recognised that, in valuing assets 
and liabilities in a reliable manner, and in reducing the subjectivity in the valuation, 
it may not be appropriate to eliminate subjectivity completely. A method that 
provides a single value without the need for judgment may be less decision useful 
than one that produces a range of reasonable values from which a value is 
selected by applying judgment. A method that produces a decision useful outcome 

14.3.1 ソルベンシー目的での保険会社の資産および負債に付与される価値は、
ソルベンシー評価日におけるそれらの価値の信頼できる測定となるべきである。

14.3.2 客観性は、信頼できる方法で資産および負債を評価することの重要な側
面であり、そのため、評価は、保険会社の経営によって不適切に影響を受けない。

通常、資産および負債の評価は、データおよび導き出す計算基礎（deriving 
assumptions）の目的適合性を評価する上での専門家の判断など、判断を含む。
結果の信頼性と整合的であるため、評価における主観性は、実行可能な限り軽減

されるべきである。これは、専門的な基準を適用し、評価を独立したレビューの

対象とすることによって、効果的な内部統制プロセス、市場評価、およびその他

の目的適合的な最新情報または事実情報から入手可能な情報の利用によって達

成されうる。監督者は、金融市場によって提供される情報、および、保険の技術

的リスクに関する一般に入手可能なデータを用いる、評価の方法論を要求すべき

である。会社独自の情報は、例えば、保険会社の事業モデルおよび実務が、ポー

トフォリオを表すものとして充分に実証され、類似の情報が市場の評価に用いら

れる場合に適切となりうる。

意思決定の有用性

14.3.3 本基準との関連で、「意思決定に有用」は、ソルベンシー目的での意思決
定において有用であることを意味する。信頼できる方法で資産および負債を評価

し、当該評価における主観性を軽減する上で、主観性を完全に除外することが適

切とはならない可能性があることを認識すべきである。判断を必要としない単一

の価値を提供する方法は、判断を適用することで選択される価値から、一定の範

囲の合理的な価値を生み出す方法より、意思決定の有用性が下回る可能性があ

る。意思決定に有用な結果を生み出す方法は、生み出さない方法に優先すべきで
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should take precedence over one that does not.  

14.3.4 In some jurisdictions, enforcement actions can only be based on objective 
calculations. In those jurisdictions, an objective calculation should take 
precedence over one based on subjective assumptions and methods. Supervisors 
may need to provide greater specificity on assumptions (e.g. mortality and 
interest) and methods for regulatory purposes. Specified methodology should 
include a margin for risk that is appropriate for a valuation done for solvency 
purposes.  

14.3.5 Decision useful values may be derived from a range of sources, including 
market-consistent valuations, amortised cost valuations and other valuation 
models, such as discounted cash flow projection models.  

14.3.6 Where there is a market for an asset or liability in which prices are quoted 
publicly and trades are readily available, the quoted prices could provide a 
decision useful value of the asset or liability in the large majority of situations. 
Typically, there will be a range of market prices for the same item, and judgment 
will be needed in determining the final value.  

14.3.7 In some circumstances, a market price may not necessarily provide a 
decision useful basis for a valuation. If the reference market is dysfunctional or 
anomalous in its operation, a more reliable method of determining value based on 
more normal conditions may be appropriate. Such circumstances may occur, for 
example, if there is a high cost in making actual trades, trading is thin, independent 
pricing sources are not available or are limited, or the market is subject to 
distorting influences. The supervisor should evaluate such circumstances and as 
a result may conclude that the use of an alternative economic valuation is 

ある。

14.3.4 一部の管轄区域では、執行措置が客観的な算定にのみ基づくかもしれな
い。それらの管轄区域においては、客観的な算定は、主観的な計算基礎および方

法に基づく算定に優先すべきである。監督者は、規制上の目的の計算基礎（例え

ば、死亡率および金利）および方法に関して、より高い特異性を提供する必要が

あるかもしれない。特定の方法は、ソルベンシー目的でなされる評価に適切なリ

スクのマージンを含むべきである。

14.3.5 意思決定に有用な価値は、市場整合的な評価、償却原価の評価、および割
引後のキャッシュ・フロー予測モデルなどのその他の評価モデルを含む、様々な

情報源から導き出されうる。

14.3.6 公表価格があり、取引が容易にできる、資産または負債の市場がある場
合、公表価格は、大半の状況において、資産または負債の意思決定に有用な価値

を提供するかもしれない。一般的に、同様の項目に関して様々な市場価格が存在

し、最終値を算定する上で、一部の判断が必要となるだろう。

14.3.7ある状況では、市場価値は、必ずしも評価において意思決定に有用な価値
を提供するとは限らない可能性がある。関連する市場が、その運営において機能

していない、または異常がある場合には、より通常の条件に基づいて価値を算定

する、より信頼できる方法が適切となりうる。例えば、実際の取引を行う上での

費用が高い、取引が乏しい、独立した価格決定源が利用できないまたは制限され

ている、または、当該市場が歪曲的な影響に晒されている場合などに、そのよう

な状況が起こる可能性がある。監督者は、そのような状況を評価すべきであり、

その結果、代替的な経済評価の使用が適切であると結論付けるかもしれない。
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appropriate.  

14.3.8 Amortised cost could be a decision useful value for assets and liabilities 
where it is a reflection of the amount the insurer will pay and receive over time, 
and fluctuations in market values are not indicative of the insurer’s ability to meet 
its obligations. Amortised cost may provide a pragmatic and decision useful value 
when other valuation approaches are no more useful or reliable. It is useful to 
complement such valuations with sensitivity and adequacy testing.  

14.3.9 An insurer’s modelling of its assets and liabilities may also provide a 
decision useful value. The reliability of model results is enhanced through the use 
of insurers’ and supervisors’ best practices surrounding model governance, 
controls and independent review. Supervisory comparisons or benchmarking of 
modelling practices can further enhance the reliability of modelled results. Models 
can be used to apply common measurement criteria across all risks (e.g. same 
methodology, time horizon, risk measure, level of confidence, etc.)  

14.3.10 The supervisor should evaluate the extent to which the time value and 
risk adjustments add decision useful information. Where this is not the case, the 
disclosure requirements may be relied upon. For liabilities subject to significant 
litigation uncertainty, it may not be appropriate to include estimates of time value 
and risk in the reported liability, due to the unreliability of such adjustments.  

Transparency 

14.3.11 The solvency regime should be supported by appropriate public 
disclosure and additional confidential reporting to the supervisor. For example, 
explicit determination of the components of the technical provisions supports the 

14.3.8 償却原価は、それが、時間の経過とともに保険会社が支払い、受け取る金
額を反映するものであり、および市場価値の変動が、自身の債務を満たす保険会

社の能力の指標とはならない場合、資産および負債にとって意思決定に有用な価

値となりうる。償却原価は、その他の評価アプローチがもはや有用でない、また

は信頼できない場合に、実用的かつ意思決定に有用な価値を提供しうる。感応度

および充分性テストによりそのような評価を補完することは、有用である。

14.3.9 保険会社の自身の資産および負債のモデル化は、意思決定に有用な価値
を提供する可能性もある。モデル結果の信頼性は、モデルのガバナンス、統制お

よび独立したレビューに関する、保険会社および監督者のベスト・プラクティス

を通して強化される。モデル化実務の監督上の比較およびベンチマーキングは、

モデル化された結果の信頼性をさらに強化することができる。モデルは、全ての

リスクにわたって共通の測定規準（例えば、同様の方法論、計測期間、リスク測

定、信頼水準など）を適用するために用いられうる。

14.3.10 監督者は、時間価値およびリスク調整が、意思決定に有用な情報をどの
程度追加するかについて評価すべきである。そうでない場合には、開示要件が信

頼されうる。重大な訴訟の不確実性の対象となる負債に関して、時間価値および

リスクの推計を報告される負債に含めることは、そのような調整の不確実性によ

り、適切とはならない可能性がある。

透明性

14.3.11 ソルベンシー制度は、適切な公衆開示および監督者への追加の機密報告
によって支援されるべきである。例えば、保険契約準備金の要素の明示的な算定

は、透明性および比較可能性の目的を支援し、コンバージェンスを促進する。ソ
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objectives of transparency and comparability and facilitates convergence. 
Standards for public disclosure including the valuation of assets and liabilities for 
solvency purposes can be found in ICP 20 Public Disclosure.  

14.3.12 Insurers should provide sufficient information about the approaches they 
have taken to the valuation of assets and liabilities, describing how the principles 
of reliability, decision usefulness and consistency have been addressed. 
Transparency facilitates understanding and comparability within and across 
jurisdictions.  

14.4 The valuation of assets and liabilities is an economic valuation.  

14.4.1 An economic valuation is a valuation such that the resulting assessment of 
an insurer’s financial position is not obscured by hidden or inherent conservatism 
or optimism in the valuation. Such an approach is appropriate in the context of 
risk-based solvency requirements which satisfy these ICPs and standards and 
shares their objectives of transparency and comparability.  

14.5 An economic valuation of assets and liabilities reflects the risk-
adjusted present values of their cash flows. 

14.5.1 An economic value should reflect the prospective valuation of the future 
cash flows of the asset or liability allowing for the riskiness of those cash flows 
and the time value of money. An asset or a liability may have both cash inflows 
and cash outflows the net effect of which is a positive or negative value. Such a 
valuation is not necessarily determined directly using a discounted cash flow 
calculation. A current quoted market value or a current sale or purchase value 
may also reflect the prospective valuation of cash flows.  

ルベンシー目的での資産および負債の評価を含む、公衆開示の基準は、ICP20「公
衆開示」で確認できる。

14.3.12 保険会社は、信頼性、意思決定の有用性および整合性の原則がどのよう
に取り扱われているかを説明することで、自社の資産および負債の評価に対して

取られたアプローチについて、充分な情報を提供すべきである。透明性は、管轄

区域内および管轄区域間の理解および比較可能性を促進する。

14.4 資産および負債の評価とは、経済評価である。

14.4.1 経済評価は、保険会社の財務状態の結果として生じる評価が、当該評価に
おける隠された、または固有の保守主義もしくは楽観主義によって不明瞭となら

ないような評価である。そのようなアプローチは、これらの ICPおよび基準を満
たし、透明性および比較可能性の目的を共有する、リスクベースのソルベンシー

要件に照らして適切である。

14.5 資産および負債の経済評価は、キャッシュ・フローのリスク調整後の現在
価値を反映する。

14.5.1 経済価値は、資産または負債の将来キャッシュ・フローの危険性および貨
幣の時間価値を考慮に入れ、当該キャッシュ・フローの将来に向かっての評価を

反映すべきである。資産または負債は、キャッシュ・インフローおよびキャッシ

ュ・アウトフローの両方を有し、その正味の結果は、プラスまたはマイナスの価

値となる可能性がある。そのような評価は、必ずしも、割引後のキャッシュ・フ

ロー計算を用いて直接算定されるわけではない。現在の公表市場価値または現在

の売買価値は、キャッシュ・フローの将来に向かっての評価も反映する可能性が
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14.5.2 Supervisors should take into account all relevant information available 
about current market assessments of value and risk and the principles, 
methodologies and parameters used in the relevant markets for assessing the 
value of an asset or liability.  

14.5.3 The historic cost of an asset or liability may not reflect a current prospective 
valuation of the future cash flows and may therefore not be consistent with the 
current economic valuation of other assets or liabilities. Historic cost generally 
does not reflect changes in value over time. However, amortised cost, which 
adjusts the historic cost of an asset or liability over time, may reliably reflect the 
value of future cash flows, when used in conjunction with an adequacy or 
impairment test.  

14.5.4 Some jurisdictions utilise a subset of economic valuation known as market-
consistent valuation which is described further in Guidance 14.5.5 to 14.5.11. 
Some jurisdictions use a subset of economic valuation known as amortised cost 
valuation which is described further in Guidance 14.5.12 to 14.5.15.  

Market-consistent valuation  

14.5.5 It may be appropriate to use market-consistent values for the economic 
valuation of assets and liabilities. A valuation that is based upon principles, 
methodologies and parameters that the financial markets would expect to be used 
is termed a market-consistent valuation. Where a range of assessments and 
approaches is evident from a market, a market-consistent valuation is one that 
falls within this range.  

ある。

14.5.2監督者は、現在の価値およびリスクの市場評価について入手可能な関連す
る全ての情報、ならびに資産または負債の価値を評価するために関連市場で用い

られる原則、方法論およびパラメーターを、考慮に入れるべきである。

14.5.3 資産または負債の取得原価は、将来キャッシュ・フローの最新の将来に向
かっての評価を反映しない可能性があり、そのため、その他の資産または負債の

現在の経済価値と整合的とはならない可能性がある。一般的に取得原価は、時間

の経過とともに価値の変動を反映するわけではない。しかしながら、時間の経過

とともに資産または負債の取得原価を調整する償却原価は、充分性または減損テ

ストと併せて用いられる場合、将来キャッシュ・フローの価値を確実に反映しう

る。

14.5.4 一部の管轄区域は、指針 14.5.5から 14.5.11でさらに説明されている、
市場整合的な評価として知られる経済価値の小区分を利用する。一部の管轄区域

は、指針 14.5.12から 14.5.15でさらに説明されている、償却原価の評価として
知られる経済価値の小区分を利用する。

市場整合的な評価

14.5.5 資産および負債の経済評価のために、市場整合的な評価を用いることが
適切となりうる。当該金融市場が用いられるものと予想する原則、方法論および

パラメーターに基づく評価は、市場整合的な評価と称される。評価およびアプロ

ーチの範囲が市場から明らかとなる場合、市場整合的な評価は、この範囲内に含

まれるものの一つである。
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14.5.6 It may be well known to financial markets that the approach taken to market 
assessments for some assets and some insurance liabilities or their components 
uses modelling based on certain assumptions and techniques and portfolio 
specific information as well as generally available data on insurance technical 
risks. A calculation consistent with this approach would be market-consistent.  

14.5.7 However, in exceptional circumstances there may be information additional 
to that on market assessments from the wider economy that should be taken into 
account e.g. where a market is anomalous, not operating effectively or is subject 
to intervention from the relevant authorities. For example, where a 
government/regulator intervenes in a major way e.g. by injecting money or taking 
control. Such action may be in response to or the cause of distortions of supply 
and demand in relevant markets so that values determined in a market consistent 
way may also be distorted temporarily.  

14.5.8 A market-consistent value may not then be appropriate and a different 
value, which may, for example, be expected to be market-consistent under more 
normal market conditions, may need to be determined to arrive at an economic 
valuation for solvency purposes. The extent to which this is appropriate is likely to 
vary according to market conditions in different jurisdictions. If such circumstances 
arise, supervisors should provide guidance as to the appropriate values or 
adjustments insurers should use for solvency purposes to reflect the risk-adjusted 
present value of their cash flows and maintain consistency, decision usefulness, 
relevance and transparency.  

14.5.9 A sufficiently active market may exist for an asset or liability that in itself 
provides a measure of value that is market consistent. For other assets and 

14.5.6 一部の資産および保険負債、またはそれらの構成要素の市場評価に対し
て実施されるアプローチが、特定の計算基礎および技法に基づくモデル化、ポー

トフォリオの特定の情報、および保険の技術的リスクに関する一般的に入手可能

なデータを用いることは、金融市場でよく知られているかもしれない。本アプロ

ーチと整合的な計算は、市場整合的となる。

14.5.7 しかしながら、例外的な状況において、より広範な経済からの市場評価に
関する情報に加えて、例えば、市場が異常である、効果的に運営していない、ま

たは関連当局からの介入を受けている場合など、考慮すべき情報がある可能性が

ある。例えば、政府／規制者は、資金を投入する、または支配することなどによ

って大きく介入する。そのような措置は、市場整合的な方法で算定される価値も

一時的にゆがめられるように、関連市場における需要と供給のゆがみに対応する

かもしれないし、その原因となるかもしれない。

14.5.8 その結果、市場整合的な価値は、適切とはならない可能性があり、例えば、
より通常の市況において市場整合的であると予想される異なる価値は、ソルベン

シー目的での経済評価に到達するために算定される必要があるかもしれない。こ

れが適切となる範囲は、異なる管轄区域における市況に応じて変化する可能性が

高い。そのような状況が生じた場合、監督者は、キャッシュ・フローのリスク調

整後の現在価値を反映し、整合性、意思決定の有用性、目的適合性および透明性

を維持するため、保険会社がソルベンシー目的で用いるべき、適切な価値または

調整に関する指針を提供するべきである。

14.5.9 市場整合的である価値の測定を市場内部で提供する資産または負債につ
いて、充分に活発な市場が存在する。その他の資産および負債に関して、または
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liabilities or when the market becomes illiquid, there may be no direct measure of 
value. However, relevant market information may be available regarding the 
assessment of components of the rights, obligations or risks of the asset or 
liability. If, for example, a component of the obligations of an insurance liability can 
be replicated using financial instruments for which there is a reliable market value, 
that value provides a reliable indication of the value for this component.  

14.5.10 The market-consistent value of an asset or liability may be determined 
using different techniques, or a combination thereof. For example, in valuing 
technical provisions:  

• if the insurance obligations are traded in a sufficiently deep and liquid market 
the observed prices may be used to arrive at a market consistent value. The 
availability, decision usefulness and reliability of the prices should be taken 
into account when deriving the market consistent value;  

• if some or all of the cash flows associated with the insurance obligations can 
be replicated using financial instruments, the market value of the replicating 
financial instruments may be used as the value of those cash flows;  

• if the cash flows associated with the insurance obligations cannot be replicated 
perfectly, then the remaining cash flows may be valued using a discounted 
cash flow model. To be market consistent, the methodology used needs to 
deliver a proxy for market value based on market consistent valuation 
principles and to reflect the uncertainty or unavailability of market information. 

14.5.11 This approach to valuation is sometimes termed the “components 
approach”, under which risk components are valued at market value where such 
a value is ascertainable, decision useful and reliable; other components may need 
to be valued using marked-to-model methods. Separate components may, for 
example, be identifiable for insurance contracts which have an investment or 

当該市場が非流動的になる場合には、直接的な価値の測定は行われないかもしれ

ない。しかしながら、目的適合的な市場情報は、当該資産または負債の権利、義

務またはリスクの構成要素の評価に関しては、入手可能となる可能性がある。例

えば、保険負債の義務の構成要素が、信頼できる市場価値のある金融商品を用い

て複製されることが可能な場合、その価値は、当該構成要素の価値の信頼できる

指標を提供する。

14.5.10 資産または負債の市場整合的な価値は、様々な技法またはその組み合わ
せを用いて算定されうる。例えば、保険契約準備金を評価する上では、以下の通

りである。

・ 保険債務が充分に厚みと流動性のある市場において取引される場合、観察

可能な価格は、市場整合的な価値に到達するために用いられうる。市場整

合的な価値を算出する場合には、当該価格の利用可能性、意思決定の有用

性および信頼性を考慮すべきである。

・ 保険債務に関連するキャッシュ・フローの一部または全てが、金融商品

を用いて複製可能な場合、複製金融商品の市場価値は、当該キャッシ

ュ・フローの価値として用いられうる。

・ 保険債務に関連するキャッシュ・フローが完全には複製され得ない場

合、残存キャッシュ・フローは、割引後のキャッシュ・フロー・モデル

を用いて評価される可能性がある。市場整合的となるために、用いられ

うる方法論は、市場整合的な価値原則に基づく市場価値の代替を供給

し、市場情報の不確実性または利用不可能性を反映する必要がある。

14.5.11 評価への本アプローチは、「構成要素アプローチ」と称されることもあ
り、このアプローチの下、そのような価値が確認可能で、意思決定に有用で信頼

できる場合には、リスク構成要素は市場価値で評価されるが、その他の構成要素

は、モデル方法（marked-to-model）を用いて評価される必要があるかもしれな
い。別個の構成要素は、例えば、投資または預金の構成要素および保険リスクの
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deposit component and an insurance risk component. The components approach 
helps to improve market consistency and reduce modelling error. It should be 
noted that where there is no sufficiently deep liquid market from which to 
determine a market consistent value for a risk component, the additional liquidity 
risk needs to be considered.  

Amortised cost valuation 

14.5.12 It may be appropriate to use an amortised cost method for economic 
valuation of assets and liabilities. Amortised cost methods determine the value of 
an asset or liability at any point in time as the present value of future cash flows 
discounted at an appropriate interest rate, with an appropriate adjustment for risk. 

14.5.13 The discount rate used in valuing assets under an amortised cost method 
equates the present value of expected contractual cash flows with the amount 
paid to acquire the asset. The price paid for an asset usually equals the market 
value at time of purchase. Since the price paid reflects the risk of the instrument 
at the time of purchase, an adjustment for the risk assessed at that time is 
automatically included in the discount rate.  

14.5.14 When valuing both assets and liabilities under an amortised cost method, 
there is a close relationship between the discount rate and the provision for risk. 
The discount rate used may be based on the expected yield, after making 
allowance for default, of the supporting asset portfolio. Other combinations of 
discount rate and risk adjustment are possible.  

14.5.15 When an amortised cost method is used, the values produced should be 
evaluated for adequacy at least annually. For assets, when the asset has been 

構成要素を有する保険契約に関して、認識可能となる可能性がある。当該構成要

素アプローチは、市場整合性を向上させ、モデル化の誤差を軽減する一助となる。

リスク構成要素の市場整合的な価値を算定するための、充分に厚みと流動性のあ

る市場がない場合、追加の流動性リスクを考慮する必要があることが記載される

べきである。

償却原価の評価

14.5.12 資産および負債の経済価値に関して償却原価法を用いることは、適切と
なりうる。償却原価法は、リスクに対する適切な調整を伴って適切な金利で割引

かれる将来キャッシュ・フローの現在価値のような、いずれかの時点での資産ま

たは負債の価値を算定する。

14.5.13 償却原価法に基づいて資産を評価する上で用いられる割引率は、予想さ
れる契約上のキャッシュ・フローの現在価値を、資産を取得するために支払われ

た金額と同等にする。通常、資産に支払われる価格は、購入時の市場価格に等し

くなる。支払われた金額は購入時の当該商品のリスクを反映するため、その当時

評価されたリスクに対する調整は、自動的に割引率に含まれる。

14.5.14 償却原価法に基づいて資産および負債の両方を評価する場合、割引率と
リスクのための準備金の間に密接な関係が存在する。用いられる割引率は、債務

不履行を斟酌した後の、裏付け資産ポートフォリオの予想利回りに基づきうる。

割引率とリスク調整のその他の組み合せが可能である。

14.5.15 償却原価法が用いられる場合、創出される価値は、少なくとも年に一度
は充分性に関して評価されるべきである。資産に関しては、当該資産がかなりの
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impaired to a significant degree, the carrying value of that asset should be 
adjusted to reflect that impairment. For liabilities, the value should be tested at 
least annually. When the liability value is found to be inadequate, it should be 
strengthened. Adjustments should also be made to reduce any significant, undue 
conservatism identified by the adequacy test.  

14.6 The value of technical provisions and other liabilities does not reflect 
the insurer’s own credit standing. 

14.6.1 To achieve consistent and reliable economic values of insurance portfolios 
for solvency purposes, the value of technical provisions should not reflect an 
insurer’s own credit standing. Insurance obligations are required to be met to the 
same level of confidence by all insurers in a jurisdiction and the value of an 
identical portfolio held by different insurers should not depend on the insurer’s 
credit standing. This also applies to the technical provisions of a reinsurer.  

14.6.2 However, the credit standing of a reinsurer should be taken into account 
when considering the solvency of a ceding (re)insurer even if the contractual cash 
flows are the same. The risk of reinsurer default could be covered either by the 
regulatory capital requirements or adjustments made to the value of assets in 
determining available capital. Alternatively, some allowance for the credit default 
risk could be made in valuing the reinsurance asset directly.  

14.6.3 The valuation of liabilities, other than technical provisions, should also not 
reflect the insurer’s own credit standing.  

14.6.4 Where the terms of the debt make it subordinate to the insurer’s obligations 
in respect of insurance contracts, the value of the debt may reflect the lower 

程度減損されている場合、当該資産の帳簿価額は、その減損を反映するために調

整されるべきである。負債に関しては、当該価値は、少なくとも年に一度はテス

トされるべきである。負債の価値は、不充分であると確認される場合、強化され

るべきである。調整は、充分性テストによって特定された、重大かつ過度な保守

主義を軽減するためにも行われるべきである。

14.6 保険契約準備金およびその他の負債の価値は、保険会社自身の信用度を反
映しない。

14.6.1 ソルベンシー目的で、保険ポートフォリオの整合的で信頼できる経済価
値を達成するため、保険契約準備金の価値は、保険会社自身の信用度を反映すべ

きではない。保険債務は、管轄区域において、全ての保険会社によって同水準の

信頼性を満たされるよう求められており、異なる保険会社によって保有される同

一のポートフォリオの価値は、保険会社の信用度に左右されるべきではない。こ

れは、再保険会社の保険契約準備金にも適用される。

14.6.2しかしながら、契約上のキャッシュ・フローが同一である場合でも、再保
険会社の信用度は、出再（再）保険会社のソルベンシーを検討する際に考慮され

るべきである。再保険会社の債務不履行のリスクは、規制上の資本要件、または

利用可能資本を算定する際に資産価値に対してなされる調整のどちらかにより、

カバーされるかもしれない。代わりに、再保険資産を直接評価する際に、信用債

務不履行リスクの勘酌を行う可能性がある。

14.6.3 保険契約準備金以外の負債の評価についても、保険会社自身の信用度を
反映すべきではない。

14.6.4 債務の条項が、当該債務を保険契約に関する保険会社の債務に劣後させ
る場合、当該債務の価値は、劣後債におけるより低い返済の確率を反映し、不履
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probability of repayment under subordinated debt and the lower capital needed to 
cover the risk of non-payment.  

14.7 The valuation of technical provisions exceeds the Current Estimate by 
a margin (Margin over the Current Estimate or MOCE). 

14.7.1 Technical provisions are assets or liabilities that represent the economic 
value of the insurer fulfilling its insurance obligations to policyholders and other 
beneficiaries arising over the lifetime of the insurer’s portfolio of insurance policies. 
This includes a margin (Margin Over the Current Estimate or MOCE) to cover the 
inherent uncertainty of those obligations. 

14.7.2 The cash flows associated with fulfilling an insurer’s insurance obligations 
include the premiums receivable, the claims payable under the insurance policies, 
any other policy cash flows (e.g. future distributions under participating contracts) 
and the future expenses of administering the policies.  

14.7.3 Acquisition costs are usually a significant component of an insurer’s cash 
flows. After acquisition costs have been paid future cash inflows may exceed 
future cash outflows.  

14.7.4 Because an insurer’s obligations under an insurance policy are inherently 
uncertain as to amount and/or timing, the present value of the cash flows 
associated with fulfilling them has a range of possible values with varying 
probabilities. The probability-weighted average of these present values is their 
expected present value (also called the statistical mean) and is termed the “current 
estimate of the cost of meeting the insurance obligations” (Current Estimate). 
Actuarial and statistical techniques may be used in determining the current 

行のリスクをカバーするのに必要なより低い資本を反映する可能性がある。

14.7 保険契約準備金の評価は、現在推計を、マージン（現在推計を超えるマー
ジン、言い換えればMOCE）の分だけ超過する。

14.7.1 保険契約準備金は、保険会社の保険契約のポートフォリオの存続期間内
に生じる保険契約者およびその他の受取人に対して保険債務を履行する、保険会

社の経済価値を表す資産または負債である。これは、当該債務の固有の不確実性

をカバーするマージン（現在推計を超えるマージン、言い換えれば MOCE）を含
む。

14.7.2 保険会社の保険債務の履行に関連するキャッシュ・フローは、未収保険
料、保険契約に基づいて支払う保険金、その他の契約のキャッシュ・フロー（例

えば、有配当契約における将来の分配など）、および将来の保険契約の維持費を

含む。

14.7.3 新契約費は、通常、保険会社のキャッシュ・フローの重要な構成要素であ
る。新契約費が支払われた後に、将来キャッシュ・インフローは、将来キャッシ

ュ・アウトフローを超過しうる。

14.7.4 本質的に保険契約における保険会社の債務は、金額および／または時期
に関して不確実であるため、それらの履行に関連するキャッシュフローの現在価

値は、確率の変化に伴い、発生するかもしれないさまざまな価値を有する。これ

らの現在価値の確率加重平均は、それらの期待現在価値（統計的平均値とも呼ば

れる）であり、「保険債務を満たすための費用の現在推計」（現在推計）と称され

る。決定論的、分析上およびシミュレーションの技法を含む、保険数理上および

統計上の技法は、現在推計を算定する上で用いられうる。
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estimate, including deterministic, analytical and simulation techniques.  

14.7.5 In addition to covering the cash flows associated with fulfilling insurance 
obligations, an insurer incurs the cost of covering the uncertainty inherent in those 
cash flows (e.g. through holding capital, or through hedging, reinsurance or other 
forms of risk mitigation). Insurers are required to maintain an amount such that 
the obligations under insurance policies will be fulfilled with the claimant or 
beneficiary when they fall due. In principle, therefore, an economic value of the 
technical provisions exceeds the current estimate of the cost of meeting the 
insurance obligations by an amount covering this uncertainty. This excess is the 
MOCE.  

14.7.6 Where, for example, capital is required to give the level of confidence 
required by the solvency regime, the technical provisions should at minimum also 
cover the cost of holding that capital. In these circumstances, the MOCE might be 
seen as a provision for rewarding the capital committed to the business over the 
outstanding lifetime of the policy. As the uncertainty reduces over time, so the 
MOCE will also reduce, gradually releasing it from the technical provisions. 
Equally, as uncertainty reduces, the required capital would also reduce in line with 
the revised risk profile.  

14.7.7 It may not be necessary, in practice, to determine the current estimate and 
the MOCE separately. The solvency regime should require any method by which 
technical provisions are valued to be such that the value includes an explicit or 
implicit margin over the current estimate. For example, a reliable market valuation 
by reference to a sufficiently deep and liquid market may be expected 
automatically to include a MOCE.  

14.7.5 保険債務の履行に関連するキャッシュ・フローをカバーすることに加え
て、保険会社は、これらのキャッシュ・フローに固有の不確実性を（資本の保有、

ヘッジ、再保険またはその他のリスク軽減の形態を通して）カバーする費用を発

生させる。保険会社は、支払期限時点において、支払請求者または受取人に対し

て、保険契約における債務が満たされるような金額を維持するよう要求される。

従って、原則として、保険契約準備金の経済価値は、保険債務を満たすための費

用の現在推計を、この不確実性をカバーする金額の分だけ超過する。この超過額

が MOCEである。

14.7.6 例えば、資本がソルベンシー制度で求められる信頼性の水準を与えるよ
う要求される場合、保険契約準備金は、少なくとも、当該資本を保有するための

費用もカバーすべきである。状況によっては、MOCEは、保険契約の未払期間に
わたり、当該事業に投入された資本へ報酬を与えるための準備金とみなされるか

もしれない。時間の経過とともに不確実性が軽減されるにつれ、MOCEは、段階
的に保険契約準備金から解放され、削減されるだろう。同様に、不確実性が軽減

されるにつれ、必要資本も、修正されたリスク・プロファイルに沿って削減され

ることになる。

14.7.7 実務上、現在推計および MOCEを別個に算定する必要はないかもしれな
い。ソルベンシー制度は、保険契約準備金の価値が現在推計に対する明示的また

は非明示的なマージンを含むようになるような、当該保険契約準備金の評価方法

を要求すべきである。例えば、充分に厚みと流動性のある市場を参照した信頼で

きる市場価値は、自動的に、MOCEを含んでいると予想されるかもしれない。
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14.7.8 A model which includes in its calculations an allowance for uncertainty up 
to the level of confidence required by the solvency regime is also capable of 
calculating the technical provisions directly. However, in this case, supervisors 
should consider whether the current estimate and MOCE should be separately 
reported to help ensure that technical provisions are consistent and reliable.  

14.7.9 A change in underlying data or assumptions generating a change in current 
estimate and MOCE should be disclosed and justified so that consistency, 
reliability and relevance may be maintained and arbitrary changes over time are 
avoided.  

14.8 The Current Estimate reflects the expected present value of all relevant 
future cash flows that arise in fulfilling insurance obligations, using 
unbiased, current assumptions. 

14.8.1 The current estimate should reflect all future cash flows under an existing 
insurance contract to the extent that they are integral to the fulfilment of the 
obligations under that contract. This encompasses all cash flows, including non-
guaranteed optional or discretionary cash flows, where they are established as 
stemming from the contractual relationship between the insurer and the 
policyholder. This reflects the commercial substance of the contract and therefore 
reflects economic reality.  

14.8.2 An insurance contract should be considered as a whole. In particular, 
where the contract provides for the payment of future premiums, such premiums 
are integral to the fulfilment of the obligations under that contract. Neither the 
company nor the policyholder is able to deal with one without simultaneously 
dealing with the other. To recognise one, the other must also be recognised. 

14.7.8 現在推計の計算において、ソルベンシー制度で要求される信頼性の水準
以下の不確実性の勘酌を含むモデルは、保険契約準備金を直接計算することもで

きる。しかしながら、この場合、監督者は、保険契約準備金が整合的で信頼でき

ることを確保する一助となるため、現在推計および MOCE が別個に報告される
べきかどうかを検討すべきである。

14.7.9 現在推計およびMOCEの変動を創出する、基礎となるデータおよび計算
基礎における変更は、整合性、信頼性および目的適合性を維持し、時間の経過に

よる恣意的な変動が回避されるよう、開示され、正当化されるべきである。

14.8 現在推計は、バイアスのない最新の計算基礎を用いて、保険債務を履行す
る際に生じる全ての関連する将来キャッシュ・フローの期待現在価値を反映す

る。

14.8.1 現在推計は、既存の保険契約における債務の履行に不可欠な範囲で、当該
保険契約における全ての将来キャッシュ・フローを反映すべきである。当該推計

は、保険会社および保険契約者間の契約関係から生じるものとして設定された場

合、無保証の選択的または裁量的なキャッシュ・フローを含む、全てのキャッシ

ュ・フローを網羅する。これは、当該契約の商業実態を反映し、従って経済実態

を反映する。

14.8.2 保険契約は、全体として考慮されるべきである。特に、当該契約が将来保
険料の支払いを定める場合、そのような保険料は、当該契約における債務の履行

に不可欠である。会社も保険契約者も、一方と同時でなければ、もう一方を取扱

うことはできない。一方を認識するため、もう一方も認識されなければならない。

保険負債の評価は、契約上の保険料インフローを含む、関連するキャッシュ・フ
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Valuation of the insurance liability requires consideration of all of the associated 
cash flows, including the contractual, premium inflows. The uncertainty associated 
with those cash flows along with that of the other relevant cash flows are reflected 
in the probability weightings applied in calculating the current estimate.  

14.8.3 To give clarity as to what constitutes an insurance contract for solvency 
purposes, the supervisory regime should specify the boundaries for insurance 
contracts which define the relevant cash flows to be included in determining the 
current estimate. The insurance contracts are subject to the following boundary 
constraints, if they exist27:  

• contractual termination as extended by any unilateral option available to the 
policyholder, or  

• the insurer having a unilateral right to cancel or freely re-underwrite the policy, 
or  

• both the insurer and policyholder being jointly involved in making a bilateral 
decision regarding continuation of the policy.  

14.8.4 The first boundary constraint excludes new business arising from the 
“rolling-over” of the existing contract, except where such “roll-over” is due to the 
exercising of an explicit option available to the policyholder under the current 
contract. Contractual cash flows arising from policyholders’ unilateral in-the-
money options to extend the contractual termination date should be included. The 
current estimate should allow for the expected rate of exercising such options. 
This boundary constraint also excludes additional voluntary contributions 
premiums, except where provided for as a unilateral option under the contract. For 

ロー全てを考慮するよう要求する。その他の関連するキャッシュ・フローの不確

実性と同様、それらキャッシュ・フローに関連する不確実性は、現在推計を計算

する際に適用される確率加重において反映される。

14.8.3 何がソルベンシー目的での保険契約を構成するかを明らかにするため、
監督制度は、現在推計を算定する上で含まれるべき、関連するキャッシュ・フロ

ーを定義する保険契約の境界線を特定すべきである。当該保険契約は、以下の境

界線の制約が存在する場合、それらの制約を受ける27：

・ 契約の終了が、保険契約者にとって利用可能な一方的なオプションによっ

て延長される

・ 保険会社が、契約を解除または自由に再引受けする一方的な権利を有する

・ 保険会社および保険契約者の両方が、契約の継続に関する二者間決定に関

与している

14.8.4 1番目の境界線の制約は、既存の契約の「繰り越し（roll-over）」が、現在
の契約において保険契約者が利用可能な明示的なオプションの行使に起因する

場合を除き、そのような「繰り越し（rolling-over）」から生じる新契約を除外す
る。契約の終了日を延長する、保険契約者の一方的なイン・ザ・マネー・オプシ

ョンから生じる契約上のキャッシュ・フローは、含まれるべきである。現在推計

は、そのようなオプションの行使の予想利率を考慮に入れるべきである。この境

界線の制約は、当該契約において一方的なオプションとして規定されている場合

を除き、追加の任意の拠出金・保険料も除外する。変額保険料の保険契約（ユニ

27 For certain types of long-duration life policy with an indefinite term, these would be evaluated through the potential life of the policyholder, allowing for lapse or surrender in the probabilities attached to each cash flow. 
 無期限の長期の生命保険の特定の種類に関して、これらは、それぞれのキャッシュ・フローに付加される確率において失効または解約を考慮に入れて、保険契約者の生存可能寿命を通して見積もられることとな

る。 
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insurance contracts with variable premiums (such as universal life contracts), the 
cash-flows should include voluntary contributions above the minimum required to 
the extent that there are guarantees, under the current contract e.g. no-lapse and 
premium rate guarantees. The current estimate should reflect the expected rate 
of payment of additional contributions and the expected level of such 
contributions.  

14.8.5 The second boundary constraint clarifies that future cash flows arising from 
events beyond the point where the insurer can unilaterally cancel the contract –
for example, by re-underwriting are not included in the valuation. This is the case 
with most non-life insurance contracts which are typically written for only one year. 
Although there might be a high expectation that they would be renewed, the 
insurer is not bound to do so, and accordingly only cash flows arising in respect 
of the currently in-force or in run-off contracts, are included for valuation purposes, 
whereas the impact of new business might be considered in capital requirements 
or capital resources by the solvency regime. By contrast, future cash flows under 
a life or disability contract which the insurer cannot unilaterally cancel should be 
included, even if the future premiums under such a contract are planned to 
increase, or able to be varied by the insurer in respect of the entire class of 
contracts without individual underwriting.  

14.8.6 The third boundary constraint clarifies that even if the policyholder has an 
option to continue or increase the contract, if it requires the insurer’s consent then 
cash flows arising from events beyond that point should not be included for 
valuation purposes, whereas the impact of new business might be considered in 
capital requirements or capital resources by the solvency regime  

Discretionary payments

バーサル・ライフ契約など）に関して、キャッシュ・フローは、現在の契約にお

いて、無失効保証または保険料率保証などの保証がある範囲内で最低限求められ

る額を上回る、任意の拠出金を含むべきである。現在推計は、追加の拠出金支払

の予想利率およびそのような拠出金の予想水準を反映すべきである。

14.8.5 2番目の境界線の制約は、例えば再引受けなどによって、保険会社が一方
的に契約を解除できる時点を過ぎて発生した事象から生じる将来キャッシュ・フ

ローが、当該評価に含まれないことを明らかにしている。これは、一般的に 1年
間のみ引き受けられる損害保険契約に関する場合がほとんどである。それらの契

約が更新されるという高い期待があるかもしれないが、保険会社は、そうするよ

う拘束されてはおらず、従って、現行の契約に関して、またはランオフ契約にお

いて生じるキャッシュ・フローのみ評価目的で含まれるが、新契約の影響は、資

本要件または資本リソースにおいてソルベンシー制度によって考慮されうる。一

方、保険会社が一方的に解除できない生命保険契約または就業不能保険契約にお

ける将来キャッシュ・フローは、そのような契約における将来保険料が、増額さ

れる予定であっても、または個別の引受をしない全種類の契約に関して保険会社

によって変えることが可能であっても、含まれるべきである。

14.8.6 3番目の境界線の制約は、保険契約者が当該契約を継続または増額すると
いうオプションを有していたとしても、保険会社の承認が必要な場合には、その

期限を過ぎて発生した事象から生じるキャッシュ・フローは評価目的で含まれる

べきではないが、新契約の影響は、資本要件または資本リソースにおいてソルベ

ンシー制度によって考慮されうるということを明らかにしている。

裁量的な支払
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14.8.7 Some insurance contracts give the policyholder both guaranteed benefits 
(e.g. a minimum amount payable on death and/or maturity or any insured event) 
and for example, a right to participate in the performance of the relevant class of 
contracts, related assets or both. The insurer has some discretion over the 
amount or timing of the resulting distributions to policyholders, but there are 
often constraints over that discretion.  

14.8.8 When establishing the future cash flows to include in the determination of 
technical provisions for solvency purposes, consideration should therefore be 
given to all payments whether or not these payments are contractually guaranteed 
under an insurance contract. For example, future discretionary bonuses which the 
insurer expects to make should be included.  

14.8.9 In view of the wide variety of participating contracts and legal frameworks 
in different jurisdictions, supervisors should establish criteria appropriate to their 
jurisdictions for the allowance of discretionary elements associated with 
participating contracts in the valuation of technical provisions. These should 
nonetheless reflect the principles of a consistent, reliable and economic valuation 
and those that apply more specifically to technical provisions, as discussed in this 
ICP.  

14.8.10 In many jurisdictions, accumulated profits attributable to a class of 
policyholders are accounted for separately by the insurer. Where such 
accumulated profits can be used to absorb losses to protect policyholder interests
in a period of stress, they may possess all the characteristics of capital and may 
hence be recognised in the determination of capital resources for solvency 
purposes. In such a case, it is important to ensure that the criteria established by 

14.8.7 一部の保険契約は、保証給付（死亡および／または満期ならびにあらゆる
保険事故を条件にして支払われる最低額）および、例えば関係する種類の契約、

関連資産またはその両方の運用成績に参加する権利を、保険契約者に提供する。

保険会社は、保険契約者への分配の金額または時期に対する裁量を有するが、多

くの場合、その裁量に対して制約がある。

14.8.8 ソルベンシー目的での保険契約準備金の算定に含まれる将来キャッシ
ュ・フローを設定する場合、保険契約者および受取人に対する全ての支払は、そ

れらの支払が保険契約において契約上保証されているかどうかにかかわらず、考

慮されるべきである。例えば、保険会社が支払う見込みの将来の裁量的な配当を

含むべきである。

14.8.9 様々な管轄区域における幅広い種類の有配当契約および法的枠組みを考
慮して、監督者は、保険契約準備金の評価において有配当契約に関連する裁量的

な要素を勘酌することに関して、自社の管轄区域に適切な規準を設定すべきであ

る。それでもなお、本 ICPで議論されている通り、これらは、整合的で、信頼で
きる経済価値についての原則、および保険契約準備金により具体的に適用される

原則を反映すべきである。

14.8.10 多くの管轄区域で、ある種類の保険契約者に帰属する累積された利益
は、保険会社によって別個に会計処理される。ストレス時において保険契約者持

分を保護するために、そのような累積された利益が損失を吸収するのに用いられ

うる場合、当該利益は、資本の全ての特性を有する可能性があり、従って、ソル

ベンシー目的での資本リソースの算定において認識されうる。そのような場合

に、保険会社のソルベンシー状態の整合的な全体的評価を達成するため、保険契
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the solvency regime for the allowance of future discretionary benefits in the 
valuation of technical provisions are compatible with the criteria for determining 
capital resources in order to achieve a consistent overall assessment of the 
solvency position of the insurer.  

Unbiased current assumptions  

14.8.11 Unbiased current assumptions are derived from a combination of relevant, 
credible experience as well as judgment about its expected future development, 
e.g. improving mortality rates, inflation of expenses that neither deliberately 
overstates nor understates the expected outcome. Reconsideration of data and 
assumptions should occur every time the technical provisions are valued, with 
revisions made as appropriate to ensure data and assumptions remain 
appropriate to current conditions.  

14.8.12 Observable data, such as interest rates, financial market prices and 
inflation rates may be expected to be different each time the current estimate is 
determined. In particular, cash flows are sensitive to inflation rates. Where 
assumptions are derived from observed values in the market, these should be the 
observed values current at the date of the valuation.  

14.8.13 Regular experience analysis, considering the individual entity and 
relevant industry experience where appropriate, should be undertaken to support 
the assumptions used for insurance technical risks. Where assumptions depend 
on the results of such experience analyses, the most recent experience for the 
portfolio need not necessarily represent the most credible current assumption for 
that portfolio. Greater credibility may be achieved by the analysis of several years' 
experience, smoothing out fluctuations in experience and allowing appropriately 

約準備金の評価において裁量的な将来の給付を勘酌することに関する、ソルベン

シー制度で設立された規準が、資本リソースを算定するための規準に適合するこ

とを確保することは重要である。

バイアスのない現在の計算基礎

14.8.11 バイアスのない現在の計算基礎は、関連する信頼性のある経験、および、
例えば死亡率および費用のインフレの改善によって、予想される結果を意図的に

過大評価または過小評価しない、予想される今後の進展についての判断の組み合

わせから導き出される。データおよび計算基礎は、当該データおよび計算基礎を

現在の状況に適したものに維持するために必要に応じて改訂して、保険契約準備

金が評価されるたびに再検討すべきである。

14.8.12 金利、金融市場価格およびインフレ率などの観察可能なデータは、現在
推計が算定されるたびに異なることが予想されうる。特に、キャッシュ・フロー

は、インフレ率に敏感である。計算基礎が当該市場における観察可能な価値から

導き出された場合、これらは、当該評価日において、最新の観察可能な価値であ

るべきである。

14.8.13 定期的な経験分析は、必要に応じて個別の企業および関連業界の経験を
考慮に入れて、保険の技術的リスクに用いられる計算基礎を裏付けるために行わ

れるべきである。計算基礎がそのような経験分析の結果に左右する場合、ポート

フォリオについての最新の経験は、当該ポートフォリオについて、必ずしも最も

信頼できる現在の計算基礎を示す必要はない。より高い信頼性は、経験における

変動をスムージングし、経験において明白となりうる傾向を適切に考慮する、数

年間の経験の分析によって到達されうる。しかしながら、過去の経験が、依然と
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for any trends in experience that may be evident. However, care should also be 
taken that historical experience remains relevant to current conditions.  

14.8.14 Where the credibility of an insurer’s own experience is low, for example 
for a small or new portfolio of insurance contracts, assumptions based on the 
relevant industry experience are likely to be more decision useful as a basis for 
projecting its cash flows.  

14.8.15 The assumptions used should, in principle, reflect the characteristics of 
the portfolio rather than those of the particular insurer holding that portfolio. 
However, it is important to note that, in practice, the characteristics of the portfolio 
underwritten by an insurer may reflect aspects of an insurer’s specific business 
practices, particularly with regard its underwriting, claims handling and expenses. 
Company-specific information may be appropriate, for example, where the 
insurer’s business model and practices are sufficiently substantiated as 
representative of the portfolio and similar information is used in market valuations. 

14.8.16 With respect to expenses, the insurer’s own expense experience in 
managing a portfolio is likely to be relevant in determining an economic value.  

14.8.17 Acquisition costs are typically a major component of an insurer’s 
expenses. For most insurance contracts, acquisition costs will already have been 
incurred so that future cash flows include only maintenance and claims costs. An 
appropriate analysis of the insurer’s expense experience is needed to separate 
out acquisition costs in order to model future expenses. Care is needed to allow 
for expenses that do not vary directly with the level of new business so that 
expenses that will continue to be incurred for a period if new business ceases are 
taken into account.  

して現在の状況に関連していることも注意されるべきである。

14.8.14 保険会社自身の経験の信頼性が低い場合、例えば、保険契約の小規模ま
たは新しいポートフォリオに関して、そのキャッシュ・フローを推定するための

基礎として、関連業界の経験に基づく計算基礎の方が、より意思決定に有用であ

る可能性が高い。

14.8.15 利用される計算基礎は、原則として、ポートフォリオを保有する特定の
保険会社の特性ではなく、当該ポートフォリオの特性を反映すべきである。しか

しながら、実務上、保険会社によって引き受けられたポートフォリオの特性は、

特にその引受け、保険金請求処理および費用に関して、保険会社の特定の事業慣

行の側面を反映しうることに言及することが大切である。会社独自の情報は、例

えば、保険会社の事業モデルおよび実務がポートフォリオを表すものとして充分

に実証され、類似の情報が市場評価に用いられる場合に適切となりうる。

14.8.16 費用について、ポートフォリオの管理における当該会社自身の費用経験
は、経済価値の算定に目的適合的である可能性が高い。

14.8.17 概して新契約費は、保険会社の費用の主要な構成要素である。大部分の
保険契約において、新契約費は、将来キャッシュ・フローが維持費および保険金

費用のみを含めるため、すでに発生していることになる。保険会社の費用経験の

適切な分析は、将来費用をモデル化するために、新契約費を区別する必要がある。

新契約が停止した場合に一定期間発生し続ける費用が考慮されるよう、新契約の

水準によって直接変化しない費用の考慮について、注意が必要である。
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14.9 The MOCE reflects the inherent uncertainty related to all relevant future 
cash flows that arise in fulfilling insurance obligations over the full time 
horizon thereof.

14.9.1 Different methods may be used in practice to measure risk. For some risks, 
observable market prices for risk may be available. In choosing a methodology, 
due consideration should be given to the nature of the risks being measured. 
Other approaches being considered around the world include quantile, conditional 
tail expectation, cost of capital and explicit assumption methods. Where a mixture 
of appropriate methods is used, a consistency check should be considered. 
Calibration of the methods used should reduce the effect of methodological 
differences to a level sufficient to enable reliable solvency assessment to be 
undertaken. At present, there is no one common methodology. In practice, the 
results from different methods will not be identical and calibration and consistency 
checks should be applied so that methodological differences are reduced to an 
acceptable level for solvency assessment purposes. Once established, the 
methodology should not be changed from one valuation to the next unless there 
is a reasonable rationale for change.  

14.9.2 The margin over current estimate (MOCE) represents an estimated 
measure of the uncertainty inherent in the cash flows associated with fulfilling an 
insurer’s insurance obligations. To achieve a consistent, reliable and decision 
useful valuation, the margin over current estimate should consider all of the 
inherent uncertainty attached to the policy obligations over the full period of those 
obligations i.e. the variability of all relevant future cash flows to the extent to which 
this uncertainty is borne by the insurer and not the policyholder.  

14.9 MOCEは、その全計測期間にわたって保険債務を履行する際に生じる全て
の関連する将来キャッシュ・フローに内在する不確実性を反映する。

14.9.1 リスクを測定するため、実務上、様々な方法が用いられうる。一部のリス
クに関しては、リスクの観察可能な市場価格が利用可能となるかもしれない。方

法論を選択する上で、測定対象となるリスクの性質を十分配慮すべきである。世

界中で検討されているその他のアプローチとして、クォンタイル、条件付きテー

ル期待値、資本コストおよび明示的な計算基礎の方法が含まれる。いくつかの適

切な方法の組み合わせを用いる場合には、整合的な確認について検討すべきであ

る。用いられる方法の較正は、信頼性の高いソルベンシー評価が行われるのに充

分な水準まで、方法論の差異の影響を軽減させるべきである。現在、１つの共通

する方法論は存在しない。実務において、様々な方法から得られる結果は一致せ

ず、ソルベンシー評価目的での受容可能な水準まで方法論の差異を軽減できるよ

う、較正および整合的な確認が行われるべきである。変更する合理的な根拠がな

い場合には、いったん設定された方法論は、評価ごとに変更されるべきでない。

14.9.2 MOCEは、保険会社の保険債務の履行に関連するキャッシュ・フローに固
有の不確実性の見積りの測定を表している。整合的で、信頼でき、意思決定に有

用な評価を達成するため、現在推計を超えるマージンは、保険契約債務の全期間

にわたり、これら債務に付随する固有の不確実性全て、すなわち、この不確実性

が保険契約者ではなく保険会社によって負担される範囲内での、関連する全ての

キャッシュ・フローの変動性を考慮すべきである。
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14.9.3 Only risk inherent to the policy obligations should be reflected in the MOCE. 
Other risks should be reflected in regulatory capital requirements. Where risks are 
reflected in both the MOCE and regulatory capital requirements to provide an 
overall level of safety, double counting should be avoided as far as practical.  

14.9.4 In some jurisdictions it may be considered appropriate, due to inherent 
uncertainty in policy obligations and profit, that no component of premium related 
to such considerations should be recognised in profit at the inception of a contract. 
In those jurisdictions, the inherent uncertainty is effectively represented by the 
difference between premium received and the Current Estimate. Other 
jurisdictions may take the view that one of the other methodologies described in 
this document provides a decision useful separate estimate of the level of 
uncertainty in determining the MOCE and may therefore allow potential gain at 
issue to be recognised.  

14.9.5 It is important to be clear about the extent to which risk factors should be 
reflected when valuing the MOCE and to what extent. It is appropriate to 
differentiate between the risks specific to the portfolio of insurance obligations 
and the risks associated with the operations of the particular insurer. Risks that 
are portfolio specific are inherent to the policy obligations and should be taken 
into account in the MOCE.  

14.9.6 In determining the appropriate methodology for determining the MOCE in 
a solvency regime, the supervisor should consider the extent to which possible 
methodologies promote transparency and comparability between insurers and 
insurance markets.  

14.9.3 保険契約債務に固有のリスクのみ、MOCE において対処されるべきであ
る。その他のリスクは、規制上の資本要件において反映されるべきである。全般

的な安全性水準を提供するために、リスクが MOCE および規制上の資本要件の
両方に反映される場合には、実行可能な限り二重計上をしないようにすべきであ

る。

14.9.4 一部の管轄区域では、保険契約債務および収益に固有の不確実性により、
そのような対価に関連する保険料のどの構成要素も、契約開始時に利益で認識さ

れるべきではないことは適切であると見なされうる。このような管轄区域では、

固有の不確実性は、受領保険料および現在推計間の差額によって事実上表され

る。その他の管轄区域は、本文書で説明されているその他の方法論の内の１つが、

MOCE を算定する上での不確実性の水準の、意思決定に有用な別個の推計を提
供すると考える可能性があり、したがって、発行時の潜在的な利益の認識を認め

る可能性がある。

14.9.5 MOCEを評価する際にリスク要因がどの程度反映されるべきかについて、
およびその範囲について明確にすることが重要である。保険債務のポートフォリ

オに特有のリスクと特定の保険会社の事業に関連するリスクを区別することが

適切である。ポートフォリオに特有のリスクは、保険契約債務に固有であり、

MOCEにおいて考慮されるべきである。

14.9.6 ソルベンシー制度においてMOCEを算定するための適切な方法論を決定
する上で、監督者は、考えられる方法論が、保険会社および保険市場の間で透明

性および比較可能性をどの程度促進するかを検討すべきである。
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14.9.7 An appropriate method for the determination of the MOCE would be 
expected to exhibit the following characteristics:  

• Insurance obligations with similar risk profiles have similar MOCEs;  
• The less that is known about the cash flows; the higher the MOCE;  

• For the same level of probability, risks with higher impact have higher MOCEs 
than those with lower impact;  

• Risks with low frequency and high severity will generally have higher MOCEs 
than risks with high frequency and low severity;  

• For risks of the same or a similar nature, contracts that persist over a longer 
timeframe will have higher MOCEs than those of shorter duration;  

• Risks with a wide probability distribution have higher MOCEs than those risks 
with a narrower distribution; and  

• To the extent that emerging experience reduces uncertainty, MOCEs should 
decrease, and vice versa.  

14.9.8 In establishing appropriate criteria or methods for determining the MOCE, 
the supervisor should consider the diversification of the inherent risk factors 
reflected in the MOCE.  

14.9.9 Consideration should be given to the segmentation of the insurance 
policies of the insurer into separate portfolios and the impact this has on the 
diversification of inherent risk factors that is taken into account. Segmentation, 
e.g. by line of business, may be undertaken for calculation purposes and may 
mean that diversification within portfolios is taken into account in the MOCE but 
diversification across portfolios is left out of account. The calculation method may 
also mean that diversification within portfolios is only partially taken into account. 

14.9.7 MOCE を算定するための適切な方法は、以下の特性を示すことが予想さ
れる：

・ 類似のリスク・プロファイルを有する保険債務は、類似のMOCEを有す
る。

・ 当該キャッシュ・フローについて知られていなければいないほど、MOCE
は高くなる。

・ 同水準の確率について、より強い影響を与えるリスクは、より弱い影響を

与えるリスクよりも高いMOCEを有する。
・ 頻度は低いが重大性の高いリスクは、頻度は高いが重大性の低いリスクよ

りも高いMOCEを有する。
・ 同一または類似の性質のリスクについて、より長期間にわたり存続する契

約は、より短期の契約よりも高いMOCEを有するだろう。
・ 広い確率分布を有するリスクは、より狭い分布を有するリスクよりも高い

MOCEを有する。
・ 経験の積み重ねが不確実性を軽減させる範囲で、MOCEは減少すべきであ
り、逆もまた同様である。

14.9.8 MOCE を算定するための適切な規準または方法を設定する上で、監督者
は、MOCEに反映される固有のリスク要因の分散を考慮すべきである。

14.9.9 保険会社の保険契約を別個のポートフォリオへ区分すること、および当
該区分が考慮される固有のリスク要因の分散にもたらす影響について考慮すべ

きである。例えば保険種目などによる区分は、計算目的で行われ、ポートフォリ

オ内のリスク分散は MOCE において考慮されるが、ポートフォリオ間のリスク
分散は考慮されないことを意味するかもしれない。当該計算方法は、ポートフォ

リオ内の区分が部分的にしか考慮されないことも意味するかもしれない。ポート

フォリオ内の残りのリスク分散およびポートフォリオ間の全てのリスク分散は、
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Any residual diversification within portfolios and all diversification across portfolios 
could for example be addressed as an offset to regulatory capital requirements, if 
appropriate. The MOCEs for the total business of the insurer would simply be the 
sum of the MOCEs of its portfolios.  

14.9.10 Where an element of an insurance liability, i.e. an insurance obligation or 
risk in whole or in part, can be replicated or hedged by a financial instrument which 
has a reliable value, the value of that instrument provides a reliable value for that 
element of the liability including an implicit MOCE. In practice, such hedging is 
rarely perfect in all scenarios and there are some differences between the 
insurance cash flows and those of the replicating instrument which need to be 
valued separately. Where a model is used for this valuation, calibration of the 
model to the value of hedging instrument used is likely to assist in achieving 
overall consistency and reliability. Such practice should be encouraged by 
supervisors.  

14.10 The valuation of technical provisions allows for the time value of 
money. The supervisor establishes criteria for the determination of 
appropriate rates to be used in the discounting of technical provisions.  

14.10.1 The solvency regime allows for the time value of money to be recognised 
in the determination of technical provisions and should establish criteria for the 
determination of appropriate interest rates to be used in the discounting of 
technical provisions (discount rates). In developing these criteria, the supervisor 
should consider the following:  

• the economics of the insurance obligations in its jurisdiction including their 
nature, structure and term; and  

• the extent (if any) to which benefits are dependent on underlying assets.  

適切な場合には、例えば、規制上の資本要件への相殺として取り扱われることも

ありうる。保険会社の全ての事業への MOCE は、単に当該ポートフォリオの合
計となる。

14.9.10 保険負債の要素、つまり保険債務またはリスクの全体または一部が、信
頼できる価値を有する金融商品によって複製またはヘッジされる場合、当該商品

の価値は、非明示的な MOCE を含む当該負債の要素に、信頼できる価値を提供
する。実務において、そのようなヘッジは、全てのシナリオに対応することはめ

ったになく、保険キャッシュ・フローと、別個に評価される必要がある複製商品

のキャッシュ・フローの間でいくらか差額がある。モデルがこの評価のために用

いられた場合、用いられたヘッジ手段の価値への当該モデルの較正は、全体の整

合性および信頼性を達成するのを支援する可能性がある。そのような実務は、監

督者によって推奨されるべきである。

14.10 保険契約準備金の評価では、貨幣の時間価値を考慮する。監督者は、保険
契約準備金を割り引く際に用いられる適切な利率を算定する規準を定める。

14.10.1 ソルベンシー制度は、貨幣の時間価値を保険契約準備金の算定において
認識することを認めており、保険契約準備金を割り引く際に用いられる適切な金

利（割引率）を算定する規準を定めるべきである。これらの規準を策定する上で、

監督者は以下を考慮すべきである：

・性質、構造および条件を含む、管轄区域における保険債務の経済性

・給付が（もしあれば）、基礎となる資産に左右される程度
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14.10.2 The criteria for determining appropriate interest rates to be used in the 
discounting of technical provisions should recognise that the appropriate interest 
rates may not be directly observable and apply adjustments based on observable 
economic and market data of a general nature as appropriate.  

14.10.3 To the extent that a risk is provided for elsewhere in the balance sheet by 
alternative means, there should be no allowance for that risk in the chosen 
discount rates.  

14.10.4 As the discount rates should reflect the economics of the insurance 
obligations, any observed yield curve should be adjusted to account for 
differences between the economics of the observed instrument with those of the 
insurance obligations.  

14.10.5 The criteria should also allow appropriate interpolation and extrapolation 
for non-observable market data and maturities. To provide for consistent, reliable, 
economic values, the criteria for discount rates should utilise the entire interest 
rate term structure.  

14.10.6 In principle, if an investment has a reliable market value and fully 
replicates or hedges an element of the insurance obligations or risks, such a value 
is presumed to reflect the time value of money.  

14.11 The supervisor requires the valuation of technical provisions to make 
appropriate allowance for embedded options and guarantees. 

14.11.1 The determination of the current estimate and MOCE should make explicit 

14.10.2 保険契約準備金を割り引く際に用いられる適切な金利を算定する規準
は、適切な金利が直接的に観察可能とはならず、必要に応じて、一般的な性質の

観察可能な経済データおよび市場データに基づく調整を適用する可能性がある

ことを認識すべきである。

14.10.3 代替手段によってリスクが貸借対照表の他の部分に提供される限り、選
択した割引率で当該リスクを割り引くべきではない。

14.10.4 割引率は、保険債務の経済性を反映すべきであるため、観察されるイー
ルド・カーブは、観察される商品の経済性と保険債務の経済性の間の差額を会計

処理するように、調整されるべきである。

14.10.5 規準は、観察不能な市場データおよび満期に対して補間および補外も認
めるべきである。整合性があり、信頼できる経済価値を提供するため、割引率の

規準は、金利の期間構造全体を利用すべきである。

14.10.6 原則として、投資が信頼できる市場価値を有し、保険債務またはリスク
の要素を完全に複製またはヘッジする場合、そのような価値は、貨幣の時間価値

を反映するものと推定される。

14.11 ソルベンシー制度では、保険契約準備金の評価において組込オプションお
よび保証を適切に考慮するよう要求する。

14.11.1 現在推計およびMOCEの算定は、最低保証給付および金利保証など、保
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allowance for any options of the policyholder or insurer and for guarantees 
embedded in the insurance contract, such as guaranteed minimum benefits and 
interest rate guarantees. The method used to value embedded options and 
guarantees should be appropriate to the nature, scale and complexity of risk and 
may include stochastic simulation or simplified methods as appropriate.  

14.11.2 An important policyholder option is the option to lapse and, for some life 
products, to receive payment of a surrender value. Explicit allowance for lapses 
and surrenders should be incorporated in the projections of future cash flows that 
are used to determine technical provisions. The risks of lapse and surrender need 
to be considered over the full time horizon of the insurance contract. Historical 
experience of lapses and surrenders is decision useful in considering the setting 
of assumptions about future experience used for calculating a current estimate 
and MOCE. The uncertainty associated with lapses and surrender may not be fully 
diversifiable across insurance contracts as the level of lapses and surrenders may 
depend on economic conditions or perceptions about the performance of the 
insurer which apply generally to policyholders. This is offset by variations in 
policyholders’ responses to such conditions or perceptions and their personal 
motivation for lapse and surrender. Such factors should be taken into account 
when assessing the risk of lapse and surrender.  

14.11.3 Technical provisions are not required to be subject to a surrender value 
floor equal to the total surrender values payable if all policies were to surrender 
immediately. Such an approach would not be an economic valuation as the effect 
of surrenders is already allowed for in the technical provisions by incorporating 
assumptions about the future rate of surrender and associated risks. However, in 
the determination of the overall financial requirements for solvency assessment 
purposes, a form of surrender value minimum may be considered appropriate, to 

険契約者または保険会社のオプション、および保険契約に組み込まれた保証を明

示的に考慮すべきである。組込オプションおよび保証の評価に用いられる方法

は、リスクの性質、規模および複雑性に適切となるべきであり、必要に応じて、

確率的シミュレーションまたは単純化した方法を含みうる。

14.11.2 重要な保険契約者のオプションは、失効し、一部の生命保険商品に関し
て、解約払戻金の支払を受け取るオプションである。失効および解約に関する明

示的な考慮は、保険契約準備金を算定するのに用いられる将来キャッシュ・フロ

ーの予測に織り込まれるべきである。失効および解約のリスクは、保険契約の全

期間にわたって認識される必要がある。失効および解約の過去の経験は、現在推

計および MOCE を計算するのに用いられる、将来の経験についての計算基礎の
設定を検討する上での意思決定に有用である。失効および解約に関連する不確実

性は、失効および解約の水準が、一般に保険契約者に適用される、経済状況また

は保険会社の業績についての認識に左右される可能性があるため、保険契約間で

完全に分離可能とはならない可能性がある。これは、保険契約者が、そのような

状況または認識、および自身の失効および解約への個人的なモチベーションに対

応する変化によって相殺される。そのような要因は、失効および解約のリスクを

評価する際に考慮されるべきである。

14.11.3 保険契約準備金は、全ての契約が直ちに解約されることになった場合、
支払うべき解約払戻金の総額と等しい解約払戻金のフロアの対象となるように

は求められない。解約の影響は、将来の解約率および関連リスクについての計算

基礎を織り込むことで、保険契約準備金においてすでに考慮されているため、そ

のようなアプローチは、経済評価とはならない。しかしながら、ソルベンシー評

価目的での財務要件全体の判定において、高水準の解約の際に、追加の保護を提

供するため、最低解約返戻金の形式は、適切とみなされうる。これは、必要に応



- 202 - 

英文 仮訳

provide additional protection in the event of a high level of surrenders. This should 
be reflected in regulatory capital requirements, as appropriate. 

じて、規制上の資本要件に反映されるべきである。

ICP 15 Investment 
The supervisor establishes requirements for solvency purposes on the 
investment activities of insurers in order to address the risks faced by 
insurers. 

Introductory Guidance  

15.0.1 This ICP does not directly apply to non-insurance entities (regulated or 
unregulated) within an insurance group but it does apply to insurance legal entities 
and insurance groups with regard to the risks posed to them by non-insurance 
entities.  

Basis for establishing regulatory investment requirements  

15.1 The supervisor establishes requirements that are applicable to the 
investment activities of the insurer. 

15.1.1 The nature of insurance business necessitates the establishment of 
technical provisions and loss-absorbing capital. This, in turn necessitates the 
investment in and holding of assets sufficient to cover technical provisions and 
capital requirements. The quality and characteristics of an insurer’s asset portfolio 
and the interplay and interdependence between the insurer’s assets and its 
liabilities are central to an assessment of an insurer’s solvency position, and 
hence, are important aspects to be addressed by the supervisor and for an insurer 
to manage.  

ICP 15 投資
監督者は、保険会社が直面するリスクに対処するために、保険会社の投資活

動に関するソルベンシー目的での要件を確立する。

導入指針

15.0.1 本ICPは保険グループ内の非保険事業体（規制、非規制にかかわらず）に
は直接適用しないが、非保険事業体が保険法人や保険グループに対して引き起こ

すリスクについては適用する。

規制上の投資要件設定の根拠

15.1  監督者は、保険会社の投資活動に適用される要件を定める。

15.1.1 保険業の性質から、保険契約準備金と損失を吸収する資本の積立が必要
となる。また、これによって、保険契約準備金と所要資本をカバーするのに十分

な資産の運用と保有も必要となる。保険会社の資産ポートフォリオの質と特徴、

および、保険会社の資産・負債間の相互作用と相互依存は、保険会社のソルベン

シーの状況を評価する上で中心的な存在であるため、監督者が取り組むととも

に、保険会社が管理するべき重要な側面となる。
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15.1.2 There are various reasons for insurers to make investments (e.g. capital 
appreciation, hedging or cash flow expectation) and there is a wide variety of 
assets that insurers may invest in, with the risk profiles of different investments 
varying widely. Some assets, such as equities and property are subject to 
unpredictable short term price movements. Other assets such as corporate and 
government bonds have fixed or defined income, with uncertainty related to the 
price at which these assets can be sold before maturity and the extent to which 
the counterparty is able to make fixed income payments and repay the principal. 
Unless restricted, derivatives may be used for speculative or hedging purposes 
and some may be subject to wide variations in their value and involve unlimited 
commitments.  

15.1.3 Financial requirements are not sufficient by themselves to ensure 
solvency and should be complemented with appropriate quantitative and/or 
qualitative requirements limiting/regulating the investment risks that are taken by 
the insurer. This guards against the possibility that the regulatory capital 
requirements and the insurer’s own risk and solvency assessments do not fully 
cover the risks inherent in those activities.  

15.1.4 In establishing regulatory investment requirements, factors considered may 
include: 

• the overall quality of risk management and governance frameworks in the 
insurance industry in the jurisdiction;  

• the way in which the quality of capital resources is addressed by the supervisor, 
including whether or not quantitative requirements are applied to the 
composition of capital resources;  

• the comprehensiveness and transparency of disclosure frameworks in the 

15.1.2  保険会社が投資を行うべき理由は数多く（値上り益、ヘッジまたはキャ
ッシュフロー期待など）、また、保険会社が投資対象とできる資産も多種多様で

あるため、それぞれの投資のリスク因子は大きく異なってくる。株式や不動産な

どの一部資産の短期的変動は予想できない。その他、社債や国債などの資産から

は固定した、または一定の収入が得られるが、これら資産を満期前にどのような

価格で売却できるか、および、相手方にはどの程度、固定利息と元本を支払える

能力があるかという点で、不確実性は残る。制限されない限り、デリバティブは、

投機的目的またはヘッジ目的で用いられ、一部は、価値が大幅に変動し、無制限

の義務が生じる可能性がある。

15.1.3  財務要件はそれだけでソルベンシーを確保できるものではなく、保険会
社が取った投資リスクを制限する/規制する適切な定量的および/または定性的要
件で補完すべきである。これは、規制上の資本要件、および、保険会社自身のリ

スクとソルベンシーの評価でこれらの活動に内在するリスクが十分にカバーで

きない可能性に備えられるようにする。

15.1.4  規制上の投資要件を定める際に考慮すべき要素としては、下記のような
ものが挙げられる：

・ 管轄区域の保険業界におけるリスク管理とガバナンスの枠組みの全体的な

質

・ 資本リソースの構成に定量的要件が適用されるか否かを含め、資本リソー

スの質が監督者によって扱われる方法

・ 管轄区域における開示の枠組みの包括性と透明性、および、市場が十分な

監視を行い、市場規律を課すことができる能力
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jurisdiction and the ability for markets to exercise sufficient scrutiny and impose 
market discipline;  

• the development of relevant investment and capital markets locally and 
internationally and the range of available financial instruments;  

• the cost of compliance, the impact on innovation and the effect on the efficiency 
of industry practices keeping in mind that the protection of policyholders is the 
main focus of prudential regulation;  

• noting that insurers compete with other financial services institutions, the 
requirements on the investment activities of other financial services entities, 
including banks; and  

• the level of prudence and risk-sensitivity of the regulatory solvency 
requirements and the risks that they cover.  

15.1.5 Regulatory investment requirements may take many forms and may 
influence the investment strategies of the insurer. Requirements may be rules-
based, setting out specific rules or restrictions on the investment activities of the 
insurer. For example, the requirements may set out quantitative limits on the asset 
types in which the insurer can invest. Alternatively, requirements may be 
principles-based, such that there is no specific restriction on the asset strategy 
taken by the insurer, as long as defined principles are met.  

15.1.6 Regulatory investment requirements may be a combination of rules-based 
and principles-based requirements, setting out some specific rules or restrictions 
and some principles with which the insurer’s investment strategy should comply. 
Broadly, regulatory investment requirements should provide the basis and 
incentives for the implementation of effective risk management by the insurer.  

15.1.7 Rules-based requirements may be used to prohibit or limit specific classes 

・ 国内・国際レベルでの関連する投資・資本市場の発展、および、利用できる

金融商品の幅

・ 保険契約者保護が健全性規制の主眼であることを留意しつつ、コンプライ

アンスのコスト、イノベーションに対するインパクトおよび業界実務の効

率への影響

・ 各保険会社が他の金融機関と競合していることに留意しつつ、銀行を含む

その他金融機関の投資活動に関する要件

・ 規制上のソルベンシー要件のプルーデンスとリスク感受性のレベル、およ

び、これらの要件がカバーするリスク

15.1.5 規制上の投資要件は多様な形態を取り、保険会社の投資戦略に影響する
こともある。要件はルールベースで、保険会社の投資活動に関する具体的なルー

ルまたは制限を定めることがある。例えば、保険会社が投資できる資産の種類に

定量的制限を定める要件がありうる。これに対し、所定の原則が守られる限り、

保険会社が採用する資産戦略に具体的な制約を課さないプリンシプルベースの

要件も定めうる。

15.1.6 また、ルールベースの要件とプリンシプルベースの要件を組み合わせ、一
部で具体的なルールまたは制限を課しながら、保険会社の投資戦略が遵守すべき

原則もいくつか定めるという規制上の投資要件もありうる。規制上の投資要件は

全体として、保険会社が有効なリスク管理を実施する根拠とインセンティブを提

供すべきである。

15.1.7 ルールベースの要件は、特定の種類の投資を禁止または制限するために
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of investment. Such requirements may be used, for example, for classes that have 
very volatile payouts, such as commodities, certain derivatives, asset classes 
where the counterparty is below a certain credit rating, unsecured loans, unquoted 
shares and exposures to closely related companies. Rules may also be defined 
to restrict exposure to any single counterparty, group, or homogeneous risk group 
(such as industry and geographical area) to, for example, a defined percentage of 
the total assets or capital base. Such rules or restrictions may either be applied 
directly to the investments or lead to charges to or deductions from available 
capital which act as a disincentive to investment in risky assets or high 
concentrations in particular assets rather than as a prohibition.  

15.1.8 Rules-based requirements may be relatively easy to enforce by 
supervisors, as there is limited scope for different interpretations of the rules. 
Similarly, they may be more readily explainable to a court when seeking 
enforcement of supervisory action. A further advantage of rules-based 
requirements is that the supervisor is able to prohibit or deter the insurer from 
investing in an asset class that it believes is not appropriate for it to hold.  

15.1.9 However, rules-based regulatory requirements may stifle innovation and 
may restrain the insurer from holding the assets that it believes are most 
appropriate for meeting its financial objectives. For example, an insurer may want 
to use derivatives in a hedging strategy to protect it from adverse market 
movements, but derivatives may be on the list of restricted assets. This may result 
in an ineffective risk management process, or prevent the insurer from developing 
innovative contracts to meet policyholder needs. Also, since the nature of 
business and structure of liabilities differ among insurance companies, a uniform 
rule-based regulatory requirement on investment, which is applicable to all 
insurers, may discourage insurers from developing their own risk management. 

利用されるかもしれない。このような要件は、例えば、一次産品など利回りが乱

高下する資産、一定のデリバティブ、取引相手が一定の信用格付けを下回る資産、

無担保貸付、非上場株、密接な関連のある企業へのエクスポージャーなどに利用

できる。また、ある単一の取引相手、グループまたはリスクが同質のグループ（業

界や地域など）に対するエクスポージャーを、総資産または資本の一定割合に制

限するような形で、ルールを設けることもできる。このようなルールや制限は、

該当する投資にそのまま適用することもできれば、利用可能資本へのキャピタル

チャージまたはその控除という形で、リスクの大きい資産への投資や一定資産へ

の投資集中を禁止ではなく、抑止するよう設定することもできる。

15.1.8 ルールに関する解釈の違いが出る余地は限られているため、ルールベー
ス要件は監督者にとって、比較的執行が容易となりうる。同様に、監督措置の執

行を求める際の裁判所への説明も容易となろう。さらに、ルールベース要件の利

点としては、監督者が、保険会社による保有が不適切と考えられる資産種類への

投資を禁止または抑止できるという点もあげられる。

15.1.9 しかし、ルールベースの規制要件はイノベーションを妨げ、保険会社が財
務目標の達成に最適と考える資産の保有を制約することになりかねない。例えば

保険会社は、市場の不利な動きから身を守るためのヘッジ戦略の一部として、デ

リバティブの利用を望むことがあるが、デリバティブは投資禁止資産になってい

るかもしれない。これにより、リスク管理プロセスの効果がなくなったり、保険

会社が契約者のニーズを満たす革新的商品を開発できなくなるかもしれない。ま

た、事業の性質および負債の構成が保険会社間で異なるため、全ての保険会社に

対して適用できる投資に関する統一のルールベースの規制上の要件は、保険会社

自身のリスク管理の進展を妨げるかもしれない。
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15.1.10 One advantage of principles-based requirements is that there is more 
flexibility for the insurer in its choice of particular investments and therefore to 
follow an investment strategy that it believes is the most appropriate to its risk 
profile, risk tolerance and overall financial objectives. The insurer will be able to 
select and follow the investment strategy to best manage its investment risks. 
Another advantage of principle-based requirements is that they may not need to 
be revised so frequently in response to innovations in the investment market. A 
potential disadvantage of a solely principles-based investment regime is that it 
may allow certain innovative investments which prove to be riskier than originally 
assessed. It may also be more difficult for the supervisor to take enforcement 
actions as principles-based investment requirements admit some scope for 
differences in interpretation.  

15.1.11 The supervisor should establish investment requirements having regard 
to such requirements applied in other, non-insurance, financial sectors. It is 
important that requirements are consistent to the extent possible, in order to 
prevent groups from transferring assets between the entities in the group to take 
advantage of regulatory arbitrage. Consistency of regulation between sectors 
assists in maintaining a level playing field and enhances fairness. However, such 
requirements should take into account the differences in risk profiles and risk 
management between sectors.  

Additional guidance for insurance groups  

15.1.12 For insurance groups, the supervisor should specify how investments 
should be aggregated for the purposes of regulatory investment requirements that 
apply to the group and consider appropriate restrictions on intra-group 

15.1.10 プリンシプルベース要件の一つの利点は、保険会社が具体的投資をより
柔軟に選べるため、そのリスク因子、リスク許容度および全般的財務目標に最適

と考える投資戦略を採用できるという点にある。保険会社はこの場合、その投資

リスクをもっともよく管理する投資戦略を選択、実施できあるであろう。プリン

シプルベースの要件の別の利点は、投資市場における革新に呼応して要件を頻繁

に改訂する必要がおそらくないことである。プリンシプルベースのみの投資規制

を採用した場合に生じうる欠点は、結果的に当初の評価よりもリスクが大きくな

りうる革新的投資を認めてしまうかもしれないことである。また、プリンシプル

ベースの投資要件ではある程度の解釈の差異が生じうるため、監督者による執行

措置の発動がより困難となりかねない。

15.1.11 監督者は、保険以外の金融セクターで適用される類似の要件を考慮しつ
つ、投資要件を定めるべきである。グループが構成法人間で資産を移転し、規制

裁定を行えないようにするためには、要件の整合性をできるだけ高めることが重

要である。セクター間で規制の整合を図れば、公平な競争条件を維持する一助に

なり、公正性が高まる。しかしながら、こうした要件には、セクター間のリスク・

プロファイルおよびリスク管理における差異を考慮に入れるべきである。

保険グループ向けの追加的指針

15.1.12 保険グループについては、監督者は、グループに適用される規制上の投
資要件のために、どのような投資を合算すべきかを定めるとともに、波及リスク

または風評リスクを限定するなどの目的で、グループ内取引に適切な制限を加え
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transactions, for example, to limit contagion or reputational risk. Issues to be 
considered may include exposures to related counterparties and the exposures 
arising from investments in subsidiaries and interests over which the insurer has 
some influence. In stress situations there will tend to be greater restrictions on 
movements and realisation of investments within the group. The regulatory regime 
may therefore require contractual evidence of the ability to access assets for 
solvency purposes before allowing their inclusion for group purposes.  

15.2 The supervisor is open and transparent as to the regulatory investment 
requirements that apply and is explicit about the objectives of those 
requirements. 

15.2.1 Openness and transparency of the supervisory investment requirements 
are required to facilitate its effective operation. The supervisor should be explicit 
as to the objectives of setting regulatory investment requirements. This is 
particularly important with regard to the consistency of such requirements with 
other building blocks of the regulatory solvency assessment of the insurer, such 
as the valuation of assets and liabilities, the calculation of regulatory capital 
requirements and the determination of available capital resources.  

Additional guidance for insurance groups  

15.2.2 A supervisor for insurance groups should be explicit as to the requirements 
that apply both on a group-wide basis as well as to insurance legal entities within 
the group and should address issues specific to groups, such as requirements for 
liquidity, transferability of assets and fungibility of capital within the group.  

15.2.3 In respect of group solvency, transparency allows appropriate comparisons 

ることを検討すべきである。検討すべき問題としては、関係する取引相手へのエ

クスポージャー、および子会社や保険会社が何らかの影響力を行使する利害関係

者への投資から生じるエクスポージャーなどがあげられる。ストレス状況におい

ては、グループ内の投資の移動および実現がより制限される傾向がある。したが

って、規制において、グループの目的のためにそれらを含めることを認める前に、

ソルベンシー目的で資産を利用できることについて、契約上の証拠資料を要求す

ることがある。

15.2  監督者は、適用される規制上の投資要件をオープンかつ透明に定めるとと
もに、そのような要件の目的を明示する。

15.2.1 効果的運用を容易にするためには、監督上の投資要件がオープンかつ透
明であることが必要である。監督者は、規制上の投資要件設定の目的を明確に定

めるべきである。このことは特に、当該要件と、資産・負債評価、規制上の資本

要件算定、利用可能資本資源の判定など、保険会社の規制上のソルベンシー評価

におけるその他基本要素との整合性について重要となる。

保険グループ向けの追加的指針

15.2.2 保険グループに関する監督者は、グループ全体とグループ内保険法人の
両方に適用される要件を明確に定めるとともに、流動性、グループ内の資産の移

転可能性、資本流用可能性に関する要件など、グループに特有の諸問題に取り組

むべきである。

15.2.3 グループのソルベンシーについては、透明性を確保することで、他のソル
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with other solvency requirements. The openness and transparency of the 
regulatory investment requirements in the jurisdictions in which an insurance 
group operates also facilitates the effective individual solvency assessment of 
insurers which are members of the group and its corresponding group-wide 
solvency assessment.  

Regulatory investment requirements regarding asset portfolio 

15.3 The regulatory investment requirements address at a minimum, the 
• Security; 
• Liquidity; and 
• Diversification; 

of an insurer’s portfolio of investments as a whole. 

15.3.1 The supervisor should require the insurer to invest assets in such a manner 
that, for the portfolio as a whole:  
• assets are sufficiently secure;  
• payments to policyholders or creditors are able to be made as they fall due 

(liquidity);  
• assets are held in the appropriate location for their availability; and  
• assets are sufficiently diversified.  

15.3.2 Insurance legal entities should be able to demonstrate that they meet the 
regulatory investment requirements as well as enterprise risk management 
requirements.  

Additional guidance for insurance groups  

ベンシー要件との適切な比較が可能になる。また、ある保険グループが営業する

各管轄区域における規制上の投資要件をオープンかつ透明なものにすれば、当該

グループに属する保険会社の個別のソルベンシー評価と、これに対応するグルー

プ全体のソルベンシー評価の実効性確保が容易となる。

資産ポートフォリオに関する規制上の投資要件

15.3 規制上の投資要件では少なくとも、保険会社の投資ポートフォリオの以下の3
点を全体的に取扱う。

・ 安全性

・ 流動性

・ 分散

15.3.1 監督者は、保険会社に対し、ポートフォリオ全体で下記のような形で、資
産運用を行うよう要求すべきである：

・ 資産が十分に安全であること

・ 保険契約者または債権者に期限どおりの支払ができること（流動性）

・ 利用可能性のために適切な場所に資産を保有すること

・ 資産を十分に分散させること

15.3.2 保険法人は、規制上の投資要件および全社的リスク管理要件の充足を
実証できるべきである。

保険グループ向けの追加的指針
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15.3.3 In addition to meeting the qualitative and quantitative investment 
requirements at an insurance legal entity level, the insurance group should 
monitor

28 
investment risk exposures on an aggregate basis for the group as a 

whole.  

15.3.4 The investment requirements should consider cases where losses from 
investments made by entities of an insurance group have the ability to weaken 
another entity or the group as a whole through intra-group investments (for 
example if there is explicit or implicit support from another entity).  

15.3.5 The assets of an entity within an insurance group may include participations 
or investments in another entity within the same group. Appropriate investment 
requirements should apply to such investments or participations which have 
particular regard to their lack of liquidity. Relatively small holdings in another 
insurance group entity which does not give the investor control over the investee 
may, for example, be subject to the same requirements that apply to investments 
in entities external to the group. On the other hand, for larger holdings which give 
the investor control or significant influence over the investee, consideration should 
be given to aggregating the assets of the investee with those of the investor for 
the purposes of applying investment requirements. This is done so that adequate 
security, liquidity and diversification are maintained and that the investor, using its 
control over the investee, ensures the investee’s investment activities are 
consistent with its own investment policy.  

Security 

15.3.3 保険グループは、保険法人単体レベルで定性的・定量的投資要件を充足す
ることに加え、グループ全体の合算ベースで、投資リスクへのエクスポージャー

を監視すべきである 28。

15.3.4 投資要件では、保険グループの各法人が行った投資で生じた損失が、グル
ープ内投資（例えば、別の法人からの明示的または暗示的なサポートがある場合）

を通じ、別の法人またはグループ全体に悪影響を及ぼしかねないケースを考慮す

べきである。

15.3.5 保険グループに属する法人の資産には、同一グループ内の他法人への参
加（出資）または投資が含まれることもある。流動性の欠如を特に考慮した、こ

うした投資または参加については、適切な投資要件を適用すべきである。保険グ

ループ内の他法人に対する比較的小口の持分で、投資対象の支配権を投資者に与

えないものについては、グループ外企業への投資に適用される同一の要件の対象

とすることなども可能である。しかし、投資対象に対する支配権または重要な影

響力を投資者に与える、より大口の持分については、投資要件適用のために、投

資対象の保有資産を投資者の資産と合算することを検討すべきである。そうすれ

ば、十分な安全性、流動性および分散が維持され、投資者は、投資対象への影響

力を行使し、投資対象の投資活動が自社の投資方針と整合することになる。

安全性

28 Monitoring in this context does not imply that the assets are managed centrally but that, at a minimum, the asset risks are aggregated and considered, and acted on, appropriately. 
  本文脈における監視とは、資産が集中的に管理されていることを意味するものではないが、少なくとも、資産リスクが適切に集約され、検討され、かつ影響を受けることを意味する。 
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15.3.6 The supervisor requires that the insurer’s investments are sufficiently 
secure both individually and for the portfolio as a whole. A sufficient degree of 
security of investments is essential so that obligations to policyholders can be met. 
The security of an investment is related to the protection of its value and to the 
preservation of its economic substance. Hence it may be necessary to establish 
regulatory investment requirements to restrict the insurer’s selection of, and/or 
exposure to, investments that have low security or whose security is difficult to 
assess reliably.  

15.3.7 The security of an investment is affected by the risk of default of a 
counterparty with which the investment is made, as well as the risk that it will lose 
its value (including currency risk, discussed in Guidance 15.4.1). Security is also 
affected by the safekeeping, custodianship or trusteeship of its investments. The 
insurer should ensure that its overall portfolio is sufficiently secure.  

15.3.8 Where external credit ratings of the investment are available, these may 
assist the insurer in determining the security of the counterparty and the 
associated risk of default. However, the insurer should be aware of the limits of 
using credit ratings and, where appropriate, conduct its own due diligence to 
assess the counterparty credit risk exposure. The supervisor may also establish 
requirements on the appropriate use of credit ratings by the insurer to ensure a 
sufficient degree of security of investments.  

15.3.9 To assess the security of its investments, it is important that the insurer is 
capable of assessing the nature, scale and complexity of the associated risks. 
This may be difficult in cases where there is a lack of transparency as to the 
underlying risk profile of an investment. This may be the case for indirect 

15.3.6 監督者は、保険会社の投資が個別のレベルでも、ポートフォリオ全体とし
ても、十分な安全性を備えていることを要求する。保険契約者に対する債務の履

行を図るためには、投資の十分な安全性が欠かせない。投資の安全性は、その価

値の保護とその経済的本質の保全に関連する。よって、安全性が低いか、安全性

を信頼できる形で評価することが難しい投資の選択、および／またはこれに対す

るエクスポージャーを保険会社に禁じる、規制上の投資要件を設定することも必

要となりうる。

15.3.7 投資の安全性は、投資対象のデフォルトリスク、および、投資の価値が失
われるリスク（指針15.4.1で述べる通貨リスクを含む）により影響を受ける。安
全性はまた、投資物件の管理、管理者および受託者によっても左右される。保険

会社はポートフォリオ全体の十分な安全性を確保すべきである。

15.3.8 投資について外部の信用格付があれば、保険会社が取引相手の安全性と
関連のデフォルトリスクを判定する一助となりうる。しかし保険会社は、信用格

付利用の限界を認識し、必要に応じ自らのデュー・ディリジェンスによって取引

相手への信用リスク・エクスポージャーを評価すべきである。監督者は、投資の

十分な安全性を確保するため、保険会社による信用格付の適切な利用に関する要

件を定めることもできよう。

15.3.9 保険会社が投資の安全性を評価する際には、関連するリスクの性質、規模
および複雑性を評価できる能力が重要となる。投資に内在するリスク因子に関す

る透明性が欠ける場合、これは困難となりかねない。このことは、投資信託

（collective investment fund）を通じた間接投資や、ストラクチャード資産商品
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investments through a collective investment fund or for investments in more 
complex financial instruments such as structured asset products. When an insurer 
invests in some markets, there may also be a lack of transparency or clarity in 
respect of the market, regulatory and legal systems that apply and the degree of 
protection that they provide.  

15.3.10 For those assets which are lacking in transparency, the risk profile should 
be carefully analysed by the insurer. The insurer should look through to the 
underlying exposure of the investment as far as possible as well as considering 
the additional risks introduced by and inherent in the investment structure. For 
example, additional legal risks may arise if investments are located outside of the 
insurer’s operating jurisdictions. Potential obligations to make future payments 
under the assets should be identified and adequately covered.  

15.3.11 The security of derivative products should be evaluated by taking into 
account the assets underlying the derivative, as well as the security of the 
counterparty providing the derivative, the purpose for which the derivative is held 
and the cover (such as collateral) the insurer has for exposures under the 
derivative contract. In some cases, counterparties may provide collateral to 
improve security by giving the insurer the right to the collateral if the counterparty 
fails. Similarly, the security of investments may be improved by guarantees from 
more secure third parties.  

15.3.12 Some investments that are not themselves derivatives may embed a 
derivative, thereby having an effect on the insurer corresponding to the derivative 
itself. Some commitments may be transacted through Special Purpose Entities 
(SPEs) which may be “off-balance sheet” in some jurisdictions. Such 
commitments which are similar to derivatives have similar security issues and the 

など、比較的複雑な金融商品への投資に当てはまりうる。保険会社がある市場に

投資する場合には、当該市場、適用される法規制体系、および、法規制によって

提供される保護の程度について、透明性が欠ける場合もある。

15.3.10 透明性に欠ける資産については、保険会社がリスク因子を慎重に分析す
べきである。保険会社はできる限り、投資に内在するエクスポージャーを見通す

とともに、投資構造によりもたらされるか、隠れている追加のリスクも検討すべ

きである。例えば、投資対象が保険会社の事業を行う管轄区域外に所在する場合

には、追加の法的リスクが生じうる。当該資産について将来支払の義務が生じる

可能性を突き止め、これを適切にカバーすべきである。

15.3.11 デリバティブ商品の安全性は、デリバティブの原資産に加え、デリバテ
ィブを提供するカウンターパーティーの安全性、デリバティブの保有目的、およ

び、デリバティブ契約によるエクスポージャーについて保険会社が持ち合わせて

いる保証（担保など）も考慮し、評価すべきである。場合により、カウンターパ

ーティーは担保を差し入れて、自社が破綻した際の担保権を保険会社に与え、安

全性を高めることがある。同様に、より安全性の高い第三者からの保証によって

も、投資の安全性を高めることができる。

15.3.12 投資の中には、それ自体はデリバティブでないものの、デリバティブを
組み込むことで、デリバティブに類似した影響を保険会社にもたらすものがあ

る。また、一部の管轄区域では「簿外」扱いとなるような「特別目的事業体（SPE）」
を通じ、約定が行われることもある。このようなデリバティブに類似した約定に

は同様の安全性問題があり、規制上の投資要件では、これら約定を整合性の取れ
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regulatory investment requirements should address these commitments in a 
consistent manner.  

15.3.13 When an insurer lends securities, it must consider both the risk inherent 
in the counterparty to which the securities are lent and the risk of the securities 
themselves. The insurer should seek to ensure that securities lending transactions 
are appropriately collateralised (with suitably frequent updating) and should 
recognise that lending a security does not mitigate the risk it poses to the insurer, 
even if doing so removes the security from the balance sheet. Care should be 
taken by the insurer when investing the collateral it holds that it will continue to 
cover the lending under adverse market conditions and that it will be returnable in 
the required form when due.  

Additional guidance on security for insurance groups 

15.3.14 The supervisor should make appropriate allowance for the possibility of 
an aggregation of exposures in an insurance group compounding security issues 
that may be relatively less important when considered at individual entity level. 
Correspondingly, the supervisor should guard against a group investing in assets 
that are not secure and which may then be distributed around the group to avoid 
investment restrictions, by requiring appropriate consolidated disclosure.  

Liquidity 

15.3.15 The insurer is required to pay benefits to the policyholder when the 
benefits become due. In order to do so, the insurer needs to have available assets 
which can be used to generate cash when it needs to do so. This includes disposal 
of assets for an amount (in the relevant currency) equal to the value it ascribes to 

た方法で取り扱うべきである。

15.3.13 保険会社は証券を貸し出す場合、証券貸出先に固有のリスクと、証券そ
れ自体のリスクをともに考慮しなければならない。保険会社は、証券貸出取引に

おいて適切な担保（ふさわしい頻度の更新があるもの）を確保するとともに、証

券貸出によって当該証券が簿外化しても、保険会社に引き起こすリスクは軽減さ

れないことを認識すべきである。保険会社が受け入れた担保で投資を行う場合

は、不利な市場環境のもとでも証券貸出をカバーし続けられるよう、また期限が

到来する際には必要とされる形で回収できるよう、注意すべきである。

保険グループ向けの安全性に関する追加的指針

15.3.14 監督者は、保険グループ内のエクスポージャー合算により、単体レベル
で見れば比較的重要でない安全性上の問題が大きくなる可能性も適切に考慮す

べきである。同様に、監督者は、適切な連結開示を要求することで、グループが

投資規制を免れるため、安全でなく、そのためにグループ全体に分散されうる資

産に投資することも防がねばならない。

流動性

15.3.15 保険会社は、保険契約者に約定どおり給付を支給しなければならない。
保険会社はこのため、必要な際の現金化に利用可能な資産を備える必要がある。

これには、保険会社が保持する資産からの収入のほか、資産をその評価に等しい

額で売却した場合を含む。



- 213 - 

英文 仮訳

that asset in addition to cash from income on assets that the insurer retains.  

15.3.16 The ability of the insurer to remain in a liquid position may be adversely 
impacted if, for example, the insurer pledges or hypothecates its assets, it 
experiences an unexpectedly large claim, there is an event resulting in many 
claims or a derivative needs to be serviced. A large cash outflow may impact the 
liquidity of the insurer leaving it with less liquid assets to make other policyholder 
payments.  

15.3.17 The ability to realise or liquidate an investment at any point in time is 
important. For example, where an investment is made in a closed fund, it would 
usually not be possible to resell the interest in the fund. This may also impede the 
security of the investment in terms of its ability to settle obligations towards 
policyholders. Similar considerations would need to be given for property used by 
the insurer which might be hard to liquidate without disrupting its operations.  

Additional guidance on liquidity for insurance groups  

15.3.18 The legal and practical impediments to cross-border movement of assets 
should also receive due regard. It is unlikely that available capital, however liquid 
within a jurisdiction, will be perfectly mobile across jurisdictional borders, 
particularly in a crisis. Therefore insurers and home and host supervisors should 
have due regard to the nature of the potential legal and practical impediments to 
cross-border transfer of assets as well as any potential effect those impediments 
might have, particularly in a winding up.  

15.3.19 Group issues are also relevant when managing liquidity risk both in terms 
of the availability of additional liquidity and the possible need to provide liquidity 

15.3.16 例えば、保険会社が自社の資産を担保として供出したり、予測を超えた
支払請求が発生したり、大量の支払請求につながる事象が発生したり、デリバテ

ィブへの補修の必要性が生じたりして、保険会社の流動性の高いポジションを維

持する能力は悪影響を受けるおそれがある。多額の現金の流出は、他の保険契約

者への支払を行うための流動資産が少なくなるため、保険会社の流動性に悪影響

を及ぼしかねない。

15.3.17 投資対象をどの時点でも期限内に売却または現金化できることは重要
である。例えば、クローズドファンドへの投資の場合、ファンド持分の転売は通

常、不可能であろう。これにより、保険契約者に対する債務履行能力という点で

も、投資の安全性が低下しかねない。業務の運営を妨げずに現金化することが難

しい、保険会社が利用する財産に対して、同様の配慮をする必要がある。

保険グループ向けの流動性に関する追加的指針

15.3.18 資産のボーダーを越えた移動に対する法的、実務的制約も適切に考慮す
べきである。ある管轄区域内で利用可能資本の流動性がどれほど高くとも、特に

危機の際には、これが管轄区域の境界を越えて完全に自由に移動できる公算は低

い。よって保険会社、および、本拠地と受入地の監督者は、資産のボーダーを越

えた移転に課されうる法的、実務的制約の性質とともに、特に清算の場合、こう

した制約が及ぼしうる潜在的影響を適切に考慮すべきである。

15.3.19 グループの問題はまた、追加の流動性の入手可能性、および、グループ
内のその他企業に流動性サポートを提供する必要が生じる可能性というどちら
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support to other parts of the group.  

15.3.20 Very often, the entities within a group engage in intra-group transactions 
(e.g. swaps, inter-company loans) in order to offset risks that exist within different 
parts of the group, or so that more mature businesses may support growing 
businesses within the group. Such transactions should be done using appropriate 
transfer pricing based on current market conditions so that there is appropriate 
recognition of the impact of these transactions for each of the entities involved and 
the group as a whole.  

15.3.21 Liquidity of assets and fungibility of capital are especially important if the 
group relies on diversification between entities without each entity being fully 
capitalised on a stand-alone basis (where the supervisor allows this scenario).  

Diversification 

15.3.22 Diversification and pooling of risks is central to the functioning of 
insurance business. To mitigate the risk of adverse financial events, it is important 
that the insurer ensures that its overall investment portfolio is adequately 
diversified and that its asset and counterparty exposures are kept to prudent 
levels.  

15.3.23 It is useful to draw a distinction between diversification within a risk 
category and diversification between risk categories. Diversification within a risk 
category occurs where risks of the same type are pooled (e.g. shares relating to 
different companies). It is related to the statistical property that the volatility of the 
average of independent, identically distributed random variables decreases as the 
number of variables increases. Diversification between risk categories is achieved 

の点から見ても、流動性リスクの管理に関連がある。

15.3.20 グループ内法人は、グループ内の各所に存在するリスクを相殺するた
め、または、グループ内の成熟事業が成長事業をサポートできるよう、グループ

内取引（スワップ、企業間貸付など）を行うことがきわめて多い。このような取

引は、取引に関与する各法人に対する影響とグループ全体に対する影響を適切に

認識できるよう、市場の現状に基づく適切な移転価格を用いて行うべきである。

15.3.21 各法人が個別には十分な自己資本を備えておらず、グループが所属法人
間のリスク分散に依存しているときは（監督者が、このようなシナリオを容認す

る場合）、資産の流動性と資本の流用可能性は特に重要となる。

分散

15.3.22 リスクの分散とプールは、保険事業の機能において中心的役割を担う。
不利な財務事象のリスクを軽減させるためには、保険会社が投資ポートフォリオ

全体を十分に分散させ、資産と取引相手に対するエクスポージャーを健全な水準

に維持していることを確かめることが重要である。

15.3.23 あるリスク・カテゴリー内部での分散と、リスク・カテゴリー間の分散
とを、はっきりと分けて考えることが有用であろう。リスク・カテゴリー内部の

分散とは、同種のリスク（異なる企業に関連する株式など）がプールされた状態

で発生する。これは、同一分布を有する独立確率変数の平均値のボラティリティ

が、変数の数が増すに連れて小さくなるという統計的性質に関連している。リス

ク・カテゴリー間の分散は、異種のリスクをプールすることで達成される。例え



- 215 - 

英文 仮訳

through pooling different types of risk. For example, where the insurer combines 
two asset portfolios whose performances are not fully correlated, the exposure to 
the aggregated risks will generally be lower than the sum of the exposures to the 
risks in the individual portfolios.  

15.3.24 With respect to its investment portfolio, the insurer should ensure that it is 
diversified both within as well as between risk categories taking into account the 
nature of the liabilities. Diversification between investment risk categories could, 
for example, be achieved through spreading the investments across different 
classes of assets and different markets. To achieve diversification within a risk 
category, the insurer needs to ensure that with respect to a given type of risk the 
investments are sufficiently uncorrelated so that – through pooling of individual 
assets – there is a sufficient degree of diversification of the portfolio as a whole. 

15.3.25 To ensure that its investment portfolio is adequately diversified, the insurer 
should avoid excessive reliance on any specific asset, issuer, counterparty, group, 
or market and, in general, any excessive concentration or accumulation of risk in 
the portfolio as a whole. As an example the insurer might consider its asset 
concentration by type of investment product, by geographical dispersion, or by 
credit rating. The insurer should also ensure that its aggregate exposure to related 
entities is considered and that different types of exposure to the same entity/group 
are also considered e.g. equity investment in a reinsurer which is also providing 
its reinsurance cover.  

Additional guidance on diversification for insurance groups 

15.3.26 Monitoring investments on a group-wide basis is more likely to make 
management aware of issues (e.g. asset concentrations) that could be overlooked 

ば、保険会社がパフォーマンスに完全な相関関係のない2つの資産ポートフォリ
オを組み合わせれば、リスク総体に対するエクスポージャーは通常、個別ポート

フォリオのリスク・エクスポージャーの和よりも小さくなる。

15.3.24 保険会社はその投資ポートフォリオに関し、負債の性質を考慮に入れて
リスク・カテゴリー内部と相互の分散を確保すべきである。例えば、投資リスク・

カテゴリー間の分散は、投資を異なる資産種類と市場に広げることによって達成

されるだろう。リスク・カテゴリー内部の分散を達成するには、ある特定の種類

のリスクについて、個別資産のプーリングを通じ、ポートフォリオ全体の十分な

分散を図れるよう、保険会社が投資の相関関係の十分な低減を確保する必要があ

る。

15.3.25 保険会社は、投資ポートフォリオの十分な分散を確保するため、いずれ
か特定の資産、発行者、取引相手、グループまたは市場への過度の依存、および

一般的に、ポートフォリオ全体におけるリスクの過度の集中または累積を避ける

べきである。一例として保険会社は、投資商品の種類別、地理的な拡散度別また

は信用格付別に資産集中を考慮することができよう。保険会社はまた、関連法人

に対するエクスポージャー総計の検討とともに、自社に対する再保険も提供して

いる再保険会社への株式投資など、同一の事業体／グループへの種類の異なるエ

クスポージャーの検討も確実にすべきである。

保険グループ向けの分散に関する追加的指針

15.3.26 グループ全体として投資を監視すれば、単体ベースでの監視を行った場
合に見落としかねない問題（資産集中など）を経営陣が認識しやすくなる。全体
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if only the individual legal entities are monitored. Groups that are unaware of their 
global exposures could end up with an inappropriate level of exposure to certain 
investments, creating financial difficulties within the group if the value or liquidity 
of these investments decreases.  

Regulatory investment requirements relating to the nature of the liabilities 

15.4 The supervisor requires the insurer to invest in a manner that is 
appropriate to the nature of its liabilities. 

15.4.1 The assets that are held to cover policyholder liabilities and those covering 
regulatory capital requirements should be invested in a manner which is 
appropriate to the nature of the liabilities as the insurer will need to use the 
proceeds of its investments to pay the policyholders and other creditors, as and 
when the payments to them fall due. The insurer’s investment strategies should 
take into account the extent to which the cash flows from its investments match 
the liability cash flows in both timing and amount and how this changes in varying 
conditions. In this context, the insurer should specifically consider investment 
guarantees and embedded options that are contained in its policies. It should also 
consider the currency or currencies of its liabilities and the extent to which they 
are matched by the currencies of the assets. To the extent that assets and 
liabilities are not well matched, movements in financial variables (e.g. interest 
rates, market values and exchange rates) could affect the value of the assets and 
the liabilities differently and result in an adverse economic impact for the insurer. 

15.4.2 This requirement to take into account the characteristics of the liabilities 
does not necessarily place a requirement on the insurer to employ an investment 
strategy which matches the assets and the liabilities as closely as possible.  

としてのエクスポージャーを認識できないグループは最終的に、ある種の投資に

対する不適切な水準のエクスポージャーを抱えることになり、こうした投資の価

値または流動性が低下した場合には、グループ内で財務問題が生じかねない。

負債の性質に関する規制上の投資要件

15.4 監督者は保険会社に対し、その負債の性質に適した形で投資を行うよう要
求する。

15.4.1 保険負債をカバーするために保有する資産および規制上の資本要件をカ
バーしている資産は、そのような負債の性質に適した形で運用しなければならな

い。保険会社はこうした運用の収益から、契約者やその他の債権者に期限どおり

の支払を行わねばならないからである。保険会社の投資戦略では、時期と金額の

両方の点で、投資によるキャッシュフローと負債のキャッシュフローがマッチし

ている程度、および、それが状況の変化に応じてどのように変わるか、を考慮す

べきである。これに関連して、保険会社は特に、保険契約に含まれる保証や組込

オプションを考慮すべきである。また、こうした負債の通貨と、その通貨と資産

の通貨がマッチしている程度も検討すべきである。資産と負債のマッチングが不

十分な場合、金融変数（金利、市場価値、為替レートなど）の動きは資産と負債

の価値に異なる影響を及ぼし、その結果として、保険会社に経済的打撃を与えか

ねない。

15.4.2  負債の特性を考慮に入れるという要件は必ずしも、資産と負債をできる
限りマッチさせる投資戦略の採用を保険会社に義務づけるものではない。
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15.4.3 As liability cash flows are often uncertain, or there are not always assets 
with appropriate cash flow characteristics, the insurer is usually not able to adopt 
a completely matched position. The insurer may also wish to adopt a mismatched 
position deliberately to optimise the return on its business. In such circumstances, 
the supervisor may require the insurer to hold additional technical provisions 
and/or capital to cover the mismatching risk. The regulatory investment 
requirements may also constrain an insurer’s ability to mismatch its assets and 
liabilities as the extent of mismatching should not expose policyholders to risks 
that cannot be effectively managed by the insurer.  

15.4.4 However, close matching of assets and liabilities is usually possible and 
should be considered as a potential requirement in the case of unit-linked or 
universal life policies where there is a direct link between policyholder benefits 
and investment funds or indices. It may not otherwise be possible for the 
mismatching risk to be covered effectively by capital. Where a regime requires 
assets to be closely matched to such liabilities, other restrictions on investments 
may be appropriate to contain the investment fund risk being borne directly by 
policyholders.  

15.4.5 The insurer should manage conflicts of interest (e.g. between the insurer’s 
corporate objectives and disclosed insurance policy objectives) to ensure assets 
are invested appropriately. For with-profits liabilities, an insurer should hold an 
appropriate mix of assets to meet policyholders’ reasonable expectations.  

Additional guidance for insurance groups  

15.4.6 Investments that back liabilities including those covering regulatory capital 

15.4.3  負債のキャッシュフローは不確実であることが多かったり、適切なキャ
ッシュフロー特性を有する資産があるとは限らなかったりするため、保険会社は

完全にマッチするポジションを採用できないのが普通である。また、保険会社は

事業収益を最適化するため、意図的にミスマッチのポジションを採用しようとす

るかもしれない。このような場合、監督者は保険会社に対し、ミスマッチのリス

クをカバーするため、追加の保険契約準備金および／または資本の保有を要求す

ることもある。また、保険会社が効果的に管理できないリスクに保険契約者をさ

らすようなミスマッチは禁じられるべきであるため、規制上の投資要件により、

保険会社が資産と負債をミスマッチさせることを制限するという手もある。

15.4.4 しかし、資産と負債の密接なマッチングは可能なのが普通であり、保険契
約者給付と投資ファンドまたはインデックスが直接に連動するユニットリンク

生命保険またはユニバーサル生命保険の場合には、これを潜在的要件とみなすべ

きである。さもなければ、ミスマッチのリスクを資本で効果的にカバーすること

はできないおそれもある。規制により、資産とこれら負債との密接なマッチング

が要求されている場合には、その他の投資規制により、投資ファンド・リスクを

保険契約者が直接負わないようにすることが適切であろう。

15.4.5 保険会社は利益相反（例えば、保険会社の企業目標と開示された保険契約
の目標との間の）を管理することで、資産の適切な運用を確保すべきである。有

配当保険の負債について、保険会社は契約者の合理的期待に沿えるよう、適切な

アセットミックスを維持すべきである。

保険グループ向けの追加的指針

15.4.6 いずれかのグループ法人の規制上の資本要件をカバーするものを含め、
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requirements within one of a group’s legal entities should be tailored to the 
characteristics of the liabilities and the needs of the legal entity and not subject to 
undue influence from the wider objectives of the group.  

Regulatory investment requirements regarding risk assessability  

15.5 The supervisor requires the insurer to invest only in assets whose risks 
it can properly assess and manage. 

15.5.1 The insurer should ensure that its investments, including those in collective 
investment funds, are sufficiently transparent and should limit its investments to 
those where the associated risks of the asset can be properly managed by the 
insurer i.e. where the insurer can identify, measure, monitor, control and report 
those risks and appropriately take them into account in its own risk and solvency 
assessment.  

15.5.2 The insurer should understand all of the risks involved sufficiently well 
before any such investments are undertaken. Such an understanding is necessary 
in order to assess how material the risk from a proposed investment is to an 
insurer. Assessments of risks should take into account the maximum loss possible 
in a transaction, including losses that may occur in situations where assets or 
derivatives become liabilities for the insurer. 

15.5.3 Where the insurer is able to look through the structure of the investments 
to the underlying assets, the insurer should consider the risk characteristics of the 
underlying assets and how this affects the risk characteristics of the investments 
itself. However, where look through is not possible, appropriate techniques should 
be developed to assess the risks associated with the investment, e.g. by 

負債を担保する投資は、当該負債の特性と当該法人のニーズに適応させるべきで

あり、より広いグループの目標によって不当な影響を及ぼされるべきではない。

リスクの評価可能性に関する規制上の投資要件

15.5 監督者は保険会社に対し、自社が適切にリスクを評価、管理できる資産に
のみ投資するよう要求する。

15.5.1 保険会社は、投資信託への投資を含め、投資の十分な透明性を確保すると
ともに、自社が資産に付随するリスクを適切に管理できるもの、すなわち、保険

会社がこれらリスクを判別、測定、監視、統制および報告し、企業自身によるリ

スクとソルベンシーの評価（ORSA）でこれらを適切に考慮できるものに投資を
限定すべきである。

15.5.2 保険会社は、こうした投資の実行に先立ち、関連するリスクを全て十分に
理解すべきである。このような理解は、予定される投資からのリスクが保険会社

にとってどれだけ重大かを評価する上で必要である。リスク評価では、資産また

はデリバティブが保険会社にとって負債となる状況で生じうる損失を含め、ある

取引で生じうる最大限の損失を考慮すべきである。

15.5.3 保険会社は、内在する資産への投資構造を調査できる場合、内在する資産
のリスク特性、および、これが投資自体のリスク特性にどう影響するかを考慮す

べきである。しかし、調査が困難な場合には、例えば投資ファンドの運用会社を

評価するなどにより、投資に関連するリスクを評価する適切な手法を開発すべき

である。
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assessing the investment manager of an investment fund. 

15.5.4 Investments which are not admitted to trading on a regulated financial 
market should be kept to prudent levels as the assessment of their risks may be 
subjective. This is particularly relevant where standardised approaches to 
determining regulatory capital requirements are used, since such standardised 
approaches will often be designed to be not unduly complex and thus feasible in 
practice for all insurers, whilst delivering capital requirements which reasonably 
reflect the overall risk to which the insurer is exposed. Moreover, by its very nature 
a standardised approach may not be able to fully and appropriately reflect the risk 
profile of the investment portfolio of each individual insurer.  

Additional guidance for insurance groups  

15.5.5 Investments held by entities within a group are sometimes managed 
centrally, with the entities relying on expertise provided by the group head office 
or specialist central unit. Such arrangements may be acceptable if the investment 
management unit has the requisite knowledge and skills to assess and manage 
the risks of these investments and manages the investments with due regard to 
the needs of the entity in addition to the group as a whole.  

Regulatory investment requirements relating to specific financial 
instruments  

15.6 The supervisor establishes quantitative and qualitative requirements, 
where appropriate, on the use of more complex and less transparent classes 
of assets and investment in markets or instruments that are subject to less 
governance or regulation. 

15.5.4 規制された金融市場での取引が認められていない投資については、リス
ク評価が主観的となるおそれがあるため、慎重な水準に抑えるべきである。これ

は特に、規制上の資本要件の決定に標準化されたアプローチが用いられる場合に

当てはまる。なぜなら、このような標準的アプローチは、保険会社がさらされる

全般的リスクを合理的に反映する資本要件を設ける一方で、全ての保険会社が実

践できるよう、過度な複雑性を排除する形で作られていることが多いからであ

る。しかも、標準的アプローチはその性質上、各保険会社の個別投資ポートフォ

リオのリスク因子を十分かつ適切に反映できないおそれがある。

保険グループ向けの追加的指針

15.5.5 場合により、グループ内法人が保有する投資は集中的に管理され、各法人
はグループの本社または中央の専門部署が提供するノウハウに依存しているこ

ともある。このような仕組みは、当該投資管理部署がこれら投資のリスクを評価、

管理するのに必要な知識とスキルを有し、かつ、グループ全体だけでなく、個別

法人のニーズに十分配慮して投資を管理していれば、受入可能である。

特定金融商品に関する規制上の投資要件

15.6 監督者は、必要に応じ、比較的複雑で透明性の低い資産種類の活用、およ
び、ガバナンスまたは規制が緩い市場または商品への投資に関し、定量的、定性

的要件を設ける。
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15.6.1 Complex investments pose additional risks in that large, sudden and/or 
unexpected losses can occur. For example, off-balance sheet vehicles have led 
to losses arising from implicit obligations of support, structured credit products 
have lost value when correlations between assets increased in stress 
environments, and unhedged derivatives have produced large liabilities arising 
from extreme low-probability market events.  

15.6.2 Similarly, additional considerations need to be given for assets in which 
investment is permitted by the regime (because the risk is generally sufficiently 
assessable) but which are less transparent compared to other investments. Other 
assets could be less well governed in terms of the systems and controls in place 
for managing them or the market regulation that applies to them. Such assets may 
present operational risks that may arise in adverse conditions which are difficult 
to assess reliably. In terms of market regulation, investments in an unregulated 
market or a market that is subject to less regulation such as a professional 
securities market need to be given special consideration.  

15.6.3 Supervisors should therefore establish quantitative and qualitative 
requirements or restrictions on such investments including those described below. 
As an example, where appropriate the regulatory investment requirements might 
include the pre-approval of an insurer’s derivative investment plan e.g. a dynamic 
hedging program. That pre-approval procedure could require that the insurer 
describe its controls over the derivative investment process and the testing of the 
process before it is used in a live environment.  

15.6.4 The investments described below do not represent an exhaustive list and 
regulatory investment requirements should be flexible (or sufficiently broad) to 

15.6.1 複雑な投資には、多額の予期しない損失が突然に生じうるという点で、追
加のリスクが伴う。例えば、非連結会社（off-balance sheet vehicles）が暗示的
な支援義務によって損失の原因となったり、資産間の相関関係がストレス環境下

で増大した際にストラクチャード・クレジット商品の価値が下落したり、極めて

確率の低い市場事象から、ヘッジされていないデリバティブで多額の負債が生じ

たりしている。

15.6.2 同様に、規制によって投資が認められている（リスクが一般的に十分評価
できるため）ものの、その他の投資よりも透明性が低い資産についても、追加的

な考慮が必要である。その他にも、管理のために導入されたシステムや統制、ま

たは、適用される市場規制という点で、ガバナンスが行き届いていない資産もあ

りうる。このような資産は、信頼できる形で評価することが難しい不利な状況で

オペレーショナルリスクを引き起こしかねない。市場規制という点では、非規制

市場、または、プロ向け証券市場など規制が緩やかな市場への投資も、特別に考

慮する必要がある。

15.6.3 よって、監督者は下記に述べるものを含め、このような投資に関する定量
的、定性的要件または制限を設けるべきである。一例として、規制上の投資要件

には適宜、動的ヘッジ・プログラムなど、保険会社のデリバティブ投資計画の事

前承認を盛り込むことができよう。この事前承認手続きでは、デリバティブ投資

プロセスに対する統制と、プロセスの実際の運用に先立つテストの説明を保険会

社に要求するのも一案である。

15.6.4 下記に述べる投資はこうした金融商品を網羅するものではなく、規制上
の投資要件には、環境の変化に配慮できる柔軟性（または十分な幅）を持たせる



- 221 - 

英文 仮訳

take account of the changing environment. The solvency position and the 
sophistication of an insurer should also be considered. The amount of available 
capital an insurer has could provide additional flexibility to the supervisor in 
particular cases.  

Off-balance sheet structures  

15.6.5 The supervisor should consider whether investments in off-balance sheet 
structures should be permitted under the regulatory investment regime or if the 
investment was set up in order to circumvent any regulatory investment 
requirements.  

15.6.6 SPEs are generally set up for a specific purpose to meet specific payments 
to investors, who have accepted the risk profile of their payments based on the 
cash flows underlying the SPE. The investment strategy for the SPE may need to 
be more restrictive than the strategy for the insurer, which may choose to make 
more risky investments if it has adequate free assets.  

15.6.7 The investment strategy for the structure may be different from the 
investment strategy for the insurer, as there may be a different appetite to take on 
different investment risks. However, the investment strategy adopted by the off-
balance sheet structure may have an impact on the ability of the insurer to make 
payments to the policyholders, especially if the structure is in a stressed position. 

Investments in structured credit products

15.6.8 It may also be the case that the insurer invests in securities or other 
financial instruments which have been “repackaged” by an SPE and which may 

べきである。保険会社のソルベンシーの状況と洗練度も考慮すべきである。保険

会社が保有する利用可能資本の額は、特定のケースにおいて、監督者に追加的な

柔軟性を与えうる。

非連結組織（Off Balance Sheet Structures）

15.6.5 監督者は、非連結組織への投資を投資規制で認めるべきか否か、または、
その投資が規制上の投資要件をかいくぐるために行われたのかどうかを検討す

べきである。

15.6.6 SPEは概して、投資者に特定的な支払を行うために設立されるが、これら
投資者は支払を受けるにあたり、SPEの原資産によるキャッシュフローに基づく
リスク因子を受け入れている。SPEは十分なフリー・アセットがあれば、よりリ
スクの大きい投資を選択しうることから、SPEについては、投資戦略に保険会社
本体よりも厳しい制限を加える必要もあろう。

15.6.7 非連結組織の投資戦略は、各種投資リスクに対する許容度の違いから、保
険会社の投資戦略と異なる可能性がある。しかし、非連結組織が採用する投資戦

略は、特にこの組織がストレス下にある場合、保険会社の契約者に対する支払能

力に影響を及ぼしかねない。

ストラクチャード・クレジット商品への投資

15.6.8 保険会社は、SPEによって「リパッケージ」され、しかも、その他金融機
関（銀行や保険会社を含む）が組成者ともなる証券その他の金融商品に投資する
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originate from other financial institutions (including banks or insurers). Examples 
of such instruments are asset backed securities (ABS), credit linked notes (CLN) 
or insurance linked securities (ILS). In these cases, it may be very difficult for the 
insurer to assess the risk inherent in the investment (and in particular the risk 
profile of the underlying reference instruments which in some cases may be of 
particularly poor quality e.g. sub-prime mortgages). Where the originator is 
another insurer, the investment may also carry insurance related risks (such as 
non-life catastrophe risks in the case of a non-life catastrophe bond securitisation) 
which may not be transparent to the insurer or else difficult to assess.  

15.6.9 In order to prevent that the insurer is exposed to an undue level of risk in 
such cases, the supervisor may consider establishing qualitative or quantitative 
requirements which may relate directly to the insurer investing in such assets, or 
which may relate to the originator of the “repackaged” instrument.  

15.6.10 Such requirements may recognise that some structured credit products 
are higher risk than others and consider, for example:  

• the treatment of such investment in other financial sectors;  
• the extent to which the originator has retained an interest in a proportion of the 

risk being distributed to the market;  
• the definition and soundness of criteria applied by the originator in extending 

the original credit and in diversifying its credit portfolio;  
• the transparency of the underlying instruments; and  
• the procedures the insurer has in place to monitor exposures to securitisations, 

including consideration of securitisation tranches, and reporting them to the 
insurer’s Board and Senior Management and supervisor.  

Restrictions or prohibition may be applied to investments in structured products 
where appropriate conditions are not satisfied.  

ことがある。このような商品の例としては資産担保証券（ABS）、クレジット・
リンク・ノート（CLN）、保険リンク証券（ILS）などがあげられる。このような
場合、保険会社が投資に内在するリスク（および特に、場合によってはサブプラ

イム住宅ローンなどきわめて質の低い原資産のリスク因子）を評価することは非

常に困難となりかねない。組成者が別の保険会社である場合、このような投資に

は保険会社にとって不透明または評価困難な保険関連リスク（損害保険のキャッ

トボンド（証券化）の場合の災害リスクなど）が伴うこともある。

15.6.9 このような場合に保険会社が過度な水準のリスクにさらされることを防
ぐために、監督者は、このような資産に投資する保険会社に直接関係するか、「リ

パッケージ」商品の組成者に関係する定性的または定量的要件を定めることがあ

る。

15.6.10 このような要件では、ストラクチャード・クレジット商品の中でもリス
クの大小があることを認識した上で、例えば下記を考慮しうる：

・ その他金融セクターで、このような投資がどう扱われているか

・ 組成者は市場で流動化されたリスクのうち、どれだけの部分を留保してい

るか

・ 組成者が原資産となる信用を供与し、その信用ポートフォリオを分散させ

る際に適用した判断基準の定義と健全性はどうか

・ 原資産の透明性はどうか

・ 証券化トランシェの検討を含め、保険会社が証券化へのエクスポージャー

を監視し、これを自社の取締役会や経営陣、さらには監督者に報告する上

で、どのような手順を導入しているか

適切な条件が満たされていない場合、ストラクチャード商品への投資を制限また

は禁止することもある。
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Use of derivatives and similar commitments  

15.6.11 A derivative is a financial asset or liability whose value depends on (or is 
derived from) other assets, liabilities or indices (the “underlying asset”). 
Derivatives are financial contracts and include a wide assortment of instruments, 
such as forwards, futures, options, warrants and swaps. Similar commitments can 
be embedded in hybrid instruments that are not themselves derivatives (e.g. a 
bond whose maturity value is tied to an equity index is a hybrid instrument that 
contains a derivative). An insurer choosing to engage in derivative activities should 
clearly define its objectives, ensuring that these are consistent with any legislative 
restrictions.  

15.6.12 Derivatives, used appropriately, can be useful tools in the management 
of portfolio risk of insurers and in efficient portfolio management. In monitoring the 
activities of insurers involved in derivatives, the supervisor satisfies itself that the 
insurer has the ability to recognise, measure and prudently manage the risks 
associated with their use. The supervisor should obtain sufficient information on 
the insurer’s policies and procedures on the use of derivatives and may request 
information on the purpose for which particular derivatives are to be used and the 
rationale for undertaking particular transactions.  

15.6.13 Given the nature of insurance operations, derivatives should preferably 
be used as a risk management mechanism rather than for speculative 
investment. Supervisors may restrict the use of derivatives (particularly 
derivatives that involve the possibility of unlimited commitments) to the reduction 
of investment risk or efficient portfolio management. This means that where 
derivatives are used it is required that this is for the purpose of reducing risk and 

デリバティブおよび類似の約定の利用

15.6.11 デリバティブとは、その価値が他の資産、負債またはインデックス（「原
資産」と総称）に依存する（または、これらから導出される）金融資産または金

融負債を指す。デリバティブは金融契約であり、そこには先渡、先物、オプショ

ン、ワラント、スワップなど、多種多様な商品を含む。それ自体はデリバティブ

でないハイブリッド商品に、類似の約定が組み込まれることもある（例えば、償

還価額が株価指数と連動する債券は、デリバティブを組み込んだハイブリッド商

品である）。デリバティブ取引への関与を選んだ保険会社は、その目的を明確に

定め、法規制との整合性を確保すべきである。

15.6.12 デリバティブを適切に利用すれば、保険会社のポートフォリオのリスク
管理と効率的なポートフォリオ管理において有用なツールとなりうる。監督者

は、デリバティブに関与する保険会社の活動を監視する際、その利用に伴うリス

クを認識、測定し、これを慎重に管理する能力が保険会社に備わっているとの確

証を得る。監督者は、デリバティブ利用に関する保険会社の方針と手順に関し、

十分な情報を入手すべきであり、また、具体的なデリバティブの利用目的と、具

体的取引の合理的根拠に関する情報の提供を要請することがある。

15.6.13 保険業の性質から見て、デリバティブは投機的投資目的ではなく、リス
ク管理の手段として用いるほうが望ましい。監督者は、デリバティブ（特に無制

限の義務を負う可能性があるデリバティブ）の利用目的を投資リスクの削減また

は効率的ポートフォリオ管理に制限することがある。すなわち、デリバティブを

利用する場合には、リスクとコストの削減、または、受容可能な水準のリスクに

よって追加的資本または収益の創出を目的とせねばならない。また、デリバティ
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costs or generating additional capital or income with an acceptable level of risk. 
Restrictions may also be applied to require the suitability of derivative 
counterparties, the cover the insurer has to meet any obligations it has under the 
derivative, the tradability of the derivative and, in the case of over-the-counter 
derivatives, the ability to value it and to close it out at that value when needed. 
Derivatives should be considered in the context of a prudent overall asset/liability 
management strategy. This should also apply to financial instruments that have 
the economic effect of derivatives.  

ブのカウンターパーティーの適格性、デリバティブによって生じた支払義務を履

行するために保険会社が準備する担保、デリバティブの取引可能性、および、店

頭デリバティブについて、これを評価し、かつ、必要な際に評価価値でこれを処

分できる能力を要求するという点からも、規制を設けることがある。デリバティ

ブは、健全なALM戦略全般との関連で検討すべきである。デリバティブと同じ経
済効果を有する金融商品についても同様である。

ICP 16 Enterprise Risk Management for Solvency Purposes 
The supervisor establishes enterprise risk management requirements 
for solvency purposes that require insurers to address all relevant and 
material risks. 

Introductory Guidance  

16.0.1 This ICP does not directly apply to non-insurance entities (regulated or 
unregulated) within an insurance group, but it does apply to insurance legal 
entities and insurance groups with regard to the risks posed to them by non-
insurance entities.  

Enterprise risk management  

16.0.2 Several different terms are commonly used to describe the process of 
identifying, assessing, measuring, monitoring, controlling and mitigating risks. 
This ICP uses the generic term enterprise risk management (ERM) in describing 
these activities in respect of the insurance enterprise as a whole.  

ICP 16 ソルベンシー目的での全社的リスク管理
監督者は、全ての関連する重要なリスクに対応するよう保険会社に要求す

る、ソルベンシー目的での全社的リスク管理要件を確立する。

導入指針

16.0.1 本ICPは、保険グループ内の非保険事業体（規制されている、規制され
ていないにかかわらず）には直接適用されないが、非保険事業体が保険法人お

よび保険グループに与えるリスクについては、保険法人および保険グループに

適用される。

全社的リスク管理

16.0.2 リスクを認識、評価、測定、モニタリング、統制および軽減するプロ
セスを説明するために、通常、いくつかの異なる用語が用いられる。本 ICP
は、保険会社全体に関してこれらの活動を指し示す際、全社的リスク管理

（ERM: Enterprise Risk Management）という一般的な表現を用いている。
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16.0.3 This ICP recognises the importance of an enterprise risk management 
framework from a supervisory perspective in underpinning robust insurance legal 
entity and group-wide solvency assessment.  

16.0.4 The raison d'être of insurance is the assumption, pooling and spreading of 
risk so as to mitigate the risk of adverse financial consequences to individuals and 
businesses that are policyholders. For this reason, a thorough understanding of 
risk types, their characteristics and interdependencies, the sources of the risks 
and their potential impact on the business is essential for insurers. Insurers should 
exhibit an understanding of their enterprise risk issues and show a willingness and 
ability to address those issues. Supervisors should, therefore, seek to require that 
the insurer has a competent understanding of risk and implements sound risk 
management practices. The ultimate aim of insurance is to create and protect 
value for policyholders while using capital resources efficiently. A purpose of both 
risk and capital management is to protect policyholders and capital providers from 
adverse events. It is therefore natural for insurers to combine the management of 
risk and capital.  

16.0.5 ERM involves the self-assessment of all reasonably foreseeable and 
relevant material risks that an insurer faces and their interrelationships. One 
outcome of ERM, which is particularly relevant for this ICP, is that decisions 
regarding risk management and capital allocation can be co-ordinated for 
maximum financial efficiency and, from a supervisory viewpoint, the adequate 
protection of policyholders. A fundamental aspect of ERM is a primary focus on 
the actions that an insurer takes to manage its risks on an ongoing basis and 
specific aspects of those risks, so as to ensure that they are the risks it intends to 
retain both individually and in aggregate and that the insurer stays within its risk 
tolerance. ERM also involves the rigorous enforcement of risk standards, policies 

16.0.3 本 ICPでは、保険法人およびグループ全体の堅固なソルベンシー評価
を支える際の監督上の観点から、全社的リスク管理の枠組みの重要性を認識し

ている。

16.0.4 保険の存在理由は、保険契約者である個人および事業者にとって不利
な財務的影響のリスクを軽減するために、リスクを引受け、プーリングし、か

つ分散することにある。こうした事情から、リスクの種類、それらの特性、相

互依存関係、リスク要因、および事業に対するそれらの潜在的な影響を充分に

把握することは、保険会社にとって不可欠である。保険会社は、自身の全社的

リスクの問題を理解していることを示し、また、これらの問題に対応する自身

の意志および能力についても証明すべきである。よって監督者は、保険会社が

リスクを把握する優秀な能力を備え、健全なリスク管理実務を取り入れている

ことを要求するように努めるべきである。保険の究極的な目的は、資本リソー

スを効率的に使用する一方で、保険契約者にとっての価値を創出し、保護する

ことにある。リスク管理と資本管理双方の目的は、保険契約者と資本提供者を

不利な事象から守ることである。従って、保険会社がリスクと資本の管理を組

み合わせることは、当然といえる。

16.0.5 ERMには、保険会社が直面する合理的に予測可能かつ関連する重要な
全てのリスク、およびそれらの相互関係についての自己評価を含む。本 ICPに
特に関連する１つの結果は、リスク管理と資本配分に関する意思決定が、最大

限の財務効率化、および監督の観点からの保険契約者の適切な保護を目的とし

て調整可能だということである。ERMの基本的な側面とは、保険会社のリスク
が、個別でも全体としても保険会社が保有することを意図しているリスクであ

り、保険会社が自社のリスク許容度の範囲内に留まることを確実にするよう、

保険会社が自社のリスクを管理するために継続的に取る行動および当該リスク

の特定の側面に一番重点が置かれていることである。また、ERMにはリスク基
準、方針および制限の厳格な実施を含む。



- 226 - 

英文 仮訳

and limits.  

16.0.6 ERM is an acknowledged practice and has become an established 
discipline and separately identified function assuming a much greater role in many 
insurers’ everyday business practices. Originally, risk management only facilitated 
the identification of risks and was not fully developed to provide satisfactory 
methods for measuring and managing risks, or for determining related capital 
requirements to cover those risks. ERM processes being developed today by 
insurers increasingly use internal models and sophisticated risk metrics to 
translate risk identification into management actions and capital needs. Internal 
models are recognised as powerful tools that may be used, where it is appropriate 
to the nature, scale and complexity to do so, to enhance company risk 
management and to better embed risk culture in the company. They can be used 
to provide a common measurement basis across all risks (e.g. same methodology, 
time horizon, risk measure, level of confidence, etc.) and enhance strategic 
decision-making, for example capital allocation and pricing. Such an approach 
typically adopts a total balance sheet approach whereby the impact of the totality 
of material risks is fully recognised on an economic basis. A total balance sheet 
approach reflects the interdependence between assets, liabilities, capital 
requirements and capital resources, and identifies a capital allocation, where 
needed, to protect the insurer and its policyholders and to optimise returns to the 
insurer on its capital.  

16.0.7 ERM provides a link between the ongoing operational management of risk 
and longer-term business goals and strategies. Appropriate risk management 
policies should be set by each insurer according to the nature, scale

29 
and 

16.0.6 ERMは広く認められた実務であり、確立された規律および完全に独立
した機能として、多くの保険会社の日々のビジネス実務でますます大きな役割

を担うようになっている。当初、リスク管理は単にリスクの認識を助けるのみ

であり、リスクを測定、管理したり、これらのリスクをカバーするために関連

する資本要件を決定したりするのに満足のいく方法を提供できるほど充分に発

達していなかった。保険会社が今日、策定しつつある ERMプロセスでは、リス
クの認識を管理活動および資本ニーズに変換するような内部モデルおよび高度

なリスク測定基準(metrics)をますます用いるようになっている。内部モデル
は、その使用が当該性質、規模および複雑性に適切である場合には、会社のリ

スク管理を向上させ、会社内にリスク文化を充分に組み込むために使用するこ

とのできる強力なツールとして認められている。内部モデルは、全てのリスク

を網羅して、共通の測定基礎（例えば同一の方法論、時間軸、リスク尺度、信

頼水準など）を提供し、例えば資本配分および料率設定などの戦略的意思決定

を強化するために使用されうる。そのようなアプローチには通常、トータル・

バランスシート・アプローチが採用され、それによって、重要なリスク全体の

影響が経済ベースで充分に認識される。トータル・バランスシート・アプロー

チでは、資産、負債、資本要件および資本リソースの間の相互依存関係が反映

され、また、保険会社とその保険契約者を保護し、当該保険会社の資本利益率

を最適化するために、必要な場合には、資本配分を特定する。

16.0.7 ERMは、継続的な事業上の(operational)リスク管理と、より長期的な
事業目的および戦略との関連(link)を定める。各保険会社はその事業の性質、規
模29および複雑性、ならびに自社が負担するリスクに従い、適切なリスク管理方

29 The scale of the business is a relevant factor. Some insurers may be less well diversified and more susceptible to risks arising from external sources. They may also need to structure their risk management functions 
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complexity of its business and the risks it bears. This ICP focuses on the link 
between risk management and the management of capital adequacy and 
solvency. Insurers should integrate their ERM framework in their overall corporate 
governance framework as described in ICP 8 Risk Management and Internal 
Controls.  

16.0.8 The objective of ERM is not to eliminate risk. Rather, it is to manage risks 
within a framework that includes self-imposed limits. In setting limits for risk, the 
insurer should consider its solvency position and its risk tolerance. Limits should 
be set after careful consideration of corporate objectives and circumstances and, 
where appropriate, should take into account the projected outcomes of scenarios 
run using a range of plausible future business assumptions which reflect 
sufficiently adverse scenarios. Within these limits, risks can be reduced if this is 
cost effective, or increased, if justified by the expectation of enhanced returns and 
the availability of additional capital, without endangering the capacity of the insurer 
to meet its commitments to policyholders.  

16.0.9 The IAIS recognises the different levels of sophistication of supervisors and 
insurance markets around the world and acknowledges that this ICP may not be 
fully achievable by some insurers and in some markets in the near future. 
Nevertheless, the IAIS believes that good risk management practices and 
procedures need to be in place for solvency requirements to be effective. ERM 
that follows this ICP is expected to enhance confidence in assessing an insurer's 
financial strength. The IAIS envisages that solvency requirements will, over time, 

針を設定すべきである。本 ICPでは、リスク管理と、資本充分性およびソルベ
ンシーの管理との関連に焦点を当てている。ICP 8「リスク管理および内部統
制」において説明されている通り、保険会社は、自社の ERMの枠組みを全般的
なコーポレート・ガバナンスの枠組みに統合すべきである。

16.0.8 ERMの目的はリスクを取り除くことではない。むしろ、自らが設定し
たリスク限度を含む枠組みの中で、リスクを管理することが ERMの目的であ
る。リスクに対する限度を設定する際に、保険会社は、自己のソルベンシー状

態とリスク許容度を考慮すべきである。リスク限度は、企業の経営目標および

経営状況を充分考慮した上で設定されるべきであり、また、必要に応じて、不

利なシナリオを充分に反映した、妥当な一連の将来の事業の前提(business 
assumption)を用いたシナリオを実行して得られる予測結果を考慮すべきであ
る。これらのリスク限度の枠内で、費用対効果が高い場合には、リスクを軽減

することができるし、保険契約者への支払い義務を満たす保険会社の能力を損

なうことなく、より高いリターンが期待され、追加資本が調達可能であること

によって正当化される場合には、リスクを増やすことができる。

16.0.9 IAISは、世界中の監督者および保険市場が高度化の点で異なるレベル
にあることを認識しており、一部の保険会社および市場によっては本 ICPを近
い将来に充分に実現できない可能性があると承知している。それでもなお、ソ

ルベンシー要件が実効的であるためには、優れたリスク管理の実務および手順

が整備される必要があると IAISは確信している。本 ICPに従う ERMは、保険
会社の財務力(financial strength)を評価する上で信頼性を高めることが期待され
る。ソルベンシー要件は、やがて ICPに適合するように発展するだろうと IAIS

differently from other insurers and commission external consultants to achieve satisfactory standards and robust processes; they may need to use reinsurance to a greater extent. 
 事業規模は関連要因である。保険会社のリスク分散が不充分で、外部の発生源から生じるリスクを受けやすいこともある。このような保険会社には、他の保険会社とは異なる形でリスク管理機能を構築し、外部コ

ンサルタントに委託して、満足できる基準としっかりとしたプロセスを完成する必要も考えられる。また、再保険をより広く利用する必要も考えられる。 
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be developed towards conformity with the ICPs. The IAIS nevertheless wishes to 
emphasise that this ICP does not prescribe a specific aspect of solvency 
requirements which is to be applied compulsorily by IAIS members.  

Enterprise risk management framework - risk identification and 
measurement 

16.1 The supervisor requires the insurer’s enterprise risk management 
framework to provide for the identification and quantification of risk under 
a sufficiently wide range of outcomes using techniques which are 
appropriate to the nature, scale and complexity of the risks the insurer bears 
and adequate for risk and capital management and for solvency purposes. 

Risk identification 

16.1.1 The ERM framework should identify and address all reasonably 
foreseeable and relevant material risks to which an insurer is, or is likely to 
become, exposed. Such risks should include, at a minimum, underwriting risk

30
, 

market risk, credit risk, operational risk and liquidity risk and may also include, for 
example, legal risk and risk to the reputation of the insurer.  

16.1.2 After identification of risks, an insurer should highlight significant risks 
together with possible key leading indicators (e.g. a relevant stock market 
indicator). This information should be included in regular management information 

は想定している。にもかかわらず、本 ICPが IAISメンバーによって強制的に適
用されるべきソルベンシー要件の特定の側面を規定するものではないことを、

IAISは強調したい。

全社的リスク管理枠組み－リスクの認識および測定

16.1 監督者は、保険会社の全社的リスク管理の枠組みが、保険会社が負担

するリスクの性質、規模および複雑性に適切であり、リスク管理および資本管

理、ならびにソルベンシー目的にとって充分となる手法を用いた、充分に広範

な結果に基づくリスクの認識および定量化の規定を含めるよう要求する。

リスクの認識

16.1.1 ERMの枠組みは、保険会社が晒されているか、晒される可能性のある
合理的に予測可能かつ関連する重要なリスクを全て認識し、取り扱うべきであ

る。そのようなリスクには、少なくとも、引受リスク30、市場リスク、信用リス

ク、オペレーショナル・リスク、および流動性リスクを含めるべきであり、ま

た、例えば法的リスクおよび保険会社の評判に関するリスクも含まれる場合が

ある。

16.1.2 保険会社は、関連するリスクを認識した後、重大なリスクを、可能性
のある主要先行指標（例えば、関連する株式市場指標）と共に強調すべきであ

る。当該情報は、関連があり、焦点を絞った通常の管理情報に含めるべきであ

30 The term “underwriting risk” is used in a broad sense and includes claims, expense and reserving risks and the risks associated with guarantees and options embedded in policies. 
 「引受リスク」という用語は幅広い意味で使われており、保険金支払リスク、事業費リスク、準備金積立リスク、および、保険契約に組み込まれた保証およびオプションに関連するリスクを含む。 
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which is relevant and focussed.  

Causes of risk and the relationship between risks 

16.1.3 An insurer should consider the causes of different risks and their impacts 
and assess the relationship between risk exposures. By doing so, an insurer can 
better identify both strengths and weaknesses in governance, business and 
control functions and should use and improve risk management policies, 
techniques and practices and change its organisational structure to make these 
improvements where necessary. The insurer should also assess external risk 
factors which, if they were to crystallise, could pose a significant threat to its 
business. The insurer should recognise the limitations of the methods it uses to 
manage risks, the potential impact these limitations may have and adapt its risk 
management appropriately.  

16.1.4 In assessing the relationship between risk exposures, consideration should 
be given to correlations between the tails of risk profiles. For example, risks that 
show no strong dependence under normal economic conditions, such as 
catastrophe risks and market risks, could be more correlated in a stress situation. 

16.1.5 As an illustration, insurers should be particularly aware that certain major 
trigger events, such as catastrophes, downgrades from rating agencies or other 
events that have an adverse impact on the insurer’s reputation, can result, for 
example, in a high level of claims, collateral calls or policyholder terminations, 
especially from institutional counterparties or institutional policyholders and hence 
lead to serious liquidity issues. The ERM framework should adequately address 
the insurer’s options for responding to such trigger events.  

る。

リスクの要因とリスク相互の関係

16.1.3 保険会社は様々なリスクの要因とその影響を検討し、リスク・エクス
ポージャー間の相互関係を評価すべきである。そうすることにより保険会社

は、ガバナンス、事業および統制の各機能の強みと弱みの両方をよりよく認識

できるようになる。また、保険会社は、リスク管理方針、手法および実務を利

用および改善し、必要に応じてこれらの機能の改善を図るために組織構造を変

更すべきである。保険会社はまた、仮に具現化するとすればその事業にとって

顕著な脅威となりかねない外部リスク要因も査定すべきである。保険会社は、

リスク管理に用いる方法の限界、これらの限界がもたらしうる潜在的影響を認

識し、リスク管理を適切に順応させるべきである。

16.1.4 リスク・エクスポージャー間の関係を評価する際は、リスク・プロファ
イルのテイル間の相互関係を考慮すべきである。例えば、通常の経済情勢にお

いて、巨大災害リスクと市場リスクなど、強い依存性を示さないリスクであっ

ても、ストレス状況下ではより相互関連する可能性がある。

16.1.5 例として、保険会社は、巨大災害、格付会社による格下げまたは保険
会社の評判に不利な影響を与える他の事象など、特定の主なトリガー事象が、

例えば、特に機関投資家であるカウンターパーティーまたは機関投資家である

保険契約者からの高水準の保険金支払い請求、担保差入請求（collateral call）
または保険契約者の解約を招き、それゆえに、重大な流動性の問題につながる

可能性があることを特に認識すべきである。ERMの枠組みでは、このようなト
リガー事象に対応する保険会社の選択肢に適切に対応すべきである。
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Measuring, analysing and modelling the level of risk

16.1.6 The level of risk is a combination of the impact that the risk will have on the 
insurer and the probability of that risk materialising. The level of risk borne by the 
insurer should be assessed regularly using appropriate forward-looking 
quantitative techniques such as risk modelling,

31
stress testing, including reverse 

stress testing, and scenario analysis. An appropriate range of adverse 
circumstances and events should be considered, including those that pose a 
significant threat to the financial condition of the insurer, and management actions 
should be identified together with the appropriate timing of those actions. Risk 
measurement techniques should also be used in developing long-term business 
and contingency plans, where it is appropriate to the nature, scale and complexity 
to do so.  

16.1.7 Different approaches may be appropriate depending on the nature, scale 
and complexity of a risk and the availability of reliable data on the behaviour of 
that risk. For example, a low frequency but high impact risk where there is limited 
data, such as catastrophe risk, may require a different approach from a high 
frequency, low impact risk for which there is substantial amounts of experience 
data available. Stochastic risk modelling may be appropriate to measure some 
non-life catastrophe risks for example, whereas relative simple calculations may 
be appropriate in other circumstances.  

16.1.8 The measurement of risks should be based on a consistent economic 
assessment of the total balance sheet as appropriate to ensure that appropriate 

リスク水準の測定、分析およびモデル化

16.1.6 リスク水準とは、当該リスクが保険会社に及ぼす影響と、そのリスク
が実現する確率との組合せである。保険会社が引き受けているリスクの水準

は、リスクのモデル化31、リバース・ストレステストを含むストレステスト、お

よびシナリオ分析など、将来を見通した適切な定量的技法を使用して定期的に

評価されるべきである。保険会社の財務状況に著しい脅威を与える事象を含

め、適切な範囲の不利な状況および事象が考慮されるべきであり、経営者の行

動が、これらの行動をとる適切な時期とともに特定されるべきである。長期事

業計画および危機管理計画を策定する際に、使用することが当該性質、規模お

よび複雑性に適切である場合には、リスク測定技法も使用すべきである。

16.1.7 リスクの性質、規模および複雑性、ならびに当該リスクの作用
(behaviour)に関する信頼できるデータの入手可能性に応じて、異なるモデル化
アプローチが適切となりうる。例えば巨大災害リスクなど、頻度は低くとも影

響が大きいリスクで、データが限られている場合には、頻度が高く影響度が小

さいリスクで、大量の経験データが入手できる場合とは異なるアプローチが必

要となるかもしれない。確率論的なモデル化は、例えば一部の損害保険の巨大

災害リスクなどを測定する際に適切となりうるが、他の状況では、比較的単純

な計算が適切となりうる。

16.1.8 リスクの測定は、必要に応じて適切なリスク管理行動がとられること
を確実にするために、トータル・バランスシートの一貫した経済分析に基づく

31 “Modelling” in this context does not necessarily mean complex stochastic modelling. It can also include less sophisticated methods. 
 ここでいう「モデル化」は、必ずしも複雑な確率論的モデル化を指すものではなく、さほど高度でない方法も含みうる。 
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risk management actions are taken. In principle, ERM should take into 
consideration the distribution of future cash flows to measure the level of risks. 
Care should be taken not to base ERM decisions purely on accounting or 
regulatory measures that involve non-economic considerations and conventions 
although the constraints on cash flows that they represent should be taken into 
account.  

16.1.9 The quantitative assessment of risks the insurer faces provides it with a 
disciplined method of monitoring risk exposure. Assessments undertaken at 
different times should be produced on a broadly consistent basis overall, so that 
any variations in results can be readily explained. Such analysis also aids an 
insurer in prioritising its risk management.  

16.1.10 Where models are used, it must be remembered that, regardless of how 
sophisticated they are, they cannot exactly replicate the real world. As such, the 
use of models itself generates risk (modelling and parameter risk) which, if not 
explicitly quantified, at least needs to be acknowledged and understood as the 
insurer implements its ERM framework, including by the insurer’s Board and 
Senior Management.  

16.1.11 Models may be external or internal. External models may be used to 
assess external insurance or market risks while internal models may be developed 
by an insurer to assess specific material risks or to assess its risks overall where 
this cannot be done appropriately by external models.  

16.1.12 Internal models can play an important role in facilitating the risk 

べきである。原則として、ERMでは、リスクの水準を測定するために将来キャ
ッシュフローの分布を考慮すべきである。非経済的な考え方や慣習を含む、単

なる会計上または規制上の測定基準に基づいて ERMの決定を行わないように注
意すべきであるが、それらが表すキャッシュフローに対する制約は考慮すべき

である。

16.1.9 保険会社が直面するリスクの定量的評価は、保険会社にリスク・エク
スポージャーをモニタリングする上で規律のある方法を提供する。異なる時期

に実施される評価は、結果として生じる差異(variation)が簡単に説明できるよう
に、全体として概ね一貫した基準で行われるべきである。このような分析はま

た、保険会社がリスク管理の優先順位を付ける際の助けにもなる。

16.1.10 モデルが使用される場合、それらのモデルがどれだけ高度化されてい
ようとも、正確に実際の世界を再現できるわけではないことに留意すべきであ

る。このように、モデルの使用それ自体が、リスク（モデル化リスクおよびパ

ラメーターリスク）を発生させるが、そのリスクが明示的に定量化されない場

合でも、少なくとも、当該保険会社が、自社の取締役会および上級管理職によ

るものを含めて ERMの枠組みを実施する際に、リスクが認識され理解される必
要がある。

16.1.11 モデルには、外部モデルもあれば、内部モデルもある。外部モデル
は、外部の保険リスクまたは市場リスクを評価するのに使用されることがあ

る。一方、外部モデルでは適切な評価ができない場合、特定の重大なリスクを

評価する、または保険会社のリスクを全体的に評価するために、内部モデルが

策定されることがある。

16.1.12 内部モデルは、リスク管理プロセスの促進に重要な役割を果たしうる
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management process and supervisors should encourage insurers to make use of 
such models for parts or all of their business where it is appropriate to the nature, 
scale and complexity to do so. Further guidance on the use of internal models for 
the insurers own risk and solvency assessment is contained in Guidance 16.14.11 
- 16.14.19.  

16.1.13 Where a risk is not readily quantifiable, for instance some operational risks 
or where there is an impact on the insurer’s reputation, an insurer should make a 
qualitative assessment that is appropriate to that risk and sufficiently detailed to 
be useful for risk management. An insurer should analyse the controls needed to 
manage such risks to ensure that its risk assessments are reliable and consider 
events that may result in high operational costs or operational failure. Such 
analysis is expected to inform an insurer’s judgments in assessing the size of the 
risks and enhancing overall risk management.  

16.1.14 Stress testing measures the financial impact of stressing one or relatively 
few factors affecting the insurer. Scenario analysis considers the impact of a 
combination of circumstances which may reflect extreme historical scenarios 
which are analysed in the light of current conditions. Scenario analysis may be 
conducted deterministically using a range of specified scenarios or stochastically, 
using models to simulate many possible scenarios, to derive statistical 
distributions of the results.  

16.1.15 Stress testing and scenario analysis should be carried out by the insurer 
to validate and understand the limitations of its models. They may also be used to 
complement the use of models for risks that are difficult to model, or where the 
use of a model may not be appropriate from a cost-benefit perspective. This may 
arise, for example, where a range of calculations is urgently required focusing on 

し、監督者はそうすることが当該性質、規模および複雑性に適切である場合に

は、保険会社に対してそのようなモデルを自社の事業の一部または全体に使用

するよう奨励すべきである。保険会社自身のリスクおよびソルベンシー評価

（ORSA）のための内部モデルの使用に関するさらなる指針は、指針 16.14.11
から 16.14.19に含まれている。

16.1.13 一部のオペレーショナル・リスクのように容易に定量化できないリス
クの場合、または、保険会社の評判に影響がある場合は、保険会社は、当該リ

スクに適切であり、かつ、リスク管理に有用となりうる程度まで詳細な定性的

評価を行うべきである。保険会社はまた、リスク評価の信頼性を確保するた

め、当該リスクを管理するために必要となる統制を分析し、高額な事業費や事

業の破綻(operational failure)につながる可能性のある事象を考慮すべきである。
このような分析は、保険会社がリスクの規模を評価し、全体的なリスク管理を

強化する上での判断（結果）を知らせるものと期待される。

16.1.14 ストレステストは、保険会社に影響を及ぼす１つまたは比較的少ない
要因にストレスを与えたときの財務上の影響を測定する。シナリオ分析は、現

状に照らして分析された極端なヒストリカル・シナリオを反映する状況の組合

せの影響を考慮する。シナリオ分析は、結果の統計的分布を導き出すために、

様々な特定されたシナリオを使用して決定論的に、または、可能性のある多く

のシナリオをシミュレートするモデルを使用して確率論的に行われることがあ

る。

16.1.15 保険会社の（使用する）モデルの限界を検証し、理解するために、保
険会社は、ストレステストおよびシナリオ分析を行うべきである。ストレステ

ストおよびシナリオ分析は、モデル化が困難なリスクに対して、またはモデル

の使用がコストベネフィットの観点から適切でない場合に、モデルの使用を補

完するために使用されることもある。これは、例えば、提案された経営行動の
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specific aspects or going beyond the current parameters of the model to 
investigate the effect of proposed management actions.  

16.1.16 Scenario analysis may be particularly useful as an aid to communication 
in relation to risk management between the Board and Senior Management and 
other parts of the organisation thereby facilitating the integration of the insurer’s 
ERM framework with its business operations and culture. 

16.1.17 Reverse stress testing, which identifies scenarios that are most likely to 
cause an insurer to fail, may also be used to enhance risk management. While 
some risk of failure is always present, such an approach may help to ensure 
adequate focus on the management actions that are appropriate to avoid undue 
risk of business failure. The focus of such reverse stress testing is on appropriate 
risk management actions rather than the assessment of financial adequacy and 
so may be largely qualitative in nature although broad assessment of associated 
financial impacts may help in deciding the appropriate action to take.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

16.1.18 “Group risk” arises for insurance legal entities that are members of groups. 
Group risk also arises for an insurance group in respect of the widest group of 
which it is part. Group risk includes the risk that an insurance legal entity may be 
adversely affected by an occurrence (financial or non-financial) in another group 
entity. For instance, losses in one group member may create pressure to divert 
the financial resources of other members of the group to that entity or otherwise 
lead to a depletion of those financial resources. Group risk also includes the risk 
that the financial stability of a group or insurance legal entities within the group 

影響を調査するために、特定の側面に焦点を当てた、またはモデルの現在のパ

ラメーターを超えた様々な計算が緊急に必要な場合に生じるかもしれない。

16.1.16 シナリオ分析は、取締役会および上級管理職と組織の他の部署との間

のリスク管理に関するコミュニケーションの補助手段として特に有用なことが

あり、これにより保険会社の ERM の枠組みと事業運営および企業文化の統合を

促進する。

16.1.17 保険会社を破綻させる可能性が最も高いシナリオを特定するリバー

ス・ストレステストも、リスク管理を強化するために使用されることがある。

破綻のリスクは常に存在するものの、このようなアプローチは、不当な経営破

綻のリスクを回避するのに適切な管理活動に充分に焦点を当てることを確保す

る助けになりうる。関連性のある財務的影響の広範囲にわたる評価は、講じる

べき適切な措置を決定する際に役立つかもしれないが、このようなリバース・

ストレステストは、財務の充分性の評価ではなく、適切なリスク管理行動に重

点が置かれるので、大部分が本質的には定性的であるかもしれない。

保険グループおよび保険グループのメンバーである保険法人のための追加の指

針

16.1.18 「グループリスク」は、グループのメンバーである保険法人に生じ

る。グループリスクは、保険グループがその一員となる最も広範なグループに

関連しても生じる。グループリスクには、保険法人が、他のグループ内企業に

おける（財務上または非財務上の）出来事によって不利な影響を受ける可能性

があるリスクが含まれる。例えば、グループのあるメンバーの損失が、グルー

プの他のメンバーの財務資源をその企業に移転させる圧力を生み出す、または

グループの他のメンバーの財務資源の枯渇につながることがある。グループリ

スクには、グループまたはグループ内の保険法人の財務の安定性が、保険法人
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may be adversely affected by an event in a legal entity, a group-wide occurrence 
or an event external to the group. For example, the positive aspects of being a 
member of a group might be lessened due to restructuring.  

16.1.19 Group risk may arise, for example, through contagion, leveraging, double 
or multiple gearing, concentrations, large exposures and complexity. 
Participations, loans, guarantees, risk transfers, liquidity, outsourcing 
arrangements and off-balance sheet exposures may all give rise to group risk. 
Many of these risks may be borne by stand-alone insurance legal entities and are 
not specific to membership of a group. However, the inter-relationships among 
group members including aspects of control, influence and interdependence alter 
the impact of risks on group members and should therefore be taken into account 
in managing the risks of an insurance legal entity that is a member of an insurance 
group and in managing the risks of that insurance group as a whole. To be 
effective, the management of insurance group risk needs to take into account risks 
arising from all parts of an insurance group including non-insurance entities 
(regulated or unregulated) and partly-owned entities.  

16.1.20 The risks identified and the techniques that are appropriate and adequate 
for measuring them, including stress testing, scenario analysis, risk modelling and 
reverse stress testing, may differ at insurance group and insurance legal entity 
level. Where an insurance legal entity’s ERM framework is an integral part of the 
insurance group’s ERM framework, the techniques used to measure risks at 
insurance legal entity level should include those that are appropriate and adequate 
at the insurance legal entity level in order to meet the insurance legal entity’s ERM 
requirements.  

内の事象、グループ全体にわたる出来事、またはグループの外部の事象によっ

て不利な影響を受ける可能性があるリスクも含まれる。例えば、グループのメ

ンバーであることのプラス面は、リストラクチャリングによって減じられる恐

れがある。

16.1.19 グループリスクは、例えば、波及、レバレッジ、（資本の）ダブル・ギ

アリングまたはマルチプル・ギアリング、（リスクの）集中、多大なエクスポー

ジャーおよび複雑性を通じて発生することがある。配当、貸付、保証、リスク

の移転、流動性、外部委託契約、オフバランスシート・エクスポージャーは全

て、グループリスクを発生させる場合がある。これらのリスクの多くは、単体

の保険法人が引き受けるリスクであり、グループのメンバーの一員に固有のリ

スクではない。しかし、統制、影響および相互依存の側面を含むグループのメ

ンバー間の相互関係によって、グループのメンバーに与えるリスクの影響が変

わるため、保険グループのメンバーである保険法人のリスク管理および保険グ

ループ全体としてのリスク管理において、メンバー間の相互関係を考慮すべき

である。効果的なものにするために、保険グループのリスク管理は、（規制され

ている、されていないに拘らず）非保険事業体および部分出資の会社を含む、

保険グループの全ての一員から生じるリスクを考慮する必要がある。

16.1.20 ストレステスト、シナリオ分析、リスクのモデル化およびリバース・

ストレステストを含む、特定されたリスクおよびそのリスクを測定するのに適

切かつ妥当な技法は、保険グループおよび保険法人のレベルで異なることがあ

る。保険法人の ERM の枠組みが保険グループの ERM の枠組みの不可欠な要素

である場合、保険法人の ERM 要件を満たすため、保険法人レベルでのリスクの

測定に使用される技法には、保険法人レベルで適切かつ妥当な技法が含まれる

べきである。
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16.1.21 The ERM of an insurance group should address the direct and indirect 
interrelationships between its members. The more clearly-defined and understood 
such relationships are, the more accurately they can be allowed for in the group-
wide solvency assessment. For example, legally enforceable capital and risk 
transfer instruments (CTRI) established between insurance group members may 
help to establish the integrity of the insurance group and the effectiveness of its 
ERM framework for group-wide solvency assessment purposes.  

16.1.22 Assumptions that are implicit in the solvency assessment of an insurance 
legal entity may not apply at an insurance group level because of the legal 
separation of insurance group members. For example, there may be few 
constraints on the fungibility of capital and the transferability of assets within an 
individual insurance legal entity. An assumption of full fungibility may be 
appropriate for such an insurer.

32 
However, such constraints may feature much 

more prominently for an insurance group and may, for example, restrict the degree 
to which benefits of diversification of risks across the group can be shared among 
group members. Such constraints should be taken into account in both the 
insurance group’s and the insurance legal entity’s ERM frameworks.  

16.1.23 The following diagram Figure 16.1 illustrates the IAIS standard ERM 
framework showing the key features of the framework as described in the following 
sections of this ICP.  

16.1.21 保険グループの ERM は、当該グループのメンバー間の直接および間接

の相互関係を取り扱うべきである。このような相互関係がより明確に定義さ

れ、理解されれば、グループ全体のソルベンシー評価において相互関係をより

正確に考慮することができる。例えば、保険グループのメンバー間で設定され

た、法的強制力を有する資本およびリスクの移転手段(instruments)（CRTI）
は、保険グループの完全性、およびグループ全体のソルベンシー評価目的で

の、ERM の枠組みの有効性を確立する助けとなることがある。

16.1.22 保険法人のソルベンシー評価において暗黙的に含まれた前提条件が、

保険グループのメンバーが法的に独立しているために、グループレベルでは適

用されない場合がある。例えば、個々の保険法人内での資本の流用可能性およ

び資産の移転可能性にはほとんど制限がないかもしれない。そのような保険会

社については、全額が流用可能という前提条件が適切な場合がある32。しかし、

そのような制限がある保険グループではいっそう顕著な特徴になっており、例

えば、グループにわたってリスクを分散することによる便益をグループのメン

バー間で共有できる程度を制限しているかもしれない。そのような制限は、保

険グループおよび保険法人の両方の ERM の枠組みにおいて考慮されるべきであ

る。

16.1.23 下図、図 16.1 は、本 ICP の以下のセクションで記述するように、当該

枠組みの要点を示しながら、IAIS の標準的な ERM の枠組みを例示している。

32 This assumption may not always be appropriate for an insurance legal entity e.g. if it has branches in different jurisdictions where restrictions on fungibility of capital apply or where there is ring-fencing of with-profit 
funds. 
当該前提条件は、例えば、保険法人が別の管轄区域に支店を有する場合で、資本の流用可能性に関する制限が適用される場合、または区分された有配当ファンドが存在する場合には、必ずしも適切とはならない。
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Figure 16.1 The IAIS standard ERM framework

Enterprise risk management framework - documentation 

16.2 The supervisor requires the insurer’s measurement of risk to be 
supported by accurate documentation providing appropriately detailed 
descriptions and explanations of the risks covered, the measurement 
approaches used and the key assumptions made. 

図 16.1 IAIS の標準的な ERM の枠組み

全社的リスク管理枠組み－文書化

16.2 監督者は、保険会社によるリスクの測定が、カバーされるリスク、使

用される測定アプローチおよび作成される主な前提条件を適正かつ詳細に記述

し、説明する正確な文書によって裏付けられるよう要求する。
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Enterprise risk management framework - risk management policy 

16.3 The supervisor requires the insurer to have a risk management policy 
which outlines how all relevant and material categories of risk are managed, 
both in the insurer’s business strategy and its day-to-day operations.  

16.3.1 As part of the required ERM framework, an insurer should describe its 
policy for managing the risks to which it is exposed, including the processes and 
methods for monitoring risk. A risk management policy would be expected to 
include a description of the insurer's policies towards risk retention, risk 
management strategies including reinsurance and the use of derivatives, 
diversification/ specialisation and asset-liability management (ALM).  

16.3.2 An insurer’s risk management policy should clearly address the relationship 
between pricing, product development and investment management in order that 
product design and pricing and the accompanying investment strategy are 
appropriately aligned. In particular, investment and product benchmarks may 
need to be established to require that the insurer’s financial objectives continue to 
be met.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

16.3.3 An insurance group should have a risk management policy which outlines 
the way in which it manages all the risks that are relevant and material at insurance 
group level, both in its business strategy and its day-to-day operations. This 
includes group risk that arises from the insurance group being part of a wider 

全社的リスク管理枠組み－リスク管理方針

16.3 監督者は、保険会社が、関連する重要な全ての区分のリスクが保険会

社の事業戦略上および日常業務上の双方で、管理される方法の概略を示すリス

ク管理方針を有するよう要求する。

16.3.1 必要とされる ERM の枠組みの一環として、保険会社は、リスクをモニ

タリングするプロセスおよび手法を含め、自社が晒されているリスクの管理に

関する方針について説明すべきである。リスクの自己保有、再保険およびデリ

バティブの利用を含むリスク管理戦略、分散/特化（specialisation）および資産

負債管理(ALM)に関する保険会社の方針についての説明がリスク管理方針に含ま

れることが期待されるであろう。

16.3.2 保険会社のリスク管理方針では、商品設計、保険料設定および付随す

る投資戦略が適切に調整されるように、保険料設定、商品開発および投資管理

の間の関係を明確に取り扱うべきである。特に、保険会社の財務目標が引き続

き達成されることを要求するために、投資および保険商品のベンチマークを設

定する必要がある。

保険グループおよびグループのメンバーである保険法人のための追加の指針

16.3.3 保険グループは、関連する重大な全てのリスクを保険グループのレベ

ルで管理する方法を、事業戦略上および日常業務上の双方で概略するリスク管

理方針を定めるべきである。これには、保険グループがより広範なグループの

一員であることにより生じるグループリスクが含まれる。
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group.  

16.3.4 The categories of risks covered by the insurance legal entity’s risk 
management policy should include the category comprising all of the additional 
group risks it faces as a result of its membership of a group. Such risks may arise 
from the widest group of which the insurance legal entity is a member and not only 
from its insurance group.  

16.3.5 Where an insurance legal entity’s risk management policy is an integral 
part of an insurance group’s risk management policy, it is the responsibility of the 
Board and Senior Management of the insurance legal entity to make sure that the 
insurance legal entity’s risk management policy covers all the risks that are 
relevant and material at insurance legal entity level and that this policy is clearly 
defined and understood.  

16.4 The supervisor requires the insurer to have a risk management policy 
which describes the relationship between the insurer’s tolerance limits, 
regulatory capital requirements, economic capital and the processes and 
methods for monitoring risk. 

16.4.1 An insurer's risk management policy should describe how its risk 
management links with its management of capital (regulatory capital requirement 
and economic capital).  

16.4.2 As an integral part of its risk management policy, an insurer should also 
describe how its risk management links with corporate objectives, strategy and 
current circumstances. A reasonably long time horizon, consistent with the nature 
of the insurer’s risks and the business planning horizon, should be considered by 

16.3.4 保険法人のリスク管理方針がカバーするリスクの区分には、グループ

のメンバーの一員であることにより生じる、保険法人が直面する全ての追加的

なグループリスクから構成される区分を含めるべきである。このようなリスク

は、保険法人がメンバーとなっている最も広範なグループから生じることもあ

り、その保険グループから生じるものだけではない。

16.3.5 保険法人のリスク管理方針が保険グループのリスク管理方針の不可

欠な要素である場合、保険法人のリスク管理方針が、保険法人のレベルで関連

する重要な全てのリスクを網羅しており、また、当該方針が明確に定義され、

理解されるよう確保することは、取締役会および上級管理職の責任である。

16.4 監督者は、保険会社が、保険会社の許容限度、規制上の資本要件、経

済資本、およびリスクモニタリングするプロセスおよび方法との関連性を説明

するリスク管理方針を有するよう要求する。

16.4.1 保険会社のリスク管理方針では、自社のリスク管理が資本管理（規制

上の資本要件および経済資本）にどのように関連するかを説明すべきである。

16.4.2 リスク管理方針に不可欠な部分として、保険会社は、自社のリスク管

理方針と会社の目標、戦略および現状との関連についても説明すべきである。

リスク管理方針は、保険会社の事業が進展しても適合性(relevance)を保てるよ

うに、保険会社のリスクの性質および事業計画の時間軸と一貫性を持つ、適度
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the risk management policy so that it maintains relevance to the insurer's business 
going forward. This can be done by using methods, such as scenario models, that 
produce a range of outcomes based on plausible future business assumptions 
which reflect sufficiently adverse scenarios. The insurer should monitor risks so 
that the Board and Senior Management are fully aware of the insurer's risk profile 
and how it is evolving. Where models are used for business forecasting insurers 
should perform back-testing, to the extent practicable, to validate the accuracy of 
the model over time.  

16.4.3 As part of its risk mitigation strategy, an insurer may transfer some of the 
risk on its own balance sheet to an off-balance sheet structure, such as a special 
purpose entity (SPE). SPEs are generally set up for a specific purpose to meet 
specific payments to investors, who have accepted the risk profile of their 
payments based on the cash flows underlying the SPE. The risk remaining with 
the insurer as a result of the off-balance sheet structure should be managed 
effectively. For an SPE these may arise as follows:  

• Even though the SPE’s cash flows are not part of the insurer’s balance sheet, 
the insurer may still face pressure to support the payments out of the SPE 
during periods of stress, due to reputational damage to the insurer if the 
payments to the investors are not made.  

• Default by an SPE may cause the insurer reputational damage and affect its 
ability to raise finance in the future, possibly leading to liquidity issues. In 
addition, default by an SPE may have implications on the insurer’s credit rating, 
which may further affect the insurer’s ability to raise finance in the future.  

• The investment policy of the SPE, including that for assets transferred from the 
insurer, may differ from the investment policy of the insurer because of 
differences in capital and risk tolerance. However, the investment strategy 
adopted by the SPE may have an impact on the insurer’s ability to make 

に長い時間軸をもって考慮すべきである。このことは、不利なシナリオを充分

に反映した、妥当な将来の事業の仮定に基づき様々な結果を生み出す、シナリ

オ・モデルなどの方法を用いることで達成されうる。取締役会および上級管理

職が、保険会社のリスク・プロファイルおよびそれがどのように発展している

かを充分に認識するように、保険会社はリスクをモニターすべきである。事業

の予測にモデルが使用される場合には、長期にわたり、保険会社は当該モデル

の正確性を立証するために実行可能な範囲でバックテストを実施すべきであ

る。

16.4.3 保険会社はリスク軽減戦略の一環として、自社のバランスシート上の一

部のリスクを、特別目的事業体(SPE)などのオフバランスシート構造に移転する

ことがある。SPEsは、通常、SPEの基礎となるキャッシュフローに基づいて支

払いを行うという、リスク・プロファイルを受け入れた投資家に対する特定の

支払いを満たすという特別の目的で設立される。オフバランスシート構造の結

果として保険会社に残存するリスクは、効果的に管理されるべきである。SPE
に関して、これらは以下のように生じる：

・ SPEのキャッシュフローが保険会社のバランスシートの一部でないとして

も、当該保険会社は、投資家に対する支払いが行われない場合に保険会社

の評判に傷が付くために、依然としてストレス期間中はSPEからの支払い

を支援するという圧力に直面する。

・ SPEによる債務不履行は、保険会社の評判に傷を付け、保険会社が将来資

金調達する能力にも影響を与え、流動性の問題にもつながる可能性があ

る。また、SPEによる債務不履行は、保険会社が将来、資金調達する能力

にさらに影響を及ぼす可能性がある保険会社の信用格付けに密接に関連す

るかもしれない。

・ 保険会社からの資産移転に関する方針を含むSPEの投資方針は、資本およ

びリスク許容度が異なるため、保険会社の投資方針と異なることがある。

しかしながら、SPEによって採用された投資戦略は、特に、SPEがストレ
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payments to the policyholders, especially if the SPE is in a stressed position. 

16.5 The supervisor requires the insurer to have a risk management policy 
which includes an explicit asset-liability management (ALM) policy which 
clearly specifies the nature, role and extent of ALM activities and their 
relationship with product development, pricing functions and investment 
management. 

16.5.1 ALM is the practice of managing a business so that decisions and actions 
taken with respect to assets and liabilities are coordinated. To co-ordinate the 
management of risks associated with assets and liabilities, the insurer’s risk 
management policy should include an explicit ALM policy which is appropriate to 
the nature, scale and complexity of those risks to set out how the investment and 
liability strategies adopted by the insurer allow for the interaction between assets 
and liabilities, how the liability cash flows will be met by the cash inflows and how 
the economic valuation of assets and liabilities will change under an appropriate 
range of different scenarios. ALM does not imply that assets should be matched 
as closely as possible to liabilities but that mismatches are effectively managed. 
Not all ALM needs to use complex techniques. For example, simple, low risk or 
short term business may call for less complex ALM techniques.  

16.5.2 The ALM policy should recognise the interdependence between all of the 
insurer’s assets and liabilities and take into account the correlation of risk between 
different asset classes as well as the correlations between different products and 
business lines, recognising that correlations may not be linear. The ALM 
framework should also take into account any off-balance sheet exposures that the 
insurer may have and the contingency that risks transferred may revert to the 

ス状況下にある場合は、保険会社が保険契約者に対する支払を行う能力に

影響を与える可能性がある。

16.5 監督者は、保険会社が、資産負債管理(ALM)活動の性質、役割および

範囲、ならびにこれらと商品開発、保険料設定機能および投資管理との関係を

明確に定めた、明示的な ALM 方針を含めるリスク管理方針を整備するよう要

求する。

16.5.1 ALM とは、資産および負債に関する（企業の）意思決定および行動が

調和のとれたものとなるよう、事業を管理する実務である。資産と負債に付随

するリスクの管理を調整するために、保険会社のリスク管理方針には、保険会

社が採用した投資・負債戦略が資産と負債の相互作用をどのように考慮するの

か、負債のキャッシュフローがキャッシュインフローによりどのように充足さ

れるのか、適切な範囲の異なるシナリオ下で資産および負債の経済的評価がど

のように変動するのかを定めるため、それらのリスクの性質、規模および複雑

性に適切である、明示的な ALM 方針を含めるべきである。ALM は、可能な限

り密接に資産を負債にマッチングさせることを意味するのではなく、ミスマッ

チが効果的に管理されることを意味する。必ずしも全ての ALM において、複雑

な技法を使用する必要はない。例えば、単純、低リスクまたは短期の事業に必

要とされるのは、あまり複雑ではない ALM 技法かもしれない。

16.5.2 ALM 方針においては、保険会社の全ての資産および負債の相互依存性

を認識し、異なる資産種類間のリスクの相互関係、および異なる保険商品およ

び保険種目間の相互関係を、当該相互関係が直線状にならない可能性があるこ

とを認識した上で考慮すべきである。ALM の枠組みでは、保険会社がさらされ

る可能性のあるオフバランスシートのエクスポージャー、および移転されたリ

スクが保険会社に逆戻りする不測の事態も考慮すべきである。
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insurer.  

16.5.3 Different strategies may be appropriate for different categories of assets 
and liabilities. One possible approach to ALM is to identify separate homogeneous 
segments of liabilities and obtain investments for each segment which would be 
appropriate if each liability segment was a stand-alone business. Another possible 
approach is to manage the insurer’s assets and liabilities together as a whole. The 
latter approach may provide greater opportunities for profit and management of 
risk than the former. If ALM is practised for each business segment separately, 
this is likely to mean that the benefits of scale, hedging, diversification and 
reinsurance that can be gained from managing the different segments of assets 
and liabilities together are ignored or receive less attention.  

16.5.4 However, for some types of insurance business it may not be appropriate 
to manage risks by combining liability segments. It may be necessary for the 
insurer to devise separate and self-contained ALM policies for particular portfolios 
of assets that are “ring-fenced” or otherwise not freely available to cover 
obligations in other parts of the company.  

16.5.5 Assets and liabilities may be ring-fenced to protect policyholders. For 
example, non-life insurance business is normally ring-fenced from life insurance 
business and a separate fund of assets may be used to determine the benefits 
under participating business. Some assets may be required by regulation or the 
insurer’s risk management policy to be closely matched with corresponding 
liabilities, for example equity-linked or indexed-linked benefits may be closely 
matched with corresponding assets, and annuities cash outflows may be closely 
matched with cash inflows from fixed income instruments. 

16.5.3 区分が異なる資産と負債には、異なる戦略が適切かもしれない。ALM
で考えられる一つのアプローチは、同質の負債の区分を個々に特定し、各区分

に対して、その区分が独立した事業である場合に適切になるであろう投資を取

得することである。他の考えられるアプローチは、保険会社の資産および負債

を全体として一緒に管理することである。後者のアプローチは利益およびリス

ク管理に関して、前者よりも多くの機会をもたらす可能性がある。ALM が、事

業セグメントごとに別々に実行される場合、これは、異なる区分の資産と負債

を一緒に管理することから得られる規模、ヘッジ、分散および再保険の利益が

無視される、またはあまり注目されないことを意味するだろう。

16.5.4 しかし、一部の種類の保険事業においては、負債区分を結合してリス

クを管理することが適切ではないことがある。保険会社は、「区分して管理」し

ている、またはそれ以外で、当該会社の他の部門の債務をカバーするために自

由に使用できない特定の資産ポートフォリオについては、別の独立型の ALM 方

針を考案することが必要となりうる。

16.5.5 資産と負債は、保険契約者を保護するために隔離されることがある。

例えば、損害保険事業は通常、生命保険事業とは区分して管理される。また、

配当事業に基づく利益を算定するために、別個の資産ファンドが用いられるこ

とがある。一部の資産は、規制または保険会社のリスク管理方針により、対応

する負債に密接にマッチングさせるよう要求されることがある。例えば、株式

に連動する、または物価指数に連動する給付は、対応する資産と密接にマッチ

ングされ、年金のキャッシュアウトフローは、固定利付商品から得られるキャ

ッシュインフローとマッチングされるかもしれない。



- 242 - 

英文 仮訳

16.5.6 Some liabilities may have particularly long durations, such as certain types 
of liability insurance and whole-life policies and annuities. In these cases, assets 
with sufficiently long duration may not be available to match the liabilities, 
introducing a significant reinvestment risk, such that the present value of future 
net liability cash flows is particularly sensitive to changes in interest rates. Many 
financial markets throughout the world do not have long fixed-income assets to 
back long duration liabilities. There may also be gaps in the asset durations 
available. This may be an issue even in the most well developed markets for some 
types of liabilities. Risks arising from mismatches between assets and liabilities 
require particular attention. The insurer should give explicit attention within its ALM 
policy to risks arising from liabilities with substantially longer durations or other 
mismatches with assets available from the corresponding financial markets to 
ensure that they are effectively managed by holding adequate capital or having 
appropriate risk mitigation in place.  

16.6 The supervisor requires the insurer to have a risk management policy 
which is reflected in an explicit investment policy which: 

• specifies the nature, role and extent of the insurer’s investment activities 
and how the insurer complies with the regulatory investment 
requirements established by the supervisor; and 

• establishes explicit risk management procedures within its investment 
policy with regard to more complex and less transparent classes of asset 
and investment in markets or instruments that are subject to less 
governance or regulation. 

16.6.1 The insurer’s risk management policy should be reflected in an explicit 
investment policy. Such a policy may, for example, set out the insurer’s strategy 
for optimising investment returns and specify asset allocation strategies and 

16.5.6 一部の負債には、特定の種類の責任保険や終身保険および年金のよう

に、特に長期のデュレーションを有するものがある。これらの場合、充分に長

期のデュレーションを有する資産を負債にマッチングさせることはできないこ

とがあり、著しい再投資リスクがもたらされる。そのため、将来の純負債キャ

ッシュフローの現在価値は、金利変動に特に敏感である。世界中の多くの金融

市場では、長期のデュレーションの負債に対応する長期の固定利付資産を取り

扱っていない。また、入手可能な資産のデュレーションにギャップがあること

もある。これは、充分に発達した市場においても、一部の種類の負債について

問題になる場合がある。資産と負債のミスマッチから生じるリスクは、特に注

意が必要である。保険会社は、充分な資本を有する、または適切なリスク軽減

措置を整備することによってリスクが効果的に管理されることを確実にするた

めに、相当長期のデュレーションを有する負債、または対応する金融市場から

得られる資産とのミスマッチから生じるリスクに、ALM 方針の中で明示的な注

意を払うべきである。

16.6 監督者は、保険会社が、以下のような明示的な投資方針に反映される

リスク管理方針を整備するよう要求する：

・ 保険会社の投資活動の性質、役割および範囲、ならびに保険会社が監督者

によって定められている規制上の投資要件をどのように遵守するか、につ

いて規定する。

・ より複雑で透明性が低い資産区分、およびガバナンスまたは規制が充分で

はない市場または商品(instruments)への投資に関する投資方針の中で、

明示的なリスク管理手順を定める。

16.6.1 保険会社のリスク管理方針は、明示的な投資方針の中に反映されるべ

きである。そのような方針には、例えば、投資リターンの最大化に向けた保険

会社の戦略を定め、資産配分の戦略および投資活動の権限、ならびにこれらが
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authorities for investment activities and how these are related to the ALM policy. 
It may also specify how regulatory investment requirements (see ICP 15 
Investment) and other parameters are met.  

16.6.2 The insurer’s investment policy should outline its policy towards inherently 
risky financial instruments such as derivatives of various types, hybrid instruments 
that embed derivatives, private equity, alternative investment funds such as hedge 
funds, insurance linked instruments and commitments transacted through special 
purpose entities. Consideration of the associated counterparty credit risk should 
be included in the investment policy. It should also set out the policy for the safe-
keeping of assets including custodial arrangements and the conditions under 
which investments may be pledged or lent.  

16.6.3 Similarly, explicit consideration should be given by the insurer to assets for 
which the risk is generally sufficiently assessable to be permitted by the supervisor 
but, compared to other investments, are more complex, less transparent, less well 
regulated in terms of the market regulation that applies to them or less well 
governed in terms of the processes required to manage them. Such assets may 
present operational risks in adverse conditions which are difficult to assess 
reliably. In terms of market regulation, investments in an unregulated market or a 
market that is subject to less governance such as a professional securities market 
and investments that are not traded on a public exchange need to be given special 
consideration.  

16.6.4 For investment risks in particular, it is important for the insurer to 
understand the source, type and amount of risk that it is accepting across all lines 
of business. For example, where there is a complex chain of transactions it should 
understand who has the ultimate legal risk or basis risk. Similar questions arise 

ALM方針とどのように関係するかが記載されるだろう。その方針には、規制上
の投資要件（ICP 15「投資」を参照）および他のパラメーターを満たす方法も
定められるかもしれない。

16.6.2 保険会社の投資方針では、様々な種類のデリバティブ、デリバティブ
を組み込んだハイブリッド商品、未公開株式、ヘッジファンド、などのオルタ

ナティブ投資ファンド、保険にリンクした商品および特別目的事業体を介して

取引される約定（commitments）など、本質的にリスクの大きい金融商品に対
する方針の概略を示すべきである。投資方針には、付随するカウンターパーテ

ィーの信用リスクの考慮を含めるべきである。保険会社の投資方針にはまた、

保管契約および、投資が担保として差し入れられる、または貸し付けられる条

件を含む資産の安全保管の方針も定めるべきである。

16.6.3 同様に、一般的に監督者によって認められる程度には充分にリスクを
評価することが可能であるが、他の投資と比べた場合に、より複雑で透明性が

低く、投資に適用される市場規制の点で充分ではない、または投資の管理で要

求されるプロセスの点でガバナンスが充分ではない資産を、保険会社は明示的

に考慮すべきである。そのような資産は、信頼性のある評価が困難である不利

な状況において、オペレーショナル・リスクを引き起こすかもしれない。市場

の規制に関して、規制対象外の市場または、プロ向け証券市場および公開取引

所で取引されない投資など、ガバナンスが不充分な市場における投資は、特に

考慮する必要がある。

16.6.4 特に投資リスクについては、保険会社が、全ての保険種目にわたって
引き受けているリスクの要因、種類および量を理解することが重要である。例

えば、取引の複雑な連鎖がある場合、保険会社は、誰が最終の法的リスクまた

はベーシスリスクを負うのかを理解しなければならない。同様の問題が、投資
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where the investment is via external funds, especially when such funds are not 
transparent.  

16.6.5 For insurers in many jurisdictions concentration risk arising from the limited 
availability of suitable domestic investment vehicles is an issue. By contrast, 
international insurers’ investment strategies may be complex because of a need 
to manage and match assets and liabilities in a number of currencies and different 
markets. In addition, the need for liquidity resulting from potential large-scale 
payments may further complicate an insurer’s investment strategy.  

16.6.6 The insurer should have the competencies necessary to manage the 
instruments it is investing in. For complex investment activities (including 
underwriting guarantees for such complex securities) robust models of risks that 
consider all relevant variables may be needed. It is the insurer’s responsibility to 
ensure that the internal expertise and competence necessary are in place at all 
levels of the organisation to manage these risks effectively including the expertise 
to apply and vet any models used and to assess them against market convention. 
Also, an insurer needs explicit procedures to evaluate hidden and non-standard 
risks associated with complex structured products, especially new forms of 
concentration risk that may not be obvious.  

16.6.7 For complex investment strategies, aspects to consider include liquidity 
and responsiveness to sudden market movements. Stress testing, as well as 
contingency planning for stressed situations, is essential. Trial operation of 
procedures for sufficiently long periods may also be appropriate in advance of 
‘live’ operation.  

16.6.8 For derivatives, for example, there is a wide variation of products. There 

が外部のファンドを介して行われる場合、特にそのファンドが透明ではない場

合に発生する。

16.6.5 多くの管轄区域の保険会社にとって、適切な国内の投資事業体の利用
可能性に限界があることから生じる集中リスクが問題となる。これに対して、

国際的な保険会社の投資戦略は、数多くの通貨および異なる市場において資産

と負債を管理し、マッチングさせる必要があるので複雑となりうる。さらに、

潜在的にある大規模な（保険金）支払いの結果として生じる流動性（資産）の

必要性が、保険会社の投資戦略をさらに複雑なものにする可能性がある。

16.6.6 保険会社は、投資する商品を管理するために必要な能力を備えている
べきである。複雑な投資活動（そのような複雑な証券の保証の引受けを含む）

の場合には、関連する全ての変数を考慮した頑健なリスクのモデルが必要な場

合がある。使用されるモデルを適用し、審査し、市場の慣習に照らしてモデル

を評価する専門的知識を含む、これらのリスクを効果的に管理するために必要

な内部の専門的知識および能力を、組織の全てのレベルに確実に整備すること

は保険会社の責任である。また、保険会社は、複雑な仕組み商品に関連する、

隠れた標準的ではないリスク、特に、明らかではない新しい形態の集中リスク

を評価する明示的な手順を必要とする。

16.6.7 考慮すべき点に、流動性および突然の市場の変動に対する感応度が含
まれる。ストレスを受けた状況下の緊急対策だけでなくストレステストも極め

て重要である。「本番」運用の前に、充分長い期間にわたり手順のテスト運用を

実施することも適切である。

16.6.8 例えば、デリバティブの場合、多種多様な商品が存在する。償還価額
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are also hybrid instruments that embed derivatives such as bonds whose maturity 
values are tied to an equity index. The insurer’s risk management policy should 
be clear about the purpose of using derivatives and address whether it is 
appropriate for it to rule out or restrict the use of some types of derivatives where, 
for example: 
  • the potential exposure cannot be reliably measured;  

• closing out of a derivative is difficult considering the illiquidity of the market;  
• the derivative is not readily marketable as may be the case with over-the-

counter instruments;  
• independent (i.e. external) verification of pricing is not available;  
• collateral arrangements do not fully cover the exposure to the counterparty;  
• the counterparty is not suitably creditworthy; and  
• the exposure to any one counterparty exceeds a specified amount  

These factors are particularly important for "over-the-counter" derivatives which 
are not effected or issued on or under the rules of a regulated market. The 
effectiveness of clearing facilities available may be a relevant consideration in 
assessing the counterparty risk associated with some types of widely traded 
"over-the-counter" derivatives, such as credit default swaps.  

16.7 The supervisor requires the insurer to have a risk management policy 
which includes explicit policies in relation to underwriting risk. 

16.7.1 The risk management policy should also include explicit policies in relation 
to underwriting risk i.e. the specific insurance risk arising from the underwriting of 
insurance contracts. Such policies may relate to the underwriting process, pricing, 
claims settlement both in terms of timing and amount and expense control aspects 
of managing the risks arising from the insurance contracts the insurer writes. Such 

が株式指数に連動している債券などのデリバティブを組み込んだハイブリッド

商品もある。保険会社のリスク管理方針は、デリバティブを使用する目的に関

して明確であるべきで、例えば以下の場合に、一定の種類のデリバティブの使

用を排除する、または制限することが適切かどうかを取り扱うべきである：

・ 潜在的なエクスポージャーが信頼性をもって測定できない場合

・ 市場の流動性を考慮した場合、デリバティブの清算が困難である場合

・ デリバティブが、店頭取引の商品と同じように、容易に売買できない場合

・ 値付けの独立した（すなわち、外部による）検証が利用できない場合

・ 担保付き契約が、取引相手に対するエクスポージャーを充分にカバーして

いない場合

・ カウンターパーティーが適切な信用力を有していない場合

・ あるカウンターパーティーに関するエクスポージャーが所定の額を超えて

いる場合

これらの要因は、規制市場のルールに基づいて発効していない、または発行さ

れていない「店頭取引の」デリバティブにとって特に重要である。クレジッ

ト・デフォルト・スワップなど、一部の種類の広く取引されている「店頭取引

の」デリバティブに関連のあるカウンターパーティー・リスクを評価する際

に、利用可能な清算機関の有効性が、関連のある考慮事項になることもある。

16.7 監督者は、保険会社が、保険引受リスクに関する明示的な方針を含め

たリスク管理方針を整備するよう要求する。

16.7.1 リスク管理方針には、保険の引受リスク、すなわち、保険契約の引受
けから生じる特定の保険リスクに関連する明示的な方針も盛り込むべきであ

る。そのような方針は、契約査定手順、保険料設定、保険金支払（時期と金額

の両方に関連する）、および保険会社が引き受ける保険契約から生じるリスクを

管理する事業費管理の側面に関連するかもしれない。そのような方針に、例え
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policies may include, for example, the terms on which contracts are written and 
any exclusions, the procedures and conditions that need to be satisfied for risks 
to be accepted, additional premiums for substandard risks and procedures and 
conditions that need to be satisfied for claims to be paid.  

16.7.2 ALM may be needed to address parts of underwriting risk. The uncertainty 
of timing and size of future claim payments, especially for long-tail non-life 
business, may require coordination with the management of assets under the ALM 
policy.  

16.7.3 The insurer should ensure that the underwriting policy pays particular 
attention to risk retention and risk transfer through reinsurance and other forms of 
risk transfer as appropriate to the insurer’s risk profile and capital. The policy 
should take account of the effectiveness of risk transfer in adverse circumstances.

16.7.4 Expense control is an important part of managing risk especially in 
conditions of high general rates of inflation. Inflation of claim amounts also tends 
to be high in such conditions for some types of risk. Insurers should therefore have 
systems in place to control their expenses, including claims handling and 
administration expenses. These expenses should be monitored by management 
on an on-going basis. 

16.7.5 Reinsurance arrangements should be adequate and the claims by the 
insurer on its reinsurers should be recoverable. This includes ensuring that: 

• the insurer’s reinsurance programme provides coverage appropriate to its level 
of capital, the profile of the risks it underwrites, its business strategy and risk 
tolerance; 

ば、契約を引き受ける条件および例外、リスクを受け入れるために満たす必要

がある手順および条件、基準を満たしていないリスクに対する追加保険料、な

らびに保険金を支払うために満たす必要がある手順および条件が含まれること

もある。

16.7.2 ALMが、引受リスクの一部に対応するために必要なことがある。将来
の保険金支払いの発生時期と金額の不確実性は、特にロング・テールの損害保

険契約の場合に、ALM方針に基づく資産管理との整合性が必要になるかもしれ
ない。

16.7.3 引受方針が、保険会社のリスク・プロファイルおよび資本に応じて、
リスクの保有、ならびに再保険および他の形態によるリスク移転に特別の注意

を払うものであることを、保険会社は確実にすべきである。引受方針では、不

利な状況におけるリスク移転の有効性を考慮すべきである。

16.7.4 事業費管理は、特に一般インフレ率が高い状況においてリスクを管理
する重要な要素となる。一部の種類のリスクに対するそのような状況において

は、保険金額のインフレ率も高くなる傾向がある。したがって、保険会社は、

保険事故処理および事務管理費を含む、事業費を管理するためのシステムを整

備すべきである。経営陣はこれらの費用を継続的に監視すべきである。

16.7.5 再保険の取決めは、充分なものであるべきであり、保険会社による再
保険会社に対する保険金支払い請求は回収可能なものであるべきである。この

ことは、以下を確保することが含まれる：

・ 保険会社の再保険プログラムが、保険会社の資本水準、保険会社が引き受

けるリスクのプロファイル、経営戦略およびリスク許容度に適した保障範

囲を提供する。
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• the protection provided by the reinsurer is secure. This might be addressed by 
the insurer by ensuring that the financial strength of the reinsurer is adequate, 
obtaining collateral (including trusts, letters of credit or funds withheld33), 
limiting exposure to particular reinsurers or holding adequate capital to cover 
exposure to the risk of reinsurer default. Insurers should perform their own 
assessment of the financial strength of reinsurers and be careful not to place 
undue emphasis on external ratings; and 

• the effectiveness of the transfer of risk should be assessed for particular risk 
transfer arrangements to ensure that risk will not revert to the insurer in 
adverse circumstances. The insurer should review its arrangements if there is 
a possibility that it will provide support to the reinsurer in such circumstances.

Enterprise risk management framework - risk tolerance statement 

16.8 The supervisor requires the insurer to: 
• establish and maintain a risk tolerance statement which sets out its 

overall quantitative and qualitative risk tolerance levels and defines risk 
tolerance limits which take into account all relevant and material 
categories of risk and the relationships between them;

• make use of its risk tolerance levels in its business strategy; and 
• embed its defined risk tolerance limits in its day-to-day operations via its 

risk management policies and procedures. 

・ 再保険会社が提供する保障が安全確実である。これは、再保険会社の財務

力が充分であることを確実にすること、担保（信託、信用状または留保資

金(funds withheld)を含む33）を取得すること、特定の再保険会社へのエク

スポージャーを制限すること、または再保険会社の不履行リスクへのエク

スポージャーをカバーするために充分な資本を保有することによって、保

険会社が対応するかもしれない。保険会社は自社独自で再保険会社の財務

力の評価を行うべきであり、また、外部格付けを過度に重視しないように

留意すべきである。

・ 不利な状況において、リスクが保険会社に戻らないことを確保するため

に、特定のリスク移転の取決めについて、リスク移転の有効性を評価すべ

きである。保険会社は、そのような状況において、保険会社が再保険会社

に経済的支援を提供する可能性がある場合は、その契約を再検討すべきで

ある。

全社的リスク管理枠組み－リスク許容度明細書

16.8 監督者は、保険会社に対して以下を要求する：
・自社の全体としての定量的および定性的なリスク許容度の水準を定め、関連

する重要な全てのリスクおよびそれらのリスクの関係の区分を考慮した、リ

スクの許容限度を設定するリスク許容度明細書を作成し、維持する。

・保険会社の事業戦略の中で、自社のリスク許容度の水準を活用する。

・設定したリスクの許容限度を、リスク管理方針および手順を通じて、保険会

社の日常業務に組み込む。

33Funds withheld: the capital which achieves both the objectives of reducing the probability of insolvency by absorbing losses on a going-concern basis, or in run-off, and of 
  留保資金：事業継続ベースまたはラン・オフにおいて損失を吸収することにより、支払不能の確率を下げる目的、および支払不能または清算の際に、保険契約者にとっての損失を削減する目的の両方を達成する資

本。
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16.8.1 In parallel with developing its risk management policy, establishing 
appropriate tools for analysing, assessing, monitoring and measuring risks and 
identifying its risk exposures, an insurer should establish and maintain a risk 
tolerance statement. An insurer’s overall risk tolerance statement should set out 
the level of risk to which it is willing and able to be exposed, taking into account 
its financial strength and the nature, scale and complexity of its business and risks, 
the liquidity and transferability of its business and the physical resources it needs 
to adequately manage its risks.  

16.8.2 The risk tolerance statement should define the insurer's ‘tolerance limits’ 
which give clear guidance to operational management on the level of risk to which 
the insurer is prepared to be exposed and the limits of risk to which they are able 
to expose the insurer as part of their work. An insurer should consider how these 
tolerance limits are to be suitably embedded in its ongoing operational processes. 
This can be achieved, for instance, by expressing tolerance limits in a way that 
can be measured and monitored as part of ongoing operations. Stress testing can 
also provide an insurer with a tool to help ascertain whether its tolerance limits 
remain suitable for its business.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

16.8.3 An insurance group should establish and maintain a risk tolerance 
statement based on its strategy which sets out its overall quantitative and 
qualitative tolerance levels and defines tolerance limits which take into account all 
categories of risk which are relevant and material to the insurance group and the 
relationships between them. The insurance group’s risk tolerance levels should 
be actively applied within its ERM framework and risk management policy.  

16.8.1 リスク管理方針を策定し、リスクを分析、評価、モニタリング、およ
び測定するための適切な手段を確立し、リスク・エクスポージャーを認識する

のに並行して、保険会社は、リスク許容度明細書を作成し、維持すべきであ

る。保険会社の全体的なリスク許容度明細書は、会社の財務力、事業およびリ

スクの性質、規模および複雑性、事業の流動性および移転可能性、ならびに当

該リスクの適切な管理に必要な物理資源を考慮した上で、自社が望み、受け入

れることのできるリスク水準を定めるべきである。

16.8.2 リスク許容度明細書では、保険会社が晒される用意のあるリスクの水
準、および業務の一環として保険会社が負うことのできるリスクの限度に関

し、運営管理についての明確な指針を提供する、保険会社の「許容限度」を定

めるべきである。保険会社は、これらの許容限度を、継続的な運営プロセスに

どのように適切に組み込むべきかを考慮すべきである。このことは、例えば、

継続的な業務の一環として測定・モニターできる方法で、許容限度を示すこと

などによって達成されうる。また、許容限度が引き続き、当該事業に適してい

るか否かの確認に役立つ手段として、保険会社はストレステストを用いること

もできる。

保険グループおよびグループのメンバーである保険法人のための追加の指針

16.8.3 保険グループは、保険グループに関連する重大な全てのリスク区分お
よびそれらの関係を考慮する、全体的な定量的・定性的リスク許容水準を定

め、リスク許容限度を設定する、グループの戦略に基づいたリスク許容度明細

書を確立し、これを維持すべきである。保険グループのリスク許容水準は、グ

ループの ERMの枠組みおよびリスク管理方針の中で積極的に適用されるべきで
ある。
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An insurance legal entity’s risk tolerance statement should define tolerance limits 
taking into account the category of risks comprising all of the group risks it faces 
as a result of membership of a group to the extent that they are relevant and 
material to the insurance legal entity.  

16.8.4 Insurance group tolerance limits should give the Board and Senior 
Management of a member insurance legal entity clear guidance on the level of 
risk which the insurance group is prepared to take and the limits to which the 
insurance legal entity is able to expose the insurance group during the course of 
its business. It is the responsibility of the Board and Senior Management of the 
insurance legal entity to make sure that their group environment is clearly defined 
and understood.  

Enterprise risk management framework - risk responsiveness and feedback 
loop 

16.9 The supervisor requires the insurer's ERM framework to be responsive 
to changes in its risk profile. 

16.9.1 The ERM framework and risk management policy of the insurer should be 
responsive to change as a result of both internal and external events. The 
framework should include mechanisms to incorporate new risks and new 
information on a regular basis. For example, new risks identified from within the 
business may include new acquisitions, investment positions, or business lines. 
New information may become available from external sources, as a result of 
evolution of the environment affecting the nature and size of underlying risks. 
Supervisory and legislative requirements, rating agency concerns (if applicable), 

保険法人のリスク許容度明細書では、リスクが保険法人に関連し重大な範囲に

おいて、グループのメンバーの一員であることにより、保険法人が直面する全

てのグループリスクから構成されるリスク区分を考慮して許容限度を定めるべ

きである。

16.8.4 保険グループの許容限度は、メンバーである保険法人の取締役会およ
び上級管理職に、保険グループが引き受ける用意のあるリスクの水準、および

当該保険法人の事業運営の過程で保険法人が保険グループに負わせることが可

能な限度に関する明確な指針を提供すべきである。取締役会および上級管理職

のグループ環境が明確に定められ、理解されるようにすることは、取締役会お

よび上級管理職の責任である。

全社的リスク管理枠組み－リスク対応性とフィードバック・ループ

16.9 監督者は、保険会社の ERMの枠組みが、当該会社のリスク・プロフ
ァイルの変化に対応できるよう要求する。

16.9.1 保険会社の ERMの枠組みとリスク管理方針は、内部および外部双方の
事象の結果としての変化に対応できるものとすべきである。この枠組みには、

定期的に、新しいリスクおよび新しい情報を組み入れる構造を含めるべきであ

る。例えば、事業の中で認識される新しいリスクには、新規取得、投資のポジ

ション、または保険種目などを含むかもしれない。新しい情報は、内在するリ

スク(underlying risks)の性質および規模に影響を与える環境変化の結果として、
外部の情報源から入手可能となるかもしれない。監督・法律上の要件、格付機

関の懸念（該当する場合）、政治的変化、主要な巨大災害、または市場の混乱な
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political changes, major catastrophes or market turbulence may all make changes 
necessary. The framework and policy should also be responsive to the changing 
interests and reasonable expectations of policyholders and other stakeholders.  

16.10 The supervisor requires the insurer’s ERM framework to incorporate 
a feedback loop, based on appropriate and good quality information, 
management processes and objective assessment, which enables it to take 
the necessary action in a timely manner in response to changes in its risk 
profile. 

16.10.1 Within the ERM framework there should also be a "feedback loop". This 
should ensure that decisions made by the Board and Senior Management are 
implemented and their effects monitored and reported in a timely and sufficiently 
frequent manner via good management information. The feedback loop is the 
process of assessing the effect, within the ERM framework, of changes in risk 
leading to changes in risk management policy, tolerance limits and risk mitigating 
actions. Without this continual updating process, complemented by explicit one-
off changes in response to major events, the ERM framework would not remain 
relevant in assisting the insurer in meeting its strategic and risk objectives.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups  

16.10.2 An insurance group’s ERM framework should incorporate a feedback 
loop, based on appropriate and good quality information, management processes 
and objective assessment, which enables it to take the necessary action in a 
timely manner in response to changes in its risk profile.  

ど、全てが変化を必要とする可能性がある。この枠組みと方針は、保険契約者

およびその他ステークホルダーの変化する利害や合理的期待にも対応できるも

のとすべきである。

16.10 監督者は、保険会社の ERMの枠組みが、適切かつ優れた情報、管理
プロセスおよび客観的な評価に基づいた、フィードバック・ループを組み込

み、保険会社が自社のリスク・プロファイルの変化に応じ、必要な措置を適時

に講じることを可能にするよう要求する。

16.10.1 ERMの枠組みには、「フィードバック・ループ」も設けるべきであ
る。これにより、取締役会および上級管理職による決定を実行するとともに、

優れた経営情報を通じ、その効果を時宜にかなった充分な頻度でモニターし、

報告するよう徹底すべきである。フィードバック・ループとは、ERMの枠組み
内で、リスク管理方針の変更につながるリスクの変動、許容限度およびリスク

軽減策の変更による影響を査定するプロセスである。主要な事象に対応した１

回限り(one-off)の明示的な変更によって補完された、この継続的更新プロセスが
なければ、保険会社の戦略目標やリスク目標の達成を助ける上で、ERMの枠組
みが適切なものであり続けないだろう。

保険グループおよびグループのメンバーである保険法人のための追加の指針

16.10.2 保険グループの ERMの枠組みには、適切かつ優れた情報、管理プロセ
スおよび客観的な評価に基づいて、グループが自身のリスク・プロファイルの

変化に応じ、必要な措置を適時に講じられるようなフィードバック・ループを

組み込むべきである。
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16.10.3 Group risk should be included in the feedback loop of the insurance legal 
entity’s ERM framework in respect of the widest group of which it is a member. 
This means the insurance legal entity should obtain appropriate and good quality 
information about changes in the group which affect its risk profile. It also means 
the management of the insurance legal entity should provide information to an 
insurance group of which it is a member as part of the feedback loop of the 
insurance group’s ERM framework.  

Own risk and solvency assessment (ORSA) 

16.11 The supervisor requires the insurer to perform its own risk and 
solvency assessment (ORSA) regularly to assess the adequacy of its risk 
management and current, and likely future, solvency position. 

16.11.1 Every insurer should undertake its own risk and solvency assessment 
(ORSA) and document the rationale, calculations and action plans arising from 
this assessment. The ability of an insurer to reflect risks in a robust manner in its 
own assessment of risk and solvency is supported by an effective overall ERM 
framework and by embedding its risk management policy in its operations. It is 
recognised that the nature of the assessment undertaken by a particular insurer 
should be appropriate to the nature, scale and complexity of its risks.  

16.12 The supervisor requires the insurer’s Board and Senior Management 
to be responsible for the ORSA. 

16.12.1 The prime purpose of the ORSA is to assess whether its risk management 
and solvency position is currently adequate and is likely to remain so in the future. 
Responsibility for the ORSA rests at the top level of the insurer’s organisation, the 

16.10.3 グループリスクは、保険法人がメンバーとなっている最も広範なグル
ープに関する保険法人の ERMの枠組みのフィードバック・ループに組み込むべ
きである。これは、保険法人が、自社のリスク・プロファイルに影響を与える

グループ内の変化に関する適切かつ優れた情報を取得すべきであることを意味

する。これはまた、保険法人の経営陣が、保険グループの ERMの枠組みにおけ
るフィードバック・ループの一部として自社がメンバーとなっている保険グル

ープに情報を提供すべきであることも意味する。

自社のリスク・ソルベンシー評価(ORSA)

16.11 監督者は、保険会社が、自社のリスク管理の適切性ならびに、現在

の、および将来予想されるソルベンシー状態の評価を行うために、自社のリス

ク・ソルベンシー評価(ORSA)を実行するよう要求する。

16.11.1 全ての保険会社は自社のリスク・ソルベンシー評価(ORSA)を実施し、
根拠、計算および当該評価に起因する行動計画を文書化すべきである。保険会

社が自社のリスク・ソルベンシー評価にリスクをしっかりした方法で反映でき

る能力は、実効的な ERMの枠組み全般により、および保険会社の業務運営にリ
スク管理方針を組み込むことにより裏付けられる。特定の保険会社が実施する

評価の性質は、会社のリスクの性質、規模および複雑性に適したものであるべ

きことが認識されている。

16.12 監督者は、保険会社の取締役会および上級管理職が ORSAに責任を有
するよう要求する。

16.12.1 ORSAの第一の目的は、自社のリスク管理およびソルベンシー状態が
現在充分であり、将来も充分であり続けるかどうかを評価することである。

ORSAの責任は、保険会社の組織の最高レベルである取締役会および上級管理
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insurer’s Board and Senior Management. Where it is appropriate to the nature, 
scale and complexity to do so, the effectiveness of the ORSA should be assured 
through internal or external independent overall review by a suitably experienced 
individual, such as a Chief Risk Officer, who reports directly to or is a member of 
the Board.  

16.13 The supervisor requires the insurer’s ORSA to encompass all 
reasonably foreseeable and relevant material risks including, as a minimum, 
underwriting, credit, market, operational and liquidity risks and additional 
risks arising due to membership of a group. The assessment is required to 
identify the relationship between risk management and the level and quality 
of financial resources needed and available. 

16.13.1 In its ORSA, an insurer should consider all material risks that may have 
an impact on its ability to meet its obligations to policyholders,  
including in that assessment a consideration of the impact of future changes in 
economic conditions or other external factors. An insurer should undertake an 
ORSA on a regular basis so that it continues to provide relevant information for its 
management and decision making processes. The insurer should regularly 
reassess the causes of risk and the extent to which particular risks are material. 
Significant changes in the risk profile of the insurer should prompt it to undertake 
a new ORSA. Risk assessment should be done in conjunction with consideration 
of the effectiveness of applicable controls to mitigate the risks.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

16.13.2 Adequate risk management should be in place within an insurance group 

職が負う。そうすることが当該性質、規模および複雑性に適切である場合に

は、ORSAの有効性が、内部または外部の独立した全体的なレビューおよび、
取締役会に直属する、または取締役会のメンバーである最高リスク責任者

（CRO）など、適切な経験を有する個人によって保証されるべきである。

16.13 監督者は、ORSAには、全ての合理的に予測可能かつ関連する重要な
リスクを包含すべきであって、最低限、引受リスク、信用リスク、市場リス

ク、オペレーショナル・リスクおよび流動性リスク、ならびに、グループのメ

ンバーであることから生じる追加的なリスクを含めるよう要求する。当該評価

では、リスク管理と、必要となる利用可能な財務資源の水準および質との関係

を認識するよう要求される。

16.13.1 保険会社は、ORSAにおいて、経済情勢または他の外部要因の将来の
変化による影響の考慮も評価に含めた上で、保険契約者に対する債務履行能力

に影響を与える可能性のある、全ての重要なリスクを考慮すべきである。保険

会社は、自社の管理および意思決定プロセスに目的適合的な情報を継続して提

供するため、ORSAを定期的に実施すべきである。保険会社は、リスクの要
因、および特定のリスクが重要となる程度について定期的に再評価すべきであ

る。保険会社のリスク・プロファイルにおける重要な変化は、新しい ORSAの
実施を保険会社に促すはずである。リスク評価は、リスク軽減のための適用可

能な統制の有効性の考慮と併せて行われるべきである。

保険グループおよびグループのメンバーである保険法人のための追加の指針

16.13.2 グループのメンバーである保険法人による評価を強化するために、保
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and should be assessed on an insurance group-wide basis to enhance the 
assessment of insurance legal entities that are members of the group.  

16.13.3 An insurance group should perform its ORSA to assess the adequacy of 
the group’s risk management and current, and likely future, solvency position. The 
nature of the assessment should be appropriate to the nature, scale and 
complexity of the risks at insurance group level. The risks should include all 
reasonably foreseeable and relevant material risks arising from every member of 
the insurance group and from the widest group of which the insurance group is 
part. The insurance group’s ORSA should make sure that there are no material 
risks of the group that are not captured, that the fungibility of capital and the 
transferability of assets within the group is taken into account and that capital is 
not double counted. It is likely to be appropriate to the nature, scale and complexity 
of their risks for particular care to be given to these aspects for large complex 
groups.  

16.13.4 Similarly, the insurance legal entity’s ORSA should include all additional 
risks arising due to membership of the widest group of which it is a part to the 
extent that they impact the insurance legal entity as appropriate to the nature, 
scale and complexity of those risks.  

16.13.5 In both the insurance legal entity’s ORSA and the insurance group’s 
ORSA, it may be appropriate to consider scenarios in which a group splits or 
changes its structure in other ways. Assessment of current capital adequacy and 
continuity analysis should include consideration of relevant possible changes in 
group structure and integrity in adverse circumstances and the implications this 
could have for group risks, the existence of the group and the support or demands 
from the group to or on its members.  

険グループ内に適切なリスク管理を整備し、保険グループ全体で評価すべきで

ある。

16.13.3 保険グループは、グループのリスク管理、ならびに現在および将来予
想されるソルベンシー状態の充分性を評価するために、グループの ORSAを実
行すべきである。評価の内容は、保険グループレベルでのリスクの性質、規模

および複雑性に適したものとすべきである。当該リスクには、保険グループの

全てのメンバーおよび保険グループが一員となっている最も広範なグループか

ら生じる、全ての合理的に予測可能かつ重大なリスクを含めるべきである。保

険グループの ORSAでは、グループのリスクで把握していない重大なリスクが
ないこと、グループ内での資本の流用可能性および資産の移転可能性を考慮し

ていること、および資本を二重計上していないことを確認すべきである。これ

らの点について、より複雑なグループについては、特別な注意が払われること

が、それらのリスクの性質、規模および複雑性に適切であろう。

16.13.4 同様に、当該法人がその一員となっている最も広範なグループのメン
バーであることにより生じる全ての追加的なリスクを保険法人に影響を与える

程度まで、それらのリスクの性質、規模および複雑性に応じてリスクを保険法

人の ORSAに含めるべきである。

16.13.5 保険法人の ORSAおよび保険グループの ORSAの両方において、グル
ープが分割される、または他の方法で構造が変化するシナリオを考慮しておく

ことが適切な場合がある。現在の資本充分性の評価および継続性分析には、不

利な状況で関連して起こりうるグループの構造および完全性の変化、およびこ

れがグループリスク、グループの存在およびグループからの、またはグループ

のメンバーに対する支援または支援要請に与える影響についての考慮が含まれ

なければならない。
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16.13.6 Given the level of complexity at insurance group level compared with that 
at a legal entity level, additional analysis and information is likely to be needed in 
order to comprehensively address the range of insurance group level risks. It may, 
for example, be appropriate to apply a contagion test e.g. by using stress testing 
to assess the impact of difficulties in each legal entity which is a member of the 
insurance group on the other insurance group entities.  

Own risk and solvency assessment (ORSA) - economic and regulatory 
capital 

16.14 The supervisor requires the insurer to: 
• determine, as part of its ORSA, the overall financial resources it needs to 

manage its business given its own risk tolerance and business plans, 
and to demonstrate that supervisory requirements are met; 

• base its risk management actions on consideration of its economic 
capital, regulatory capital requirements and financial resources, 
including its ORSA; and 

• assess the quality and adequacy of its capital resources to meet 
regulatory capital requirements and any additional capital needs. 

16.14.1 In the context of its overall ERM framework, an insurer should perform its 
ORSA and have risk and capital management processes in place to monitor the 
level of its financial resources relative to its economic capital and the regulatory 
capital requirements set by the supervisor.  

16.14.2 In the context of its own assessment, an insurer should clearly distinguish 
between current capital needs and its projected future financial position, having 

16.13.6 法人レベルと比較した場合の保険グループの複雑性のレベルから判断
して、グループレベルのリスクの範囲に包括的に取り組むためには、追加的な

分析および情報が必要となろう。例えば、保険グループのメンバーである各法

人における財政的困難が他の保険グループ企業に与える影響を評価するため

に、例えばストレステストを使用することにより、波及テストを適用すること

が適切な場合がある。

自社リスク・ソルベンシー評価（ORSA）－経済資本および規制資本

16.14 監督者は、保険会社に以下を要求する：

・ ORSAの一環として、保険会社が、自社のリスク許容度と事業計画を考
慮した事業運営に必要で、かつ監督上の要件を充足していることの証明

に必要となる全体的な財務資源(額)を決定する。
・ 保険会社が、自社の ORSAを含め、経済資本、規制上の資本要件および
財務資源について考慮することを、自社のリスク管理行動の基礎とす

る。

・ 規制上の資本要件および追加的な資本の必要性を満たすために、自社の

資本リソースの質および充分性を評価する。

16.14.1 全体的な ERMの枠組みとの関連において、保険会社は自社の経済資本
および、監督者によって設定された規制上の資本要件と比較して財務資源の水

準をモニターするために、ORSAを実施し、リスク管理および資本管理プロセ
スを整備すべきである。

16.14.2 自社の評価との関連において、保険会社は、自社のより長期的な事業
戦略、および、特に新しい事業計画を考慮した上で、現在の必要資本と予測し
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regard for its longer-term business strategy and, in particular, new business plans. 

16.14.3 While holding capital is not necessarily the most effective way of 
managing risk, it is important that an insurer has regard for how risk management 
and capital management relate to and interact with each other. Therefore, an 
insurer should determine the overall financial resources it needs, taking into 
account its risk tolerance and business plans, based on an assessment of its risks, 
the relationship between them and the risk mitigation in place. Determining 
economic capital helps an insurer to assess how best to optimise its capital base, 
whether to retain or transfer risk and how to allow for risks in its pricing. It also 
helps to give the supervisor confidence that risks are being well managed.  

16.14.4 Although the amounts of economic capital and regulatory capital 
requirements and the methods used to determine them may differ, an insurer 
should be aware of, and be able to analyse and explain, these differences. Such 
analysis helps to embed supervisory requirements into an insurer's ORSA and 
risk and capital management, so as to ensure that obligations to policyholders 
continue to be met as they fall due.  

16.14.5 As part of the ORSA, the insurer should perform its own assessment of 
the quality and adequacy of capital resources both in the context of determining 
its economic capital and in demonstrating that regulatory capital requirements are 
met having regard to the quality criteria established by the supervisor and other 
factors which the insurer considers relevant. The scope of this assessment should 
be appropriate to the nature, scale and complexity of the insurer’s risks. The 
insurer should also assess the appropriateness of its capital resources in 
supporting its business strategy and enabling it to continue its operations, with 
due regard for its longer term business strategy and in particular new business 

た将来の財務状態とを明確に区別すべきである。

16.14.3 資本の保有は、必ずしもリスク管理の最も有効な方法ではないが、リ
スク管理と資本管理がどのように相互に関連し、作用するのかを保険会社が考

慮することは重要である。それゆえ、保険会社は、自社のリスク許容度および

事業計画を考慮した上で、自社のリスク評価、それらの関係および実施されて

いるリスク軽減（策）に基づいて、全体的な必要財務資源を決定すべきであ

る。経済資本の決定は、保険会社が資本基盤をいかにして最適化するか、リス

クを保有すべきか移転すべきか、および、保険料設定にリスクをどのように考

慮すべきかを、判断するのに役立つ。また、経済資本の決定は、リスクが適切

に管理されているという確信を監督者に与える上でも役立つ。

16.14.4 経済資本と規制上の資本要件の金額およびそれらの算定方法は異なる
可能性はあるが、保険会社はこれらの違いを認識し、分析および説明できるよ

うにすべきである。そのような分析は、保険契約者への債務が約定どおり履行

され続けることを確実にするために、監督上の要件を保険会社の ORSAとリス
ク・資本管理に組み込む上でも役立つ。

16.14.5 保険会社は、経済資本の決定および監督者によって設定された質の規
準および保険会社が関連するとみなす他の要因を考慮した上で、規制上の資本

要件が満たされていることを証明する双方の関連で、ORSAの一環として、資
本リソースの質および充分性について、自社の評価を行うべきである。当該評

価の範囲は、保険会社のリスクの性質、規模、および複雑性に適切なものとす

べきである。保険会社は、より長期的な事業戦略および特に新しい事業計画を

適切に考慮して、自社の事業戦略を支え、その事業運営の継続を可能とする、

自社の資本リソースの適切性についても評価すべきである。
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plans.  

Re-capitalisation 

16.14.6 If an insurer suffers losses that are absorbed by its available capital 
resources, it may need to raise new capital to meet ongoing regulatory capital 
requirements and to maintain its business strategies. It cannot be assumed that 
capital will be readily available at the time it is needed. Therefore, an insurer’s own 
assessment of the quality of capital should also consider the issue of re-
capitalisation, especially the ability of capital to absorb losses on a going-concern 
basis and the extent to which the capital instruments or structures that the insurer 
uses may facilitate or hinder future re-capitalisation. For example, if an insurer 
enters into a funding arrangement where future profits are cashed immediately, 
the reduced future earnings potential of the insurer may make it more difficult to 
raise capital resources in the future.  

16.14.7 For an insurer to be able to recapitalise in times of financial stress, it is 
critical to maintain market confidence at all times, through its solvency and capital 
management, investor relationships, robust governance structure/practices and 
fair market conduct practices. For example, where an insurer issues preferred 
stock without voting rights, this may affect the robustness of the governance 
structure and practice of that insurer. The voting rights attached to common stock 
can provide an important source of market discipline over an insurer’s 
management. Other insurers may issue capital instruments with lower coupons 
and fees, sacrificing the economic value of the existing shareholders and 
bondholders.  

16.14.8 When market conditions are good, many insurers should be readily able 

増資

16.14.6 保険会社が自社の利用可能な資本リソースで吸収される損失を被った
場合、保険会社は継続的に規制上の資本要件を満たし、自社の事業戦略を維持

するために、新たな資本を積み増す必要が生じる。資本は必要な時点で直ちに

利用可能となると仮定することはできない。それゆえ、保険会社の資本の質の

自己評価では、増資の問題、特に、事業継続ベースでの損失吸収のための資本

の能力、資本性金融商品または保険会社が使用する資本構造が将来の資本増資

を促進または妨げうる範囲についても考慮すべきである。例えば、保険会社

が、将来利益を即時に現金化する資本提供の取決めを締結する場合、保険会社

の将来の収益の可能性が減少したことにより、将来、資本リソースの積み増し

が困難になるかもしれない。

16. 14.7保険会社が、財務上のストレス状況下で、増資ができるためには、自
社のソルベンシーおよび資本管理、投資家との関係、堅固なガバナンス構造／

ガバナンス実務および公正な市場行為実務を通して、常に市場の信頼を維持す

ることが不可欠である。例えば、保険会社が議決権のない優先株を発行する場

合、当該保険会社の堅固なガバナンス構造および実務に影響を与える可能性が

ある。普通株に付与された議決権は保険会社の事業運営に対して、市場規律の

重要な情報源を提供することができる。他の保険会社は、既存の株主および債

券保有者の経済価値を犠牲にして、低クーポンおよび低い手数料の資本性金融

商品を発行するかもしれない。

16.14.8 市場条件が良好な場合、多くの保険会社は、合理的な水準のコスト
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to issue sufficient volumes of high quality capital instruments at reasonable levels 
of cost. However, when market conditions are stressed, it is likely that only well 
capitalised insurers, in terms of both the quality and quantity of capital resources 
held, will be able to issue high quality capital instruments. Other insurers may only 
be able to issue limited amounts of lower quality capital and at higher cost. 
Therefore, supervisors should make sure that insurers have regard for such 
variations in market conditions and manage the quality and quantity of their capital 
resources in a forward looking manner. In this regard, it is expected that high 
quality capital instruments, such as common shares, should form the substantial 
part of capital resources in normal market conditions as that would enable insurers 
to issue capital instruments even in stressed situations. Such capital management 
approaches also help to address the procyclicality issues that may arise, 
particularly in risk-based solvency requirements.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

16.14.9 An insurance group should determine, as part of its ORSA, the overall 
financial resources it needs to manage its business given its own risk tolerance 
and business plans and demonstrate that its supervisory requirements are met. 
The insurance group’s risk management actions should be based on 
consideration of its economic capital, regulatory capital requirements and financial 
resources. Economic capital should thus be determined by the insurance group 
as well as a member insurance legal entity and appropriate risk tolerances and 
management actions should be identified for both the insurance group and the 
insurance legal entity.  

16.14.10 Key group-wide factors to be addressed in the insurer’s assessment of 

で、充分な量の高品質な資本性金融商品を発行することが容易にできるはずで

ある。しかしながら、市場条件がストレス状況下にある場合、所有する資本リ

ソースの質および量の双方に関して、充分に資本化された保険会社のみが、高

品質な資本性金融商品を発行することが可能となろう。他の保険会社は、限ら

れた額の低品質の資本を高コストで発行することしかできないかもしれない。

それゆえ、監督者は、保険会社が市場条件のそのような変化を考慮しているこ

と、および保険会社が将来を見通した方法で自己資本の質および量を管理して

いることを確認すべきである。この関連で、普通株式のような高品質の資本性

金融商品が、通常の市場条件において資本リソースのかなりの部分を成すべき

であると期待されるが、これは、たとえストレス状況下であっても、保険会社

による資本性金融商品の発行を可能にするためである。このような資本管理ア

プローチは、特にリスク・ベースのソルベンシー要件において、生じる可能性

のあるプロシクリカリティの問題に対応することにも役立つ。

保険グループおよびグループのメンバーである保険法人のための追加の指針

16.14.9 保険グループは、ORSAの一環として、自身のリスク許容度と事業計
画を踏まえた事業運営に必要で、かつグループが監督上の要件を充足している

ことの証明に必要となる全体的な財務資源(額)を決定するべきである。保険グル
ープのリスク管理行動は、グループの経済資本、規制上の資本要件および財務

資源の考慮に基づくべきである。したがって、経済資本は、保険グループおよ

びメンバーである保険法人によって算定されるべきであり、適切なリスク許容

度およびリスク管理行動が、保険グループと保険法人の双方について特定され

るべきである。

16.14.10保険会社のグループ全体の資本リソースの評価で取扱うべき主要なグ
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group-wide capital resources include multiple gearing, intra-group creation of 
capital and reciprocal financing, leverage of the quality of capital and fungibility of 
capital and free transferability of assets across group entities.  

Own risk and solvency assessment (ORSA) – using internal models 

16.14.11 An insurer may consider that the assessment of current financial 
resources and the calculation of regulatory capital requirements would be better 
achieved through the use of internal models.  

16.14.12 Where an internal model is used for the ORSA, it is likely to be an 
important strategic and operational decision-making tool and to be most useful if 
it enables the insurer to integrate its risk and capital management processes; that 
is, assisting with both the assessment of the risks faced within its business and 
the determination of the economic capital needed, where appropriate, to meet 
those risks.  

16.14.13 An ERM framework should address all reasonably foreseeable and 
relevant material risks the insurer faces in accordance with a properly constructed 
risk management policy. To be most effective, therefore, an internal model used 
for the ORSA needs to address all those identified risks and assess their impact 
on the insurer’s business given the possible situations that could occur. The risks 
to be considered should include underwriting risk, credit risk, market risk, 
operational risk and liquidity risk (including any significant risk concentrations). 
The categories of risks considered should be clearly defined. The methods by 
which this analysis could be conducted range from simple stress testing of events 
to more complex stochastic modelling as appropriate to the nature, scale and 
complexity of the risks concerned.  

ループ全体の要素には、マルチプル・ギアリング、グループ内の資本の創出お

よび相互資金提供、資本の質のレバレッジ、資本の流用可能性、およびグルー

プ企業間での自由な資産の移転可能性を含む。

自社リスク・ソルベンシー評価（ORSA）－内部モデルの使用

16.14.11保険会社は、現在の財務資源の評価、および規制上の資本要件の算出
は、内部モデルを用いて行ったほうが良いと考えるかもしれない。

16.14.12内部モデルが ORSA用に使用される場合、重要な戦略上および運営上
の意思決定ツールとなりうるし、内部モデルにより保険会社が自社のリスクと

資本の管理プロセスを統合できるのであれば、すなわち、当該保険会社の事業

において直面するリスクの評価、および、必要に応じ、これらのリスクに見合

う経済資本の算定の双方において保険会社を支援するのであれば、最も有用と

なりうる。

16.14.13ERMの枠組みは、適切に構築されたリスク管理方針に従って、保険会
社が直面する全ての合理的に予測可能かつ関連する重要なリスクに対処すべき

である。それゆえ、最も効果的であるためには、ORSA用に使用される内部モ
デルは、発生可能な状況を踏まえて、これら全ての認識されたリスクに対処

し、保険会社の事業に及ぼす影響を評価する必要がある。考慮すべきリスクに

は、引受リスク、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクおよび

流動性リスク（何らかの重大なリスク集中も含む）を包含すべきである。考慮

するリスクの分類は、明確に規定すべきである。当該分析が実行されうる手法

は、事象の単純なストレステストから、より複雑で確率論的モデルまで、関与

するリスクの性質、規模および複雑性に応じて、多岐にわたる。
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16.14.14 When used for the ORSA, the insurer’s internal model is likely to be 
calibrated on the basis of defined modelling criteria which the insurer believes will 
determine the level of capital appropriate and sufficient to meet its business plan 
and strategic objectives. These modelling criteria are likely to include the basis for 
valuation of the assets and liabilities, and the confidence level, risk measure and 
time horizon which the insurer considers appropriate to its risk tolerance and 
business plans. An insurer is likely to consider various factors in order to 
determine the modelling criteria used to determine its economic capital; for 
example choosing a level to achieve a certain investment rating, or to meet other 
business objectives.  

16.14.15 In constructing its internal model for the ORSA, an insurer is likely to 
adopt risk modelling techniques and approaches appropriate to the nature, scale 
and complexity of the risks incorporated within its risk strategy and business 
objectives. An insurer may consider various inputs to the modelling process, such 
as economic scenarios, asset portfolios and liabilities from in-force or past 
business

34
. It is likely that the modelling criteria and the various inputs to the 

modelling would be established in the context of the insurer continuing to operate 
on a going concern basis (unless the insurer is in financial difficulty).  

16.14.16 An internal model used in the ORSA to determine the economic capital 
enables the insurer to allocate sufficient financial resources to ensure it can 

16.14.14保険会社の内部モデルは、ORSAに使用される場合、保険会社の事業
計画および戦略目標を実施するために、適切で充分な資本レベルを決定するも

のと保険会社が考える、定義されたモデル化の規準を基に較正されるだろう。

これらのモデル化の規準には、資産と負債の評価基礎、ならびに保険会社が自

社のリスク許容度と事業計画に適切と考える、信頼水準、リスク尺度および時

間軸を含むであろう。保険会社は、自社の経済資本を決定するために使用する

モデル化の規準を決定するために、様々な要因、例えば、一定の投資格付を実

現するため、または、その他の事業目的を達成するための水準の選択、を考慮

するだろう。

16.14.15 ORSAのために内部モデルを構築するにあたり、保険会社は、リスク
戦略および事業目的に組み込まれたリスクの性質、規模、複雑性に見合ったリ

スクのモデル化の手法およびアプローチを採用するだろう。保険会社は、例え

ば経済シナリオ、資産ポートフォリオおよび保有契約または過去の契約から生

じる負債など、モデル化の過程で様々な入力データ(inputs)を考慮しうる34。モ

デル化の規準およびモデル化での様々な入力データは、（保険会社が財務的困難

に陥っていない限りにおいて）保険会社が継続企業ベースで事業を継続するこ

とに関連して設定されるだろう。

16.14.16経済資本を決定するために ORSAにおいて使用される内部モデルは、
保険会社が、自社の事業目的に対して適切な信頼水準で、保険契約者への債務

34 It may also consider regulatory constraints on the application and transfer of assets, e.g. in jurisdictions where insurers are required to segregate the assets backing the liabilities of different classes of insurance into 
separate funds and where the transfer of assets between funds is restricted by regulations. 
 例えば、保険会社が異なる保険種目の負債に対応する資産を独立したファンドに区分するよう要求される管轄区域において、および、ファンド間の資産移転が規則により制限されている場合に、資産の利用

(application)と移転に関する規制上の制限を考慮に入れるべきである。 
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continue to meet its policyholder liabilities as they fall due, at a confidence level 
appropriate to its business objectives. To fully assess policyholder liabilities in this 
way, all liabilities that need to be met to avoid putting policyholder interests at risk 
need to be considered, including any liabilities for which a default in payment could 
trigger the winding up of the insurer.  

16.14.17 An internal model used by an insurer in the context of its ORSA for 
determining its own economic capital needs should not need supervisory approval 
for that purpose. However, an insurer would be expected to review its own internal 
model and validate it so as to satisfy itself of the appropriateness of the model for 
use as part of its risk and capital management processes.

35 
It would be expected 

to calibrate the model according to its own modelling criteria. As well as internal 
review, the insurer may wish to consider an external review of its internal model 
by appropriate specialists e.g. if the internal review does not have an appropriate 
level of independence or the insurer’s management wishes to have greater 
assurance about the validity of the model than can be provided by an internal 
review.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups on using an internal model for the ORSA 

16.14.18 An insurance group may consider that the assessment of financial 
resources and the calculation of regulatory capital requirements would be better 
achieved through the use of internal models to enable the range of risks and their 
scale and complexity to be effectively assessed.  

を約定どおりに履行し続けることを確実にするための、充分な財務資源の配分

を可能にする。保険契約者への負債をこのような方法で十二分に評価するため

には、保険契約者の利益を危険にさらすことを回避するために、支払不履行が

保険会社の清算の引き金となりうる何らかの負債を含め、履行が必要となる全

ての負債を考慮する必要がある。

16.14.17保険会社固有の経済資本の必要額を算定するために、ORSAの関連に
おいて自社で使用される内部モデルは、当該目的での監督者の承認を必要とす

べきではない。しかしながら、保険会社は、自社のリスク管理および資本管理

プロセスの一部として使用するためのモデルの適切性を確信できるように、自

社固有の内部モデルを見直し、検証することが期待されるであろう35。自社固有

のモデル化の規準に従って、当該モデルを較正することが期待されるだろう。

内部でのレビューはもちろんのこと、保険会社は、例えば、内部でのレビュー

が適切な独立性水準を満たしていない、または保険会社の経営陣がモデルの妥

当性について、内部のレビューによってもたらされうる確証より、さらに堅固

な確証を得たいと望む場合、適切な専門家による外部のレビューを検討したい

と望むだろう。

ORSAに内部モデルを使用することに関する、保険グループおよびグループの
メンバーである保険法人のための追加の指針

16.14.18保険グループは、リスクの範囲、その規模および複雑性を効果的に評
価できるように、財務資源の評価、および規制上の資本要件の算出は、内部モ

デルを用いて行ったほうが良いと考えるかもしれない。

35 Where appropriate, taking into account the insurer’s nature, scale and complexity, validation would be expected to be carried out by a different department or persons than those who created the internal model, in 
order to facilitate independence. 
 必要に応じて、保険会社の特性、規模および複雑性を考慮して、検証は、独立性を促進するために、内部モデルを作成した部門または職員とは異なる者によって実施されることが期待される。 
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16.14.19 All insurance legal entities and insurance groups of which they are 
members should be undertaking their ORSA. To carry out its ORSA, an insurance 
group should apply a methodology that is best suited to the nature, scale and 
complexity of the risk profile of its business. Although this does not necessarily 
imply the use of internal models for this purpose, the nature of the risks may be 
more diverse and the scale and complexity of the business and risks of an 
insurance group may be greater than that of its member legal entities. It may 
therefore be appropriate for internal models to be used for the group’s ORSA even 
where the use of an internal model is not an approach appropriate to the nature, 
scale and complexity of its members.  

Own risk and solvency assessment (ORSA) - continuity analysis 

16.15 The supervisor requires: 
 the insurer, as part of its ORSA, to analyse its ability to continue in 

business, and the risk management and financial resources required to 
do so over a longer time horizon than typically used to determine 
regulatory capital requirements; 

 the insurer’s continuity analysis to address a combination of 
quantitative and qualitative elements in the medium and longer-term 
business strategy of the insurer and include projections of its future 
financial position and analysis of its ability to meet future regulatory 
capital requirements. 

16.15.1 An insurer should be able to demonstrate an ability to manage its risk over 
the longer term under a range of plausible adverse scenarios. An insurer’s capital 
management plans and capital projections are therefore key to its overall risk 

16.14.19保険法人および保険法人がメンバーとなっている保険グループは全
て、ORSAを実行すべきである。ORSAを実行するために、保険グループは、
その事業のリスク・プロファイルの特性、規模および複雑性に最もふさわしい

方法論を適用すべきである。これは、必ずしもこの目的のために内部モデルを

使用することを意味するものではないが、保険グループのリスクの性質は、グ

ループのメンバーである保険法人より多様で、保険グループの事業およびリス

クの規模および複雑性は、そのメンバーである法人より大きいことがある。し

たがって、グループのメンバーにとって内部モデルの使用が、当該性質、規模

および複雑性に適切なアプローチではない場合でも、グループの ORSAのため
に内部モデルを使用することは適切かもしれない。

自社リスク・ソルベンシー評価（ORSA）－継続性分析

16.15 監督者は、以下を要求する：

・ORSAの一環として、保険会社が、自社の事業継続能力と、規制上の資本
要件の決定に通常用いる時間軸よりも長期にわたり、事業を継続するために

要求されるリスク管理および財務資源を分析する。

・保険会社の継続性分析が、保険会社の中長期的事業戦略の定量的要素と定性

的要素の組み合わせを取り扱い、保険会社の将来的な財務状態の予測および

将来の規制上の資本要件を充足するための保険会社の能力の分析を含む。

16.15.1 保険会社は、一定範囲のもっともらしい不利なシナリオの下で、より
長期間にわたって自社のリスクを管理できる能力を証明できるべきである。そ

れゆえ、保険会社の資本管理計画および資本予測は、当該保険会社の全体的な
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management strategy. These should allow the insurer to determine how it could 
respond to unexpected changes in markets and economic conditions, innovations 
in the industry and other factors such as demographic, legal and regulatory, 
medical and social developments.  

16.15.2 Where it is appropriate to the nature, scale and complexity to do so, 
supervisors should require an insurer to undertake periodic, forward-looking 
continuity analysis and modelling of its future financial position including its ability 
to continue to meet its regulatory capital requirements in future under various 
conditions. Insurers should ensure that the capital and cash flow projections 
(before and after stress) and the management actions included in their forecasts, 
are approved at a sufficiently senior level.  

16.15.3 In carrying out its continuity analysis, the insurer should also apply reverse 
stress testing to identify scenarios that would be the likely cause of business 
failure (e.g. where business would become unviable or the market would lose 
confidence in it) and the actions necessary to manage this risk. (See also 
Guidance 16.1.17).  

16.15.4 As a result of continuity analysis, supervisors should encourage insurers 
to maintain contingency plans and procedures for use in a going and gone concern 
situation. Such plans should identify relevant countervailing measures and off-
setting actions they could realistically take to restore/improve the insurer’s capital 
adequacy or cash flow position after some future stress event and assess whether 
actions should be taken by the insurer in advance as precautionary measures.  

16.15.5 A clear distinction should be made between the assessment of the current 
financial position and the projections, stress testing and scenario analyses used 

リスク管理戦略の鍵となる。これらは、市場および経済条件の不測の変動、業

界における革新、さらに、人口統計上、法令および規制上、医療上および社会

（環境）上の発展などの他の要素に対して、保険会社がどのように対応できる

かを判断することを可能にするべきである。

16.15.2 そうすることが当該性質、規模および複雑性に適切である場合には、
監督者は、保険会社に対して、様々な条件下での定期的な、将来を見通した継

続性分析の実施、および将来において自社の規制上の資本要件を充足し続ける

能力を含めた、自社の将来の財務状態のモデル化を要求するべきである。保険

会社は、（ストレス前後の）資本およびキャッシュフロー予測、ならびに、保険

会社の予測に含まれる管理行動が、充分な上級管理職のレベルで承認されるこ

とを確保すべきである。

16.15.3 継続性分析を実行する上で、保険会社は、企業破綻を引き起こす可能
性があるシナリオ（例えば、事業経営が存続不可能になる、または市場が信頼

を失うなど）、およびそのリスクの管理に必要な行動を認識するために、リバー

ス・ストレステストも利用すべきである。（指針 16.1.17も参照）。

16.15.4 継続性分析の結果として、監督者は、継続企業および破綻状態におい
て使用する危機管理計画および手順を保持するよう保険会社に勧めるべきであ

る。そのような計画は、将来のストレス事象後の、保険会社の資本充分性また

はキャッシュフロー・ポジションを回復／改善するために保険会社が現実的に

行うことのできる適切な対抗策および相殺措置を認識し、保険会社が予防策と

して事前に措置を行うべきかどうかを評価すべきである。

16.15.5 ソルベンシーの維持を含む戦略的リスク管理の目的上、現行の財務状
態の評価と保険会社の財務状況を評価するために使用される財務状態の予測、
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to assess an insurer’s financial condition for the purposes of strategic risk 
management including maintaining solvency.

36 
Continuity analysis helps to ensure 

sound, effective and complete risk management processes, strategies and 
systems. It helps to assess and maintain on an ongoing basis the amounts, types 
and distribution of financial resources needed to cover the nature and level of the 
risks to which an insurer is or might be exposed and to enable the insurer to 
identify and manage all reasonably foreseeable and relevant material risks. In 
doing so, the insurer assesses the impact of possible changes in business or risk 
strategy on the level of economic capital needed as well as the level of regulatory 
capital requirements.  

16.15.6 Such continuity analysis should have a time horizon needed for effective 
business planning, for example 3 to 5 years, which is longer than typically used to 
determine regulatory capital requirements

37
. It should also place greater emphasis 

than may be considered in regulatory requirements on new business plans and 
product design and pricing, including embedded guarantees and options, and the 
assumptions appropriate given the way in which products are sold. The insurer’s 
current premium levels and strategy for future premium levels are a key element 
in its continuity analysis. In order for continuity analysis to remain most 
meaningful, an insurer should also consider changes in external factors such as 
possible future events including changes in the political or economic situation.  

16.15.7 Through the use of continuity analysis an insurer is better able to link its 
current financial position with future business plan projections and ensure its 

ストレステストおよびシナリオ分析との間には、明確な一線を画すべきである
36。継続性分析は、健全、実効的かつ完全なリスク管理プロセス、戦略およびシ

ステムを確保することに役立つ。当該分析は、保険会社が晒されているか、晒

されるおそれのあるリスクの性質と水準をカバーするために必要となる、財務

資源の額、種類および分配を継続ベースで評価、維持することに役立ち、ま

た、保険会社が、合理的に予測可能で関連する重要なリスクを全て認識、管理

できることに役立つ。そうすることにより、保険会社は、事業戦略またはリス

ク戦略に生じる変更が、必要な経済資本の水準、および規制上の資本要件の水

準に及ぼす影響を評価する。

16.15.6 このような継続性分析は、効果的な事業計画策定に必要な時間軸につ
いて行うが、この期間は、規制上の資本要件の決定に通常用いられる期間より

も長く、例えば 3年から 5年である37。また、規制要件で考慮するよりも、新

たな事業計画、組み込まれた保証やオプションを含む商品設計と保険料設定、

および、商品の販売方法から見て適切な前提条件を重視すべきである。保険会

社の現在の保険料水準および将来の保険料水準の戦略は、継続性分析の主要な

要素である。継続性分析が最も有意義であり続けるために、保険会社は、政治

的または経済的状況の変化を含む、起こりうる将来の事象など外部要因の変化

も考慮すべきである。

16.15.7 継続性分析を用いることで、保険会社は自社の現在の財務状態を、将
来の事業計画予測とより深く関連づけられ、自社の将来の財務状態を維持する

36 The scenarios used for such assessments may be determined by the insurer or the supervisor. 
   このような評価に使用されるシナリオは、保険会社または監督者によって決定されることがある。 
37 The comparison with the time horizon for determining regulatory capital requirements is with the defined time horizon over which the level of safety is specified or "shock period". 
   規制上の資本要件を決定するための時間軸との比較は、安全レベルが特定されている、規定された時間軸、または、「衝撃期間」との比較である。 
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ability to maintain its financial position in the future. In this way the insurer further 
embeds its ERM into its ongoing and future operations.  

16.15.8 An internal model may also be used for the continuity analysis allowing 
the insurer to assess the capital consequences of strategic business decisions in 
respect of its risk profile. For example, the insurer may decide to reduce its 
exposure to certain risks by writing different types of business, in order to reduce 
the capital that is needed to be held against such risks, potentially freeing up 
resources for use elsewhere. This process of capital management enables the 
insurer to change its capital exposure as part of its long-term strategic decision 
making.  

16.15.9 As a result of such strategic changes, the risk profile of an insurer may 
alter, so that different risks need to be assessed and quantified within its internal 
model. In this way, an internal model may sit within a cycle of strategic risk and 
capital management and provides the link between these two processes.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

16.15.10 An insurance group should also analyse its ability to continue in business 
and the risk management and financial resources it requires to do so. The 
insurance group’s analysis should consider its ability to continue to exist as an 
insurance group, potential changes in group structure and the ability of its 
members to continue in business.  
An insurance legal entity’s continuity analysis should analyse the ongoing support 
from the group including the availability of financial support in adverse 
circumstances as well as the risks that may flow from the group to the insurance 

能力が確保される。このようにして、保険会社は、ERMを自社の継続的および
将来的事業運営にさらに深く組み込むことになる。

16.15.8 内部モデルは継続性分析のためにも使用されることがあり、自社のリ
スク・プロファイルに関する戦略的な事業上の意思決定が、資本にもたらす帰

結を保険会社が評価できるようになる。例えば、保険会社は、異なる種類の保

険契約の引受けにより、当該リスクに備えて保有が必要となる資本を削減し、

場合によっては、他の目的で使用できるよう財源を解放するために、特定のリ

スクへのエクスポージャーの軽減を決定することがある。この資本管理プロセ

スにより、長期の戦略上の意思決定の一環として、保険会社は自社の資本のエ

クスポージャーを変更することが可能となる。

16.15.9 このような戦略上の変更の結果、保険会社のリスク・プロファイルが
変わることがあり、自社の内部モデルにおいて、異なるリスクの評価および定

量化が必要となる。このように、内部モデルは戦略的なリスクと資本管理のサ

イクルに根を下ろし、これら２つのプロセスを結びつける。

保険グループおよびグループのメンバーである保険法人のための追加の指針

16.15.10保険グループはまた、自らの事業継続能力と、事業継続のために必要
なリスク管理および財務資源を分析すべきである。保険グループの分析は、保

険グループとして存続する能力、グループ構造が変化する可能性、およびグル

ープのメンバーの事業継続能力を考慮すべきである。

保険法人の継続性分析では、不利な状況における財務支援の利用可能性を含む

グループからの継続的支援、ならびにグループから保険会社に移動するかもし

れないリスクを分析すべきである。それゆえ、保険法人と当該法人がメンバー
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legal entity. Both the insurance legal entity and an insurance group of which it is 
a member should thus take into account the business risks they face including the 
potential impact of changes in the economic, political and regulatory environment. 

16.15.11 In their continuity analysis, insurance groups should pay particular 
attention to intra-group cash flows, i.e. whether the insurance group will have 
available cash flows (e.g. from surpluses released from long-term funds, dividends 
from other subsidiaries, etc) and whether they will be transferable among group 
member entities to cover any payments of interest or capital on loans, to finance 
new business and to meet any other anticipated liabilities as they fall due. 
Insurance groups should outline what management actions they would take to 
manage the potential cash flow implications of a stress scenario (e.g. reducing 
new business, cutting dividends, etc).  

16.15.12 The insurance group’s continuity analysis should also consider the 
distribution of capital in the insurance group after stress and the possibility that 
subsidiaries within the insurance group may require recapitalisation (either due to 
breaches of local regulatory requirements, a shortfall in economic capital, or for 
other business reasons). The assessment should consider whether sufficient 
sources of surplus and transferable capital would exist elsewhere in the insurance 
group and identify what management actions might need to be taken (e.g. intra-
group movements of resources, other intra-group transactions or group 
restructuring).  

16.15.13 The insurance group should also apply reverse stress testing to identify 
scenarios that are likely to cause business failure within the insurance group and 
the actions necessary to manage this risk. (See Guidance 16.1.17.)  

となっている保険グループの両方が、経済的、政治的、規制上の環境の変化の

潜在的影響を含む、直面する事業リスクを考慮すべきである。

16.15.11継続性分析において、保険グループは、グループ内のキャッシュフロ
ー、すなわち、保険グループが利用可能なキャッシュフロー（例えば、長期資

金から生じる剰余金、他の子会社からの配当など）を有しているかどうか、な

らびに、借入に関する利息または元金の支払いに充当し、新規の事業に資金を

提供し、または期限が到来する他の予想される債務の支払いを行うためにグル

ープ内の企業間でキャッシュフローが移転可能かどうか、について特に注意を

払うべきである。保険グループは、ストレスシナリオの潜在的なキャッシュフ

ローへの影響を管理するためにグループが行うであろう経営行動（新規引受の

減少、配当の減少など）の概略を示すべきである。

16.15.12保険グループの継続性分析はまた、ストレス後の保険グループ内での
資本配分、および保険グループ内の子会社が（現地の規制要件の違反、経済資

本の不足、または他の事業上の理由により）増資を必要とする可能性を考慮す

べきである。その評価では、充分な剰余金の源泉および移転可能な資本がグル

ープ内の他の場所に存在するかどうかを考慮し、どのような経営行動を行う必

要があるか（グループ内でのリソースの移動、他のグループ内取引、またはグ

ループの再編など）を認識すべきである。

16.15.13保険グループは、保険グループ内の企業破綻を引き起こす可能性のあ
るシナリオ、およびそのリスクを管理するために必要な経営行動を認識するた

めにリバース・ストレステストも適用するべきである。（指針 16.1.17を参照）
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Role of supervision in risk management 

16.16 The supervisor undertakes reviews of an insurer's risk management 
processes and its financial condition, including the ORSA. Where 
necessary, the supervisor requires strengthening of the insurer’s risk 
management, solvency assessment and capital management processes. 

16.16.1 The output of an insurer’s ORSA should serve as an important tool in the 
supervisory review process by helping the supervisor to understand the risk 
exposure and solvency position of the insurer.  

16.16.2 The insurer's ERM framework and risk management processes (including 
internal controls) are critical to solvency assessment. Supervisors should 
therefore assess the adequacy and soundness of the insurer’s framework and 
processes by receiving the appropriate information, including the ORSA regularly. 
However, company operations are primarily the responsibility of the Board and 
Senior Management, and they need to be able to exercise their own discretion or 
business judgment to carry out these responsibilities.  

16.16.3 Supervisors should review an insurer's internal controls and monitor its 
capital adequacy, requiring strengthening where necessary. Where internal 
models are used to calculate the regulatory capital requirements, particularly close 
interaction between the supervisor and insurer is important. In these 
circumstances, the supervisor may consider the insurer’s internal model, its inputs 
and outputs and the validation processes, as a source of insight into the risk 
exposure and solvency position of the insurer. (See also ICP 8 Risk Management 
and Internal Controls.)  

リスク管理における監督の役割

16.16 監督者は、ORSAを含め、保険会社のリスク管理プロセスと財務状況
の審査（review）を行う。監督者は、必要な場合、保険会社のリスク管理、ソ
ルベンシー評価および資本管理プロセスの強化を要求する。

16.16.1 保険会社の ORSAの結果は、監督者が保険会社のリスク・エクスポー
ジャーおよびソルベンシー状態を理解するよう支援することにより、監督上の

レビュープロセスにおける重要なツールとして機能すべきである。

16.16.2 保険会社の ERMの枠組みとリスク管理のプロセス（内部統制を含む）
は、ソルベンシー評価にとって極めて重要である。よって、監督者は、ORSA
を含め、適切な情報を定期的に受け取ることにより、保険会社の枠組みおよび

プロセスの充分性および健全性を評価すべきである。しかしながら、会社の事

業運営はそもそも取締会および上級管理職の責務であり、取締会および上級管

理職はこれらの責務を遂行するための自由裁量または経営判断を行使できる必

要がある。

16.16.3 監督者は、保険会社の内部統制を審査し、必要な場合、強化を要求し
つつ、会社の資本充分性をモニターすべきである。内部モデルが規制上の資本

要件を算出するために使用されている場合には、監督者と保険会社間におけ

る、特に緊密な相互のやりとりが重要となる。これらの状況において、監督者

は保険会社のリスク・エクスポージャーおよびソルベンシー状態を理解するた

めの材料として、保険会社の内部モデル、その入力データと結果、および検証

プロセスを考慮するかもしれない。（ICP 8「リスク管理および内部統制」も参
照）
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16.16.4 Supervisors should suitably monitor the techniques employed by the 
insurer for risk management and capital adequacy assessment and intervene 
where weaknesses are identified. Supervisors should not take a “one-size-fits-all” 
approach to insurers’ risk management but base their expectations on the nature, 
scale and complexity of its business and risks. In order to do this, supervisors 
need to have sufficient and appropriate resources and capabilities. Supervisors 
may, for instance, have a risk assessment model or programme with which they 
can assess their insurers' overall condition (e.g. risk management, capital 
adequacy and solvency position) and ascertain the likelihood of insurers 
breaching their regulatory requirements. Supervisors may also prescribe minimum 
aspects that an ERM framework should address.  

16.16.5 Supervisors should require appropriate information on risk management 
and risk and solvency assessments from each insurer they regulate. This not only 
provides supervisors with a long-term assessment of capital adequacy to aid in 
their assessment of insurers, but encourages insurers to use risk management 
effectively. This could also be achieved by, for instance, a supervisor requiring or 
encouraging insurers to provide a solvency and financial condition report. Such a 
report could include a description of the relevant material categories of risk that 
the insurer faces, its overall financial resource needs including its economic capital 
and regulatory capital requirements, as well as the capital available to meet these 
requirements, and projections of how such factors will develop in future. Where, 
after appropriate request from the supervisor, an insurer fails to report adequate 
information about its risk and capital management practices, processes and 
procedures from which the supervisor can monitor the insurer, the supervisor 
should intervene or apply penalties appropriately. In addition, an insurer should 
have a duty to report a breach in regulatory requirements to the supervisor as 
soon as it occurs.  

16.16.4 監督者は、保険会社がリスク管理と資本充分性評価に用いる手法を適
切にモニターし、弱点が確認される場合には介入すべきである。監督者は、保

険会社のリスク管理に対して「どんな会社にも合う」一つのアプローチを採用

するのではなく、保険会社の事業およびリスクの性質、規模、複雑性に基づい

て見込むべきである。そのためには、監督者が、充分かつ適切な資源と能力を

有する必要性がある。例えば監督者は、保険会社の全般的な状態（例えば、リ

スク管理、資本充分性およびソルベンシー状態）を評価し、保険会社が規制要

件に違反する可能性を確認できるリスク評価モデルまたはプログラムを持つこ

とがある。また、監督者は、ERMの枠組みが取り扱うべき最低限の側面を規定
することがある。

16.16.5 監督者は、自身が規制する保険会社に対し、リスク管理、およびリス
クとソルベンシーの評価に関する適切な情報の提出を要求すべきである。これ

により監督者は、保険会社の評価に役立つ長期的な資本充分性評価を入手でき

るだけでなく、保険会社にリスク管理の効果的な活用を促すことになる。これ

は、例えば、監督者が保険会社に対し、ソルベンシーおよび財務状態に関する

報告書の提出を要求するか、促すことによって達成することもできる。このよ

うな報告には、保険会社が直面する関連する重要なリスクのカテゴリーの説

明、経済資本および規制上の資本要件を含む全体的な財務資源のニーズ、およ

びこれらの要件を満たすために利用可能な資本、ならびにそれらの要素の将来

的動向の予測、を含めることができよう。監督者からのしかるべき要求の後

に、監督者が保険会社をモニタリングすることを可能とするリスクと資本管理

の実務、プロセスおよび手順に関する適切な情報の報告を保険会社が怠った場

合には、監督者が適切な介入または処罰を行うべきである。さらに保険会社

は、規制要件の違反が生じ次第、これを監督者に報告する義務も負うべきであ

る。



- 268 - 

英文 仮訳

16.16.6 Supervisors should require the results of the most material risk modelling, 
stress testing and scenario analysis and the key assumptions underlying them to 
be reported to them, as appropriate to the nature, scale and complexity of the 
risks, and have access to all other results if requested. Where a supervisor 
considers that the calculations conducted by an insurer should be supplemented 
with additional calculations, it should be able to require the insurer to carry out 
those additional calculations. Where the supervisor considers that the insurer’s 
response to the results of its risk modelling, stress testing and scenario testing are 
insufficient it should be able to direct the insurer to develop a more appropriate 
response. Supervisors should also consider available reverse stress tests 
performed by insurers where they wish to satisfy themselves that appropriate 
action is being taken to manage the risk of business failure. (See also Guidance 
16.1.17.)  

16.16.7 While insurers should carry out stress testing and scenario analysis and 
risk modelling that are most appropriate for their businesses, supervisors may also 
develop prescribed or standard tests and require insurers to perform them when 
circumstances are appropriate. One purpose of such testing may be to improve 
consistency of testing among a group of similar insurers. Another purpose may be 
to assess the financial stability of the insurance sector to economic or market 
stresses or other stresses that apply to a number of insurers simultaneously, such 
as pandemics, or major catastrophes. Such tests may be directed at selected 
insurers or all insurers. The criteria for scenarios used for standard tests should 
be developed as appropriate to the risk environment of insurers in each 
jurisdiction.  

16.16.8 Forward-looking stress testing, scenario analysis and risk modelling of 

16.16.6 監督者は、最も重要なリスクのモデル化、ストレステストおよびシナ
リオ分析の結果、ならびにこれらの基礎となる主な前提条件が、当該リスクの

性質、規模および複雑性に適切となるように報告されるよう求めるべきであ

り、また、要求があれば他の全ての結果にもアクセスできるようにすべきであ

る。監督者が、保険会社が行った計算を追加計算によって補足すべきと判断す

る場合、監督者は、その追加計算を行うよう保険会社に要求することができる

べきである。リスクのモデル化、ストレステストおよびシナリオテストの結果

に対する保険会社の対応が不充分だと監督者が判断する場合、監督者は、さら

に適切な対応を策定するよう保険会社に指示することができるべきである。企

業破綻のリスクを管理するために適切な行動がとられていると納得することを

監督者が希望する場合、監督者は、保険会社が利用可能なリバース・ストレス

テストを行うことも検討すべきである。（指針 16.1.17も参照）

16.16.7 保険会社が、保険会社の事業に最も適したストレステスト、シナリオ
分析およびリスクのモデル化を実行すべきである一方、監督者も、所定のまた

は標準のテストを開発し、適切な場合にはこれらを実行するよう保険会社に要

求することがある。そのようなテストの目的の一つは、同様な保険会社のグル

ープの中でのテストの整合性を向上させることである。もう一つの目的は、経

済的ストレスまたは市場ストレス、あるいはパンデミックまたは巨大災害な

ど、多数の保険会社に同時に加えられるストレスに対する保険セクターの金融

安定性を評価することである。そのようなテストは、選ばれた保険会社を対象

にすることもあれば、全ての保険会社を対象にすることもあるかもしれない。

標準テストのために使用されるシナリオの規準は、各管轄区域の保険会社のリ

スク環境に応じて策定されるべきである。

16.16.8 保険会社自身の継続性分析によって提供されるか、監督要件に対応し
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future capital positions and cash flows whether provided by the insurer’s own 
continuity analysis or in response to supervisory requirements is a valuable tool 
for supervisors in assessing the financial condition of insurers, Such testing 
informs the discussion between supervisors and insurers on appropriate planning, 
comparing risk assessments against stress test outcomes, risk management and 
management actions and enables supervisors to consider the dynamic position of 
insurers and form a high-level assessment of whether the insurer is adequately 
capitalised to withstand a range of standardised and bespoke stresses.  

16.16.9 Supervisors may use insurers’ continuity analyses to increase the 
attention insurers pay to the robustness of their future financial position, the 
information on which they base decisions and their contingency planning. Such 
information enables supervisors to assess whether insurers should improve their 
ERM by taking additional countervailing measures and off-setting actions, either 
immediately, as a precautionary measure, or including them in future plans so as 
to reduce any projected financial inadequacies, improve cash flows and increase 
their ability to restore their capital adequacy after stress events.  

16.16.10 While an insurer may itself decide to hold additional capital or reduce its 
risks as a direct result of its continuity analysis as well as taking other 
management actions, the analysis should not of itself be used as a basis for 
increasing current regulatory capital requirements/solvency control levels.  

16.16.11 Publicly disclosing information on risk management should work towards 
the IAIS's objective of improving the transparency and comparability of existing 
solvency requirements. The IAIS supports the need for balance regarding the level 
of information to disclose about an insurer's risk management whilst producing 
sufficient information for external and internal stakeholders which is useful and 

て提供されるかを問わず、将来の資本の状況およびキャッシュフローを見通し

たストレステスト、シナリオ分析およびリスクのモデル化は、監督者が、保険

会社の財務状況を評価する際の有益なツールである。このようなテストは、適

切なプランニング、リスク評価とストレステストの結果の比較、リスク管理お

よび経営行動に関して、監督者と保険会社の協議に情報を提供し、監督者が保

険会社の動的な状況を考慮し、保険会社が一連の標準的なストレスおよび特別

な(bespoke)ストレスに耐えるのに充分な資本を有しているかのハイレベルな評
価を行うことを可能にする。

16.16.9 監督者は、将来の財務状態の堅固さ、意思決定の基礎となる情報、お
よび危機管理計画に対して保険会社が払う注意を高めるために、保険会社の継

続性分析を利用することがある。そのような情報は、予測される財務上の不充

分性を減じ、キャッシュフローを改善し、およびストレス事象後の資本充分性

を回復する保険会社の能力を高めるために、直ちに、予防措置として、または

将来の計画に盛り込んで、追加の対抗策および相殺措置を行うことにより、保

険会社が ERMを改善すべきかどうかを監督者が評価することを可能にする。

16.16.10保険会社は、継続性分析の直接の結果として、増資、リスクの削減、
ならびに他の経営活動を行うことを保険会社自身で決定するかもしれないが、

分析自体は、現在の規制上の資本要件／ソルベンシーのコントロール水準を引

き上げる根拠として使用すべきではない。

16.16.11リスク管理に関する情報の公衆開示は、現行のソルベンシー制度の透
明性および比較可能性を改善するという IAISの目標に役立つはずである。保険
会社が、内部および外部のステークホルダーに対して有用かつ有意義な充分な

情報を提供する一方で、保険会社のリスク管理について開示すべき情報のレベ

ルに関してバランスをとる必要性があることを、IAISは支持する。それゆえ、
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meaningful. Therefore, the IAIS recognises that the requirements for public 
disclosure of information on risk management, including possible disclosure of 
elements of a solvency and financial condition report, should be carefully 
considered by supervisors taking into account the proprietary nature of the 
information, whether it is commercially sensitive and the potential for its 
publication to have adverse effects on insurers.  

16.16.12 Where an insurer's risk management practices and processes are not 
considered adequate by the supervisor, the supervisor should use its supervisory 
powers to take appropriate action. This could be in the form of further supervisory 
reporting or additional qualitative and quantitative requirements arising from the 
supervisor's assessment. However, additional quantitative requirements should 
only be applied in appropriate circumstances and subject to a transparent 
framework. If routinely applied, such measures may undermine a consistent 
application of standardised approaches to regulatory capital requirements.  

16.16.13 Conversely, an insurer that manages its risks and capital well should be 
recognised and the level of supervision adapted to be commensurate with a risk-
based supervisory approach. This does not necessarily mean a low level of 
supervision, but a level of supervision appropriate to the level of risk to which the 
insurer is exposed and its ability to manage the risks. An insurer's effective 
management of risk and capital does not necessarily mean the use of complex 
internal models, but a degree of risk management appropriate to the nature, scale 
and complexity of the insurer’s risks.  
Importantly, risk sensitive regulatory financial requirements should provide the 
incentive for optimal alignment of the insurer’s risk and capital management and 
regulatory requirements.  

監督者は、情報の独自性(proprietary nature)、つまり、商業的な機微情報である
かどうか、およびその情報公開が保険会社に不利な影響をもたらす可能性を考

慮しつつ、ソルベンシーと財務状況に関する報告書に含まれる要素についての

開示の可能性を含め、リスク管理に関する情報の公衆開示の要件を注意深く検

討すべきであると、IAISは認識している。

16.16.12保険会社のリスク管理の実務とプロセスが監督者によって充分と認め
られない場合には、監督者は適切な措置を講じる監督上の権限を行使すべきで

ある。こうした措置は、監督者の評価によって生じるさらなる監督上の報告、

または、追加的な定性的・定量的要件という形で実施することができる。しか

しながら、追加的な定量的要件は、適切な状況下で、透明性のある枠組みを条

件としてのみ適用すべきである。日常的に適用する場合には、このような措置

は、規制上の資本要件への標準化されたアプローチの整合的な適用を損なうこ

とになる。

16.16.13これとは逆に、リスクと資本を適切に管理している保険会社を認識
し、監督のレベルもリスク・ベースの監督アプローチとつりあいが取れたもの

に調整すべきである。これは必ずしも低いレベルの監督を意味するものではな

く、保険会社が晒されるリスクの水準と当該会社のリスク管理能力に見合った

監督のレベルという意味である。保険会社のリスクと資本の効果的管理は、必

ずしも複雑な内部モデルの使用を意味するものではなく、保険会社のリスクの

性質、規模および複雑性に見合ったリスク管理を意味する。重要なのは、リス

ク感応的な規制上の財務要件によって、保険会社のリスク管理および資本管理

と規制要件との最適な整合を図るためのインセンティブを提供すべきだという

ことである。
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Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

16.16.14 The group-wide supervisor should undertake reviews of the risk 
management processes and financial condition of the insurance group. Where 
necessary, the group-wide supervisor should use its powers to require 
strengthening of the insurance group’s risk management, solvency assessment 
and capital management processes, as appropriate to the nature, scale and 
complexity of risks at group level. . The group-wide supervisor should inform the 
insurance legal entity supervisors of any action required.  

16.16.15 The supervisory review of an insurance legal entity’s risk management 
processes and its financial condition should include group risks. In particular, the 
supervisors involved should understand and assess the sources of risk, including 
emerging new risks to the insurance group and to insurance legal entities from 
any non-regulated entities within the group. Risk mitigation measures should be 
considered as possible response in treatment of non-regulated entities where a 
proper assessment is not possible or non-regulated entities threaten policyholder 
protection significantly. For example, the relevant supervisor could, where legally 
possible, forbid distribution of dividends to holding companies, issuance of new 
guarantees, or new participations in non-regulated entities. Such measures may 
also involve ring-fencing, such as portfolio transfers to another legal insurance 
entity in the group.  

16.16.16 Questions the group-wide supervisor should consider when assessing 
the soundness, appropriateness and strengths and weaknesses of the insurance 
group ERM framework include, but are not be confined to:  

• How well is the group’s ERM framework tailored to the group?  

保険グループおよびグループのメンバーである保険法人のための追加の指針

16.16.14グループ全体の監督者は、保険グループのリスク管理プロセスおよび
財務状況のレビューをすべきである。グループ全体の監督者は、必要に応じ

て、保険グループのリスク管理、ソルベンシー評価、および資本管理プロセス

を保険グループレベルのリスクの性質、規模および複雑性に見合うよう強化す

ることを要求する権限を利用すべきである。グループ全体の監督者は、保険法

人の監督者に対して、必要な措置を通知すべきである。

16.16.15監督者による保険法人のリスク管理プロセスおよび財務状況のレビュ
ーには、グループリスクを含めるべきである。特に、関与する監督者は、グル

ープ内の非規制事業体から、保険グループおよび保険法人に対して新たに生じ

るリスク（emerging new risks）を含めて、リスクの源を理解し、評価すべきで
ある。適切な評価が不可能な場合、または非規制事業体が保険契約者の保護を

著しく脅かす場合には、非規制事業体の取扱いにおける対応の一つとしてリス

ク軽減策を考慮すべきである。例えば、関連する監督者は、法的に可能な場

合、持株会社への配当の分配、新しい保証の発行、または非規制事業体への新

たな出資(participations)を禁止することが可能である。そのような措置には、グ
ループ内の他の保険法人へのポートフォリオの移転などの区分が含まれること

もある。

16.16.16グループのERMの枠組みの健全性、適切性および長所と短所を評価す
る際に、グループ全体の監督者が考慮すべき問題には以下が含まれるが、これ

らに限定されるものではない：

・ グループのERMの枠組みがグループに合うようにどの程度よく調整されて
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• Are decisions influenced appropriately by the group’s ERM framework 
outputs?  

• How responsive is the group’s ERM framework to changes in individual 
businesses and to the group structure?  

• How does the framework bring into account intra-group transactions, risk 
mitigation and constraints on fungibility of capital/ transferability of 
assets/liquidity?  

• What is the allocation of responsibilities for ERM in the group and what 
oversight is given of any outsourcing?  

• What are the internal control systems and audit trails?  
• What modelling and stress testing (including reverse stress testing) is done 

and how is modelling risk managed?  

16.16.17 The group-wide supervisory review and assessment of the insurance 
group’s ERM framework should consider the framework’s soundness and 
appropriateness and identify its strengths, weaknesses and suitability as a basis 
for group-wide solvency assessment. The arrangements for managing conflicts of 
interest across an insurance group should be a particular focus in the supervisory 
review and assessment of an insurance group’s ERM framework.  

16.16.18 The soundness of the insurance group ERM framework may be a factor 
in the supervisory assessment of the risks to which the insurance group and its 
member insurance legal entities members are subject. This may in turn affect the 
level of capital that the insurance group is required to hold for regulatory purposes 
and any regulatory restrictions that are applied e.g. in terms of the recognition of 
diversification across the insurance group, the allowances made for operational 

いるか。

・ 当該グループのERMの枠組みの結果によって、意思決定が適切に行われた
か(influenced)。

・ グループのERMの枠組みが、個々の事業およびグループ構造の変化にどの
程度対応性があるか。

・ ERMの枠組みがグループ内取引、リスク軽減、および資本の流用可能性／
資産の移転可能性／流動性に対する制約をどのように考慮しているか。

・ ERMの責任がグループ内でどのように割り当てられているか、および外部
委託にどのような監視が行われているか。

・ 内部統制システムおよび監査証跡（audit trails）はどうか。
・ どのようなモデル化およびストレステスト（リバース・ストレステストを

含む）が実行されているか、およびリスクのモデル化はどのように管理さ

れているか。

16.16.17グループ全体の監督者による保険グループの ERMの枠組みのレビュ
ーおよび評価は、枠組みの健全性および適切性を考慮し、グループ全体のソル

ベンシー評価の基礎として、その長所、短所および適切性を認識すべきであ

る。保険グループ全体にわたる利益相反の管理に関する取決めでは、保険グル

ープの ERMの枠組みの監督上のレビューおよび評価において特に重点が置かれ
るべきである。

16.16.18保険グループの ERMの枠組みの健全性は、保険グループおよびその
メンバーである保険法人がさらされるリスクの監督者による評価の要素となり

うる。ひいては、これが、保険グループが規制目的上、保有することを義務付

けられる資本の水準や、例えば、保険グループ内での分散の認識、オペレーシ

ョナル・リスクの斟酌、および保険グループ内での資本配分に関して適用され

る規制上の制約に影響を与えることがある。
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risk and the allocation of capital within the insurance group.  

16.16.19 Although it is not a requirement in general for an insurance legal entity 
or an insurance group to use internal models to carry out its ORSA, it may be 
considered appropriate by the supervisor in particular cases that the ORSA should 
use internal models in order to achieve a sound ERM framework. The 
effectiveness of an insurance group’s ORSA may be affected by the degree of 
integration of its internal capital models, the extent to which it takes into account 
constraints on fungibility of capital and its ability to model changes in its structure, 
the transfer of risks around the insurance group and insurance group risk 
mitigation. These factors should be taken into account by the group-wide 
supervisor in its review of the insurance group’s ORSA.  

16.16.20 In considering the insurance group’s financial position, the group-wide 
supervisor should review the insurance group’s ORSA, including its continuity 
analysis. In addition, supervisors may wish to specify criteria or analyses that 
should form part of the supervisory risk assessments so as to achieve effective 
supervision and consistency across insurance groups. This may, for example, 
include prescribed stress tests that apply to insurance groups that are regarded 
as particularly important in terms of meeting supervisory objectives. 

16.16.19一般的に、ORSAを実行するために内部モデルを使用することは、保
険法人または保険グループの要件ではないが、健全な ERMの枠組みを達成する
ために ORSAで内部モデルを使用すべきであるような特定の場合には、監督者
が適切とみなすかもしれない。保険グループの ORSAの有効性は、グループの
内部資本モデルの統合の程度、資本の流用可能性に関する制約およびグループ

構造の変化をモデル化する能力を考慮に入れる範囲、保険グループ内でのリス

クの移転、および保険グループのリスクの軽減の影響を受けることがある。グ

ループ全体の監督者は、保険グループの ORSAのレビューにおいてこれらの要
素を考慮しなければならない。

16.16.20保険グループの財務状態を考慮する際に、グループ全体の監督者は、
グループの継続性分析を含む保険グループの ORSAのレビューを行うべきであ
る。さらに、監督者は、保険グループ全体にわたる効果的な監督および整合性

を実現するために、監督者によるリスク評価の一部を構成すべき規準または分

析を規定することを希望するかもしれない。これには、例えば、監督上の目的

を達成する上で特に重要とみなされる、保険グループに適用される所定のスト

レステストが含まれることがある。

ICP 17 Capital Adequacy 
The supervisor establishes capital adequacy requirements for solvency 
purposes so that insurers can absorb significant unforeseen losses and 
to provide for degrees of supervisory intervention. 

Introductory Guidance  

ICP 17 資本充分性
監督者は、保険会社が重大な予想外の損失を吸収できるようにするため、お

よび、一定の監督上の介入を規定するために、ソルベンシー目的での資本充

分性要件を確立する。

導入指針
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17.0.1 This ICP does not directly apply to non-insurance entities (regulated or 
unregulated) within an insurance group, but it does apply to insurance legal 
entities and insurance groups with regard to the risks posed to them by non-
insurance entities.  

Capital adequacy in the context of a total balance sheet approach  

17.1 The supervisor requires that a total balance sheet approach is used in 
the assessment of solvency to recognise the interdependence between 
assets, liabilities, regulatory capital requirements and capital resources and 
to require that risks are appropriately recognised. 

17.1.1 The overall financial position of an insurer should be based on consistent 
measurement of assets and liabilities and explicit identification and consistent 
measurement of risks and their potential impact on all components of the balance 
sheet. In this context, the IAIS uses the term total balance sheet approach to refer 
to the recognition of the interdependence between assets, liabilities, regulatory 
capital requirements and capital resources. A total balance sheet approach should 
also require that the impacts of relevant material risks on an insurer’s overall 
financial position are appropriately and adequately recognised

38
.  

17.1.2 The assessment of the financial position of an insurer for supervision 
purposes addresses the insurer’s technical provisions, required capital and 
available capital resources. These aspects of solvency assessment (namely 
technical provisions and capital) are intrinsically inter-related and cannot be 

17.0.1 本ICPは保険グループ内の非保険事業体（規制されている場合、規制さ
れていない場合にかかわらず）には直接適用されないが、非保険事業体が保険

法人および保険グループに与えるリスクについては保険法人および保険グルー

プに適用される。

トータル・バランスシート・アプローチの関連における資本充分性

17.1 監督者は、資産、負債、規制上の資本要件および資本リソース間の相互依
存性を認識し、かつリスクが適切に認識されるよう要求するために、ソルベン

シー評価にトータル・バランスシート・アプローチが用いられることを要求す

る。

17.1.1 保険会社の全般的な財務状態は、資産と負債の整合性ある測定、およ
び、リスクとそのバランスシート全要素に対する潜在的影響の明示的な特定と

整合性ある測定に基づき判定すべきである。この関連でIAISは、資産、負債、
規制上の資本要件および資本リソース間の相互依存性の認識を指すものとし

て、トータル・バランスシート・アプローチという語を用いている。トータ

ル・バランスシート・アプローチでは、関連する重大なリスクが保険会社の全

般的な財務状態に及ぼす影響を適切かつ充分に認識することも要求すべきであ

る38。

17.1.2 監督目的での保険会社の財務状態評価は、保険会社の保険契約準備金、
所要資本および利用可能資本リソースを扱う。ソルベンシー評価のこれらの側

面（すなわち保険契約準備金と資本）は本来、相互に関連しており、監督者に

よってこれらを個別に検討することはできない。

38 It is noted that the total balance sheet approach is an overall concept rather than implying use of a particular methodology.
トータル・バランスシート・アプローチは全般的なコンセプトであり、特定の方法の使用を示唆するものではないことに注意する。 
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considered in isolation by a supervisor.  

17.1.3 Technical provisions and capital have distinct roles, requiring a clear and 
consistent definition of both elements. Technical provisions represent the amount 
that an insurer requires to fulfil its insurance obligations and settle all commitments 
to policyholders and other beneficiaries arising over the lifetime of the portfolio

39
. 

In this ICP, the term regulatory capital requirements refers to financial 
requirements that are set by the supervisor and relates to the determination of 
amounts of capital that an insurer must have in addition to its technical provisions. 

17.1.4 Technical provisions and regulatory capital requirements should be 
covered by adequate and appropriate assets, having regard to the nature and 
quality of those assets. To allow for the quality of assets, supervisors may consider 
applying restrictions or adjustments (such as quantitative limits, asset eligibility 
criteria or “prudential filters”) where the risks inherent in certain asset classes are 
not adequately covered by the regulatory capital requirements.  

17.1.5 Capital resources may be regarded very broadly as the amount of the 
assets in excess of the amount of the liabilities. Liabilities in this context includes 
technical provisions and other liabilities (to the extent these other liabilities are not 
treated as capital resources - for example, liabilities such as subordinated debt 
may under certain circumstances be given credit for regulatory purposes as capital 
– see Guidance 17.10.8 - 17.10.11). Assets and liabilities in this context may 
include contingent assets and contingent liabilities. 

17.1.3 保険契約準備金と資本には独自の役割があるため、両要素の明確な整合
性ある定義が必要となる。保険契約準備金とは、保険会社がその保険債務を履

行し、ポートフォリオの存続期間内に生じる保険契約者その他の受取人に対す

る義務を全て決済するために必要な金額を指す39。本ICPにおいて、規制上の資
本要件とは、監督者によって定められた財務要件を指し、保険会社が保険契約

準備金に加えて保有しなければならない資本の額の判定に関連してくる。

17.1.4 保険契約準備金と規制上の資本要件は、充分かつ適切な資産でカバーす
べきだが、その際にはこれら資産の性格と質を考慮すべきである。資産の質を

考慮に入れるため、監督者は、ある種類の資産に内在するリスクが規制上の資

本要件によって充分にカバーされていない場合、制限または調整（量的限度、

資本適格性判断基準、または「控除項目および調整項目（prudential 
filters）」）の適用を検討することがある。

17.1.5 資本リソースは非常に幅広く、負債を上回る資産額として定義されるこ
とがある。この関連での負債には、保険契約準備金およびその他の負債（その

他の負債は、資本リソースとして扱われない範囲において―例えば、劣後債の
ような負債は、ある状況の下で規制上の目的の資本として認められることがあ

る－指針17.10.8 – 17.10.11を参照）が含まれる。この関連での資産および負債
は、偶発資産および偶発負債を含むことがある。

39 This includes costs of settling all commitments to policyholders and other beneficiaries arising over the lifetime of the portfolio of policies, the expenses of administering the policies, the costs of hedging, reinsurance, 
and of the capital required to cover the remaining risks. 
具体的には、保険契約ポートフォリオの存続期間内に生じる保険契約者その他の受取人に対する全ての義務、保険契約の維持費、ヘッジ、再保険および残存リスクをカバーするために必要な資本の費用などがあげ

られる。 



- 276 - 

英文 仮訳

17.1.6 In considering the quality of capital resources the supervisor should have 
regard to their characteristics, including the extent to which the capital is available 
to absorb losses (including considerations of subordination and priority), the 
extent of the permanent and/or perpetual nature of the capital and the existence 
of any mandatory servicing costs in relation to the capital.

40 

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

17.1.7 The capital adequacy assessment of an insurance legal entity which is a 
member of an insurance group needs to consider the value of any holdings the 
insurance legal entity has in affiliates. Consideration may be given, either at the 
level of the insurance legal entity or the insurance group, to the risks attached to 
this value.  

17.1.8 Where the value of holdings in affiliates is included in the capital adequacy 
assessment and the insurance legal entity is the parent of the group, group-wide 
capital adequacy assessment and legal entity assessment of the parent may be 
similar in outcome although the detail of the approach may be different. For 
example, a group-wide assessment may consolidate the business of the parent 
and its subsidiaries and assess the capital adequacy for the combined business 
while a legal entity assessment of the parent may consider its own business and 
its investments in its subsidiaries.  

17.1.6 資本リソースの質を考慮する上で、監督者はそれらの特性を考慮すべき
であって、その際、資本が損失を吸収できる範囲（劣後および優先についての

考慮を含め）、資本についての不変の（permanent）および／または永久的な
（perpetual）性質の程度ならびに当該資本に関係する義務的なコストの存在を
考慮することが含まれる40。

保険グループおよびグループの一員である保険法人向けの追加指針

17.1.7 保険グループに属する保険法人の資本充分性の評価において、その保険
法人が関連会社に保有する何らかの持分の価値を考慮する必要がある。保険法

人または保険グループのいずれかのレベルで、この価値に付加されるリスクに

考慮がなされる可能性がある。

17.1.8 関連会社における持分の価値を資本充分性評価に含める場合、当該保険
会社がグループの親会社であれば、グループ全体の資本充分性評価と、親会社

の法人での評価が結果的に似通ったものとなりうるが、アプローチの詳細は異

なることがある。例えば、グループ全体の評価においては、親会社とその子会

社の事業を結合し、資本充分性を連結ベースで評価することになろうが、親会

社の法人の評価では、同社自身の事業と子会社への投資が検討対象となろう。

40 More detailed guidance on the determination of capital resources is given below. 
資本リソースの判定に関する指針について、さらに詳しくは以下を参照のこと。 



- 277 - 

英文 仮訳

17.1.9 There are various possible approaches for group-wide supervision. More 
specifically, undertaking a capital adequacy assessment of an insurance group 
falls into two broad sets of approaches: 

• group level focus and  
• legal entity focus.  

“Hybrid” or intermediate approaches which combine elements of approaches with 
a group and a legal entity focus may also be used.  

17.1.10 The choice of approach would depend on the preconditions in a 
jurisdiction, the legal environment which may specify the level at which the group-
wide capital requirements are set, the structure of the group and the structure of 
the supervisory arrangements between the supervisors.  

17.1.11 To further describe and compare the various approaches to group-wide 
capital adequacy assessment, a two dimensional continuum may be considered; 
on one axis – the organisational perspective – consideration is given to the extent 
to which a group is considered as a set of interdependent entities or a single 
integrated entity; on the other axis – the supervisory perspective – consideration 
is given to the relative weight of the roles of insurance legal entity supervision and 
group-wide supervision, without implying that the latter can replace the former in 
any way. It is recognised that supervisors around the world have adopted 
approaches corresponding to many points of this continuum. The continuum may 
be split into four quadrants as shown in Figure 17.1 below. 

17.1.9 グループ全体の監督には、多様なアプローチを用いることができる。よ
り具体的にいえば、保険グループの資本充分性評価を行う場合のアプローチ

は、下記の2つに大別できる：
・ グループ・レベルの焦点、および

・ 法人の焦点

グループを焦点とするアプローチと保険法人を焦点とするアプローチの要素を

組み合わせた「ハイブリッド型」すなわち中間型のアプローチを用いることも

できる。

17.1.10 アプローチの選択は、管轄区域における前提、グループ全体の資本要
件が設定されるレベルを定める可能性のある法的環境、グループの構造、およ

び監督者間の監督上の取決めの構造によって決まるだろう。

17.1.11 各種のグループ全体の資本充分性評価アプローチを説明し、および比
較するために、マトリックスが考慮される可能性がある。横の軸には組織上の

観点を取り、あるグループをどの程度、相互依存的な事業体の集まり、または

単一の統合事業体と見なせるかを考える。縦の軸には監督上の観点を取り、保

険法人の監督とグループ全体の監督の役割の相対的ウエイトを考えるが、前者

を何らかの形で後者に置き換えられるとは考えない。世界各地の監督者は、こ

のマトリックス内のさまざまな点に対応するアプローチを採用していることが

わかる。下記の図17.1に示すとおり、このマトリックスは4つの象限に分けて考
えることができる。
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Figure 17.1
 Legal Entity Focus  Group Level Focus  
Large relative 
weight of group 
supervision with 
respect to local 
supervision  

Insurance legal entity 
capital adequacy assessed 
for all (relevant) legal 
entities taking into account 
group impact. The results 
are binding and valid for 
local supervisors as well as 
for the group supervisor  

Insurance legal entity capital 
adequacy assessed under the 
assumption that the group 
behaves as a single 
integrated entity. Local and 
group supervisors additionally 
define how much capital each 
legal entity has to hold.  

Small relative 
weight of group 
supervision with 
respect to local 
supervision  

Insurance legal entity 
capital adequacy assessed 
for all (relevant) legal 
entities taking into account 
group impact. These results 
are not binding; local 
supervisors apply insurance 
legal entity capital adequacy 
requirements.  

Insurance legal entity capital 
adequacy assessed under the 
assumption that the group 
behaves as a single 
integrated entity. These 
results are not binding; local 
supervisors apply insurance 
legal entity capital adequacy 
requirements.  

ORGANISATIONAL PERSPECTIVE 

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups - group level focus 

17.1.12 Under a group-wide capital adequacy assessment which takes a group 
level focus, the insurance group is considered primarily as a single integrated 
entity for which a separate assessment is made for the group as a whole on a 
consistent basis, including adjustments to reflect constraints on the fungibility of 
capital and transferability of assets among group members. Hence under this 
approach, a total balance sheet approach to solvency assessment is followed 

図17.1 
法人の焦点 グループ・レベルの焦点

現地での監督に

おいて、グルー

プ監督の相対的

ウエイト大

全ての（妥当な）グループ企業

について、グループの影響を

考慮しつつ、保険法人の資本

充分性を評価。算定結果は現

地監督者とグループ監督者の

双方にとって拘束力と効力あ

り。

グループが単一の統合事業体

として行動することを前提に、

保険会社の資本充分性を評価。

現地監督者とグループ監督者

はこれに加え、各法人がどれだ

けの資本を保有すべきかを決

定。

現地での監督に

おいて、グルー

プ監督の相対的

ウエイト小

全ての（妥当な）グループ企業

について、グループの影響を

考慮しつつ、保険法人の資本

充分性を評価。算定結果に拘

束力なし。現地監督者は保険

法人に資本充分性要件を適

用。

グループが単一の統合事業体

として行動することを前提に、

保険会社の資本十分性を評価。

算定結果に拘束力なし。現地監

督者は保険法人の資本充分性

要件を適用。

組織上の観点

保険グループおよびグループの一員である保険法人向けの追加指針-グループ・
レベルの焦点

17.1.12 グループ・レベルに焦点を合わせる資本充分性グループ全体の評価に
おいては、保険グループを主として単一の統合事業体と捉え、グループ企業間

の資本流用可能性と資産移転可能性に対する制約を反映する調整を含め、グル

ープ全体について別個の評価を行う。よって、このアプローチではソルベンシ

ー評価につき、（暗示的または明示的に）保険グループ全体のバランスシート

に基づくトータル・バランスシート・アプローチが採用される。しかし、セク
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which is (implicitly or explicitly) based on the balance sheet of the insurance group 
as a whole. However, adjustments may be necessary appropriately to take into 
account risks from non-insurance members of the insurance group, including 
cross-sector regulated entities and non-regulated entities.  

17.1.13 Methods used for approaches with a group level focus may vary in the 
way in which group capital requirements are calculated. Either the group’s 
consolidated accounts may be used as a basis or an aggregation method may be 
used. The former is already adjusted for intra-group holdings and further 
adjustments may then need to be made to reflect the fact that the group may not 
behave or be allowed to behave as one single entity

41
. This is particularly the case 

in stressed conditions. The latter method may sum surpluses or deficits (i.e. the 
difference between capital resources and capital requirements) for each insurance 
legal entity in the group with relevant adjustments for intra-group holdings in order 
to measure an overall surplus or deficit at group level. Alternatively, it may sum 
the insurance legal entity capital requirements and insurance legal entity capital 
resources separately in order to measure a group capital requirement and group 
capital resources. Where an aggregation approach is used for a cross-border 
insurance group, consideration should be given to consistency of valuation and 
capital adequacy requirements and of their treatment of intra-group transactions. 

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups - legal entity focus 

17.1.14 Under a group-wide capital adequacy assessment which takes a legal 

ターを跨いだ規制事業体や非規制事業体を含め、保険グループ内の非保険事業

体からのリスクを適切に考慮するためには、調整が必要なこともある。

17.1.13 グループ・レベルに焦点を合わせるアプローチでは、グループの資本
要件をどのように算定するかという方法に違いがある。グループの連結財務諸

表がベースとして用いられるか、合算法が用いられるかのいずれかである。前

者はすでに、グループ内の持株について調整済みだが、グループが実際は単一

の事業体として行動しない、または、行動することを許可されていないという

事実を反映するために、さらに調整が必要となる可能性はある41。これは、スト

レス状況において特に当てはまる。後者の方法では、グループ内各保険法人の

超過資本または不足資本（すなわち、資本リソースと資本要件との差分）を合

算した上で、グループ・レベルでの全体的超過資本または不足資本を測定する

ために、グループ内の持株について妥当な調整を行うことになろう。また、こ

れに代わるやり方として、保険法人の資本要件と保険法人の資本リソースを別

個に合算し、グループの資本要件とグループの資本リソースを測定することも

できる。クロスボーダーな保険グループに合算アプローチが用いられる場合、

評価および資本充分性要件における一貫性、ならびに、グループ内取引の取扱

いの一貫性に考慮がなされるべきである。

保険グループおよびグループの一員である保険法人向けの追加指針-法人の焦点

17.1.14 法人に焦点を合わせるグループ全体の資本充分性評価において、保険

41 Consolidated accounts may be those used for accounting purposes or may differ (e.g. in terms of the entities included in the consolidation). 
  連結財務諸表は、会計目的で用いられるものであることも、そうでないこともある（例えば、連結対象となる事業体という点で）。 
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entity focus, the insurance group is considered primarily as a set of interdependent 
legal entities. The focus is on the capital adequacy of each of the parent and the 
other insurance legal entities in the insurance group, taking into account risks 
arising from relationships within the group, including those involving non-
insurance members of the group. The regulatory capital requirements and 
resources of the insurance legal entities in the group form a set of connected 
results but no overall regulatory group capital requirement is used for regulatory 
purposes. This is still consistent with a total balance sheet approach, but considers 
the balance sheets of the individual group entities simultaneously rather than 
amalgamating them to a single balance sheet for the group as a whole. Methods 
used for approaches with a legal entity focus may vary in the extent to which there 
is a common basis for the solvency assessment for all group members and the 
associated communication and co-ordination needed among supervisors.  

17.1.15 For insurance legal entities that are members of groups and for insurance 
sub-groups that are part of a wider insurance or other sector group, the additional 
reasonably foreseeable and relevant material risks arising from being a part of the 
group should be taken into account in capital adequacy assessment.  

Establishing regulatory capital requirements

17.2 The supervisor establishes regulatory capital requirements at a 
sufficient level so that, in adversity, an insurer’s obligations to policyholders 
will continue to be met as they fall due and requires that insurers maintain 
capital resources to meet the regulatory capital requirements. 

Purpose and role of regulatory capital requirements and resources 

グループは、主として一連の相互依存的な事業体の集まりとして捉えられる。

この場合、グループ内の非保険事業体がかかわるものを含め、グループ内部の

関係から生じるリスクを考慮した上で、親会社と他の保険グループ内の保険法

人それぞれの資本充分性を判定することが主眼となる。グループ内の各保険会

社の規制上の資本要件と資本リソースは、相互に関連する結果とはなるもの

の、グループ全体の規制上の資本要件が規制目的で用いられることはない。こ

れがトータル・バランスシート・アプローチと整合することに変わりはない

が、グループ企業単体のバランスシートを連結してグループ全体のバランスシ

ートを作成するのではなく、これらを同時に考慮するという点に違いがある。

法人に焦点を置くアプローチでは、全グループ企業のソルベンシーを評価する

際、共通の基準がどの程度あるかおよび監督者間で必要とされる関連性のある

伝達および調整の程度によって、方法に違いがある。

17.1.15 グループのメンバーである保険法人および保険またはその他セクター
のより広範なグループの一員である保険サブグループにとって、グループの一

員であることから生じる合理的に予見可能かつ関連性があり重大な追加的リス

クは、資本充分性評価において考慮されるべきものである。

規制上の資本要件の設定

17.2 監督者は、逆境（adversity）においても、保険会社の保険契約者に対す
る債務が、約定どおりに引き続き履行されるために充分なレベルで規制上の資

本要件を設定し、また、保険会社に規制上の資本要件を満たす資本リソースを

維持するよう要求する。

規制上の資本要件と資本リソースの目的および役割
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17.2.1 An insurer's Board and Senior Management have the responsibility to 
ensure that the insurer has adequate and appropriate capital to support the risks 
it undertakes. Capital serves to reduce the likelihood of failure due to significantly 
adverse losses incurred by the insurer over a defined period, including decreases 
in the value of the assets and/or increases in the obligations of the insurer, and to 
reduce the magnitude of losses to policyholders in the event that the insurer fails. 

17.2.2 From a regulatory perspective, the purpose of capital is to ensure that, in 
adversity, an insurer’s obligations to policyholders will continue to be met as they 
fall due. Regulators should establish regulatory capital requirements at the level 
necessary to support this objective.  

17.2.3 In the context of its own risk and solvency assessment (ORSA), the insurer 
would generally be expected to consider its financial position from a going concern 
perspective (that is, assuming that it will carry on its business as a going concern 
and continue to take on new business) but may also need to consider a run-off 
and/or winding-up perspective (e.g. where the insurer is in financial difficulty). The 
determination of regulatory capital requirements may also have aspects of both a 
going concern and a run-off

42 
or winding-up perspective. In establishing regulatory 

capital requirements, therefore, supervisors should consider the financial position 
of insurers under different scenarios of operation.  

17.2.4 From a macro-economic perspective, requiring insurers to maintain 
adequate and appropriate capital enhances the safety and soundness of the 
insurance sector and the financial system as a whole, while not increasing the 

17.2.1 保険会社の取締役会と経営陣には、自社が引き受けたリスクを裏づける
のに十分かつ適切な資産があることを確保する責任がある。資本は、資産価値

の減少および／または保険会社の負債増大を含め、所定の期間に被った著しく

不利な損失により、保険会社が破綻するおそれを低下させるとともに、仮に保

険会社が破綻した場合でも、保険契約者が被る損失の規模を削減する役割を担

う。

17.2.2 規制上の観点から見て、資本の目的は、逆境においても、保険会社の保
険契約者に対する債務が、引き続き約定どおりに履行されるようにすることに

ある。監督者は、規制上の資本要件をこの目的の充足に必要な水準に設定すべ

きである。

17.2.3 保険会社は一般的に、自社のリスクおよびソルベンシー評価（ORSA）
の関連において、継続企業の観点（すなわち、継続企業として事業を営み、新

契約の引受を続けることを想定する）から自らの財務状態を検討することを期

待されるが、ラン・オフや清算の観点を考慮する必要もありうる（保険会社が

経営難に陥っている場合など）。また、規制上の資本要件決定には、継続企業

の観点と、ラン・オフ42または清算の観点がともに絡むこともある。よって、監

督者は規制上の資本要件を設ける際、異なる事業シナリオに基づいて保険会社

の財務状態を検討すべきである。

17.2.4 マクロ経済的観点から見た場合、保険会社に十分かつ適切な資本の保持
を要求することで、保険セクターと金融システム全体の安全性や健全性が高ま

る。一方で、保険契約者にとっての経済価値を超える水準にまで保険の費用を

42 In this context, “run-off” refers to insurers that are still solvent but have closed to new business and are expected to remain closed to new business. 
   この文脈において「ラン・オフ」とは、支払能力は維持しているが、新契約の引受は中止し、今後も新契約は引き受けない見込みである保険会社を指す。 
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cost of insurance to a level that is beyond its economic value to policyholders or 
unduly inhibiting an insurer’s ability to compete in the marketplace. There is a 
balance to be struck between the level of risk that policyholder obligations will not 
be paid with the cost to policyholders of increased premiums to cover the costs of 
servicing additional capital.  

17.2.5 The level of capital resources that insurers need to maintain for regulatory 
purposes is determined by the regulatory capital requirements specified by the 
supervisor. A deficit of capital resources relative to capital requirements 
determines the additional amount of capital that is required for regulatory 
purposes.  

17.2.6 Capital resources protect the interests of policyholders by meeting the 
following two objectives. They:  

• reduce the probability of insolvency by absorbing losses on a going-concern 
basis or in run-off; and/or  

• reduce the loss to policyholders in the event of insolvency or winding-up.  

17.2.7 The extent to which elements of capital achieve the above outcomes will 
vary depending on their characteristics or “quality”. For example, ordinary share 
capital may be viewed as achieving both of the above, whereas subordinated debt 
may be viewed largely as only protecting policyholders in insolvency. Capital 
which achieves both of the above is sometimes termed “going-concern capital” 
and capital which only reduces the loss to policyholders in insolvency is 
sometimes termed “wind-up capital” or “gone concern” capital. It would be 
expected that the former (i.e. going-concern capital instruments) should form the 
substantial part of capital resources.  

増大させることもなければ、保険会社の市場競争能力を不当に制約することも

ない。保険契約者に対する債務が履行されないというリスクの水準と、追加的

資本積立に係るコストをカバーするために、保険契約者が保険料（増加）とい

う形で支払うコストとの間で、何らかのバランスを取る必要がある。

17.2.5 規制目的で保険会社が保持する必要のある資本リソースの水準は、監督
者によって定められた規制上の資本要件により判定される。資本要件に対する

資本リソースの不足額によって、規制目的で追加的に積み立てなければならな

い資本の額も決まってくる。

17.2.6 資本リソースは下記の2つの目的を充足することで、保険契約者の利益
を保護する。すなわち：

・ 継続企業ベースまたはラン・オフにおいて、損失を吸収することにより、

支払不能の確率を下げること

・ 支払不能または清算の際に、保険契約者にとっての損失を削減すること

17.2.7 資本の各要素がどの程度、上記の成果を達成できるかは、その特性すな
わち「質」によって異なる。例えば、普通株資本は上記2つの目的をともに達成
するものと考えうるが、劣後債は支払不能の際にのみ、保険契約者を保護する

ものと見られることが多い。上記の目的をともに達成する資本は「継続的な資

本」と呼ばれることがあるのに対し、支払不能の際にのみ保険契約者の損失を

軽減する資本は「清算資本」または「破綻時を想定した」資本と呼ばれること

がある。資本リソースの大部分は前者（すなわち、継続的な資本の手段）で構

成すべきことが期待されよう。
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17.2.8 For an insurer, the management and allocation of capital resources is a 
fundamental part of its business planning and strategies. In this context, capital 
resources typically serve a broader range of objectives than those in Guidance 
17.2.6. For example, an insurer may use capital resources over and above the 
regulatory capital requirements to support future growth or to achieve a targeted 
credit rating. 

17.2.9 It is noted that an insurer’s capital management (in relation to regulatory 
requirements and own capital needs) should be supported and underpinned by 
establishing and maintaining a sound enterprise risk management framework, 
including appropriate risk and capital management policies, practices and 
procedures which are applied consistently across its organisation and are 
embedded in its processes. Maintaining sufficient capital resources alone is not 
sufficient protection for policyholders in the absence of disciplined and effective 
risk management policies and procedures. (See ICP 16 Enterprise Risk 
Management for Solvency Purposes.)  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

17.2.10 The supervisor should require insurance groups to maintain capital 
resources to meet regulatory capital requirements. These requirements should 
take into account the non-insurance activities of the insurance group. For 
supervisors that undertake group-wide capital adequacy assessments with a 
group level focus this means maintaining insurance group capital resources to 
meet insurance group capital requirements for the group as a whole. For 
supervisors that undertake group-wide capital adequacy assessments with a legal 
entity focus this means maintaining capital resources in each insurance legal 

17.2.8 保険会社にとって、資本リソースの管理と配分は、その事業計画と戦略
の根本的部分に当たる。この関連で、資本リソースは指針17.2.6にあるものよ
りも幅広い目的に資するのが普通である。例えば、保険会社は規制上の資本要

件を超過する資本リソースの部分を、将来的な成長のサポート、または、目指

す信用格付の達成に用いることがある。

17.2.9 保険会社の資本管理（規制上の要件および自己のニーズとの関係におい
て）は、組織内部で一貫して適用され、そのプロセスに組み込まれた適切なリ

スク・資本管理の方針、実践および手続きを含む、健全な全社的リスク管理

（ERM）の枠組みの確立、維持によって裏づけられ、サポートされるべきであ
る点に留意されたい。規律ある効果的なリスク管理の方針と手続きがない限

り、充分な資本リソースを保つだけでは保険契約者の充分な保護は図れない

（ICP16「ソルベンシー目的での全社的リスク管理」を参照）。

保険グループおよびグループの一員である保険法人向けの追加指針

17.2.10 監督者は、規制上の資本要件を充足する資本リソースを維持するよ
う、保険グループに要求すべきである。これらの要件において、保険グループ

の非保険事業が考慮されるべきである。グループ・レベルに焦点を当てたグル

ープ全体の資本充分性評価を行う監督者にとって、これは、グループ全体のた

めに保険グループの資本要件を満たす目的で保険グループの資本リソースを維

持することを意味する。法人に焦点を当てたグループ全体の資本充分性評価を

行う監督者にとって、これは、保険グループ内の保険法人およびその他企業間

の関係性およびつながりを充分に考慮した、グループの保険法人のための連関
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entity based on a set of connected regulatory capital requirements for the group’s 
insurance legal entities which fully take the relationships and interactions between 
these legal entities and other entities in the insurance group into account.  

17.2.11 It is not the purpose of group-wide capital adequacy assessment to 
replace assessment of the capital adequacy of the individual insurance legal 
entities in an insurance group. Its purpose is to require that group risks are 
appropriately allowed for and the capital adequacy of individual insurers is not 
overstated, e.g. as a result of multiple gearing and leverage of the quality of capital 
or as a result of risks emanating from the wider group, and that the overall impact 
of intra-group transactions is appropriately assessed.  

17.2.12 Group-wide capital adequacy assessment considers whether the amount 
and quality of capital resources relative to required capital is adequate and 
appropriate in the context of the balance of risks and opportunities that group 
membership brings to the group as a whole and to insurance legal entities which 
are members of the group. The assessment should satisfy requirements relating 
to the structure of group-wide regulatory capital requirements and eligible capital 
resources and should supplement the individual capital adequacy assessments of 
insurance legal entities in the group. It should indicate whether there are sufficient 
capital resources available in the group so that, in adversity, obligations to 
policyholders will continue to be met as they fall due. If the assessment concludes 
that capital resources are inadequate or inappropriate then corrective action may 
be triggered either at a group (e.g. authorised holding or parent company level) or 
an insurance legal entity level.  

17.2.13 The quantitative assessment of group-wide capital adequacy is one of a 
number of tools available to supervisors for group-wide supervision. If the overall 

性のある一連の規制上の資本要件に基づいて、個々の保険法人において資本リ

ソースを維持することを意味する。

17.2.11 グループ全体の資本充分性評価の目的は、保険グループ内の各保険法
人の資本充分性評価を置き換えることにはない。その目的は、グループのリス

クが適切に考慮され、例えばマルチプル・ギアリングや資本の質的レバレッ

ジ、または、より広いグループに起因するリスクの結果として、個々の保険会

社の資本充分性が過大評価されていないよう、および、グループ内取引の全般

的影響が適切に評価されているよう要求することにある。

17.2.12 グループ全体の資本充分性評価では、グループへの所属がグループ全
体、および、グループに属する保険法人にもたらすリスクと機会を酌量した上

で、資本リソースが所要資本に比し、量的にも質的にも充分かつ適切かどうか

を検討する。この評価は、グループ全体の規制上の資本要件構造と適格資本リ

ソースに関する要件を満たすとともに、グループ内の保険法人の資本充分性評

価を補完すべきである。また、逆境においても、グループが保険契約者に対す

る債務を期限までに引き続き充足するために充分な資本リソースを利用できる

か否かも示すべきである。評価の結果、資本リソースが不充分または不適切で

あることが判明した場合には、グループ・レベル（認可持株会社または親会社

レベル）または保険法人レベルで、是正措置を発動することができよう。

17.2.13 グループ全体の資本充分性の定量評価は、監督者がグループ全体の監
督に利用できるツールの一つである。グループ全体の財務状態が悪化すれば、
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financial position of a group weakens it may create stress for its members either 
directly through financial contagion and/or organisational effects or indirectly 
through reputational effects. Group-wide capital adequacy assessment should be 
used together with other supervisory tools, including in particular the capital 
adequacy assessment of insurance legal entities in the group. A distinction should 
be drawn between regulated entities (insurance and other sector) and non-
regulated entities. It is necessary to understand the financial positions of both 
types of entities and their implications for the capital adequacy of the insurance 
group but this does not necessarily imply setting regulatory capital requirements 
for non-regulated entities. In addition, supervisors should have regard to the 
complexity of intra-group relationships (between both regulated and non-regulated 
entities), contingent assets and liabilities and the overall quality of risk 
management in assessing whether the overall level of safety required by the 
supervisor is being achieved.  

17.2.14 For insurance legal entities that are members of groups and for insurance 
sub-groups that are part of a wider insurance or other sector group, capital 
requirements and capital resources should take into account all additional 
reasonably foreseeable and relevant material risks arising from being a part of any 
of the groups.  

Structure of regulatory capital requirements - solvency control levels 

17.3 The regulatory capital requirements include solvency control levels 
which trigger different degrees of intervention by the supervisor with an 
appropriate degree of urgency and requires coherence between the 
solvency control levels established and the associated corrective action 
that may be at the disposal of the insurer and/or the supervisor. 

財務上の波及効果および／または組織的効果を通じて直接に、もしくは、風評

効果を通じて間接に、グループ企業にストレスが生じかねない。グループ全体

の資本充分性評価は、グループ内保険法人の資本充分性評価を含む、その他の

監督ツールとともに用いるべきである。規制事業体（保険およびその他のセク

ター）と非規制事業体の間には、線引きを行うべきである。双方の事業種類の

財務状態と保険グループの資本充分性に対するそれらの影響を理解することが

必要だが、これは必ずしも、非保険事業体に関する規制上の資本要件を設定す

ることを示唆しない。監督者はさらに、監督者により要求される全般的な安全

性水準が達成されているか否かを評価する際、グループ内関係（規制、非規制

事業体双方間）の複雑性、偶発資産・負債およびリスク管理の全般的な質を考

慮すべきである。

17.2.14 グループのメンバーである保険法人および保険またはその他セクター
のより広範なグループの一員である保険サブグループについて、資本要件およ

び資本リソースにおいて、いずれかのグループの一員であることから生じる合

理的に予見可能かつ関連性があり重大な追加的リスクの全てが考慮されるべき

である。

規制上の資本要件の構造ーソルベンシー・コントロール水準

17.3  規制上の資本要件には、適切な緊急性をもって監督者が各種の介入措置
を発動できるソルベンシー・コントロール水準を含み、また、設定されたソル

ベンシー・コントロール水準と、保険会社および／または監督者が講じること

のできる関連是正措置との間の整合性を要求する。
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Establishing solvency control levels 

17.3.1 The supervisor should establish control levels that trigger intervention by 
the supervisor in an insurer’s affairs when capital resources fall below these 
control levels. The control level may be supported by a specific framework or by 
a more general framework providing the supervisor latitude of action. A 
supervisor’s goal in establishing control levels is to safeguard policyholders from 
loss due to an insurer’s inability to meet its obligations when due.  

17.3.2 The solvency control levels provide triggers for action by the insurer and 
supervisor. Hence they should be set at a level that allows intervention at a 
sufficiently early stage in an insurer’s difficulties so that there would be a realistic 
prospect for the situation to be rectified in a timely manner with an appropriate 
degree of urgency. At the same time, the reasonableness of the control levels 
should be examined in relation to the nature of the corrective measures. The risk 
tolerance of the supervisor will influence both the level at which the solvency 
control levels are set and the intervention actions that are triggered.  

17.3.3 When establishing solvency control levels it is recognised that views about 
the level that is acceptable may differ from jurisdiction to jurisdiction and by types 
of business written and will reflect, amongst other things, the extent to which the 
pre-conditions for effective supervision exist within the jurisdiction and the risk 
tolerance of the particular supervisor. The IAIS recognises that jurisdictions will 
acknowledge that a certain level of insolvencies may be unavoidable and that 
establishing an acceptable threshold may facilitate a competitive marketplace for 
insurers and avoid inappropriate barriers to market entry.  

ソルベンシー・コントロール水準の設定

17.3.1 監督者は、資本リソースがコントロール水準を下回った場合に、監督者
が保険会社の経営に対する介入措置を発動することとなるコントロール水準を

設定するべきである。このコントロール水準は特定の枠組み、または、監督者

に行動の自由を認めるより一般的な枠組みによって裏づけられることがある。

監督者によるコントロール水準設定の目標は、保険会社の履行すべき債務の履

行不能による損失から保険契約者を守ることにある。

17.3.2 ソルベンシー・コントロール水準は、保険会社と監督者による措置発動
のきっかけとなる。よって、保険会社が経営難に陥った場合、適切な緊急性を

もって早急に状況が是正できる現実的な見通しが立つよう、充分に早い段階か

ら介入できるレベルを設定すべきである。同時に、コントロール水準の合理性

は、是正措置の性質との関連でも検討すべきである。監督者のリスク許容度

は、ソルベンシー・コントロールの設定水準と、発動される介入措置の双方に

影響する。

17.3.3 ソルベンシー・コントロール水準設定の際には、受容可能な水準が管轄
区域や引き受ける契約の種類ごとに異なる可能性があるほか、各管轄区域内に

おける効果的な監督のための前提条件の整備度合いや、それぞれの監督者のリ

スク許容度も反映されることがわかっている。IAISとしては、管轄区域が、一
定水準の支払不能が不可避であり、また、受容可能な閾値を設ければ、保険会

社の市場競争が促され、市場参入に不適切な障壁が生じることも回避できると

いう認識に立つものと承知している。



- 287 - 

英文 仮訳

17.3.4 The criteria used by the supervisor to establish solvency control levels 
should be transparent. This is particularly important where legal action may be 
taken in response to an insurer violating a control level. In this case, control levels 
should generally be simple and readily explainable to a court when seeking 
enforcement of supervisory action.  

17.3.5 Supervisors may need to consider different solvency control levels for 
different modes of operation of the insurer - such as an insurer in run-off or an 
insurer operating as a going concern. These different scenarios and 
considerations are discussed in more detail in Guidance 17.6.3 - 17.6.5. 

17.3.6 In addition, the supervisor should consider the allowance for management 
discretion and future action in response to changing circumstances or particular 
events. In allowing for management discretion, supervisors should only recognise 
actions which are practical and realistic in the circumstances being considered

43
. 

17.3.7 Other considerations in establishing solvency control levels include:  

• the way in which the quality of capital resources is addressed by the supervisor; 
• the coverage of risks in the determination of technical provisions and regulatory 

capital requirements and the extent of the sensitivity or stress analysis 
underpinning those requirements;  

• the relation between different levels (for example the extent to which a 
minimum is set at a conservative level);  

• the powers of the supervisor to set and adjust solvency control levels within 

17.3.4 監督者は透明な判断基準を用いて、ソルベンシー・コントロール水準を
定めるべきである。コントロール水準に違反した保険会社に法的措置を講じる

ことができる場合には、これが特に重要となる。この場合、コントロール・レ

ベルは概して単純なものとし、監督措置の執行を請求する際、裁判所に説明し

やすくしておくべきである。

17.3.5 監督者は、ラン・オフ状態にある保険会社や継続企業として営業する保
険会社など、保険会社の運営状況の違いに応じて、異なるソルベンシー・コン

トロール水準の設定を検討する必要もあろう。こうした各種のシナリオと考慮

点については、指針17.6.3から17.6.5で詳しく取り扱う。

17.3.6 監督者はさらに、経営者の裁量の余地と、状況の変化または特定の事象
に応じた将来的な措置も検討すべきである。経営者に裁量の余地を認める場合

には、検討されている状況において実際的かつ現実的な措置のみを認めるべき

である43。

17.3.7 その他、ソルベンシー・コントロール水準を定める際の配慮点として
は、下記があげられる：

・ 監督者によって、資本リソースの質がどのように取り扱われているか

・ 保険契約準備金や規制上の資本要件の判定において、どのようなリスクが

検討対象とされているか、および、これら要件を裏づける感度分析または

ストレス分析はどの程度行われているか

・ 各レベル間の関係（例えば、最低レベルはどれだけ慎重な水準に設定され

ているか）

・ 監督者が規制の枠組み内でソルベンシー・コントロール水準を設定、調整

43 The supervisor should carefully consider the appropriateness of allowing for such management discretion in the particular case of the MCR as defined in Standard 17.4. 
特に基準 17.4において定義されている最低資本要件（MCR）が絡む場合、監督者は経営者にこのような裁量を認めることの適否を慎重に検討すべきである。
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the regulatory framework;  
• the accounting and actuarial framework that applies in the jurisdiction (in terms 

of the valuation basis and assumptions that may be used and their impact on 
the values of assets and liabilities that underpin the determination of regulatory 
capital requirements);  

• the comprehensiveness and transparency of disclosure frameworks in the 
jurisdiction and the ability for markets to exercise sufficient scrutiny and impose 
market discipline;  

• policyholder priority and status under the legal framework relative to other 
creditors in the jurisdiction; 

• overall level of capitalisation in the insurance sector in the jurisdiction;  
• overall quality of risk management and governance frameworks in the 

insurance sector in the jurisdiction;  
• the development of capital markets in the jurisdiction and its impact on the 

ability of insurers to raise capital; and  
• the balance to be struck between protecting policyholders and the impact on 

the effective operation of the insurance sector and considerations around 
unduly onerous levels and costs of regulatory capital requirements.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

17.3.8 While the general considerations in Guidance 17.3.1 to 17.3.7 above on 
the establishment of solvency control levels apply in a group-wide context as well 
as a legal entity context, the supervisory actions triggered at group level will be 
likely to differ from those at legal entity level. As a group is not a legal entity the 
scope for direct supervisory action in relation to the group as a whole is more 
limited and action may need to be taken through co-ordinated action at insurance 

する権限

・ 当該管轄区域で適用される会計・数理上の枠組み（利用できる評価の基礎

と仮定、および、規制上の資本要件決定を支える資産・負債価値に対する

それらの影響という点で）

・ 当該管轄区域における開示の枠組みの包括性と透明性、および、市場が充

分な監視を行い、市場規律を課すことのできる能力

・ 当該管轄区域の法的枠組みにおいて、他の債権者との比較で保険契約者に

認められた優先度と地位

・ 当該管轄区域における保険業界全体の資本レベル

・ 当該管轄区域の保険セクターにおけるリスク管理とガバナンスの枠組みの

全体的な質

・ 当該管轄区域における資本市場の発展度と、保険会社の資金調達能力に対

するその影響

・ 保険契約者の保護と、保険セクターの効果的な運営に対する影響および過

度な水準と費用を伴う規制上の資本要件を巡る考慮との間で保つべきバラ

ンス

保険グループおよびグループの一員である保険法人向けの追加指針

17.3.8 ソルベンシー・コントロール水準の設定に関する上記の指針17.3.1から
17.3.7の一般的考慮点は、法人ベースだけでなく、グループの文脈にも当ては
まるが、グループ・レベルで発動される監督措置は、法人レベルで発動される

措置と異なる公算が大きい。グループは法人ではないため、グループ全体に関

連する直接的監督措置の範囲は比較的狭く、しかも措置は調整された措置を通

じ、法人レベルで講じる必要があるかもしれない。
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legal entity level.  

17.3.9 Nevertheless, group solvency control levels are a useful tool for identifying 
a weakening of the financial position of a group as a whole or of particular parts 
of a group, which may, for example, increase contagion risk or impact reputation 
which may not otherwise be readily identified or assessed by supervisors of 
individual group entities. The resulting timely identification and mitigation of a 
weakening of the financial position of a group may thus address a threat to the 
stability of the group or its component insurance legal entities.  

17.3.10 Group-wide solvency control levels may trigger a process of coordination 
and cooperation between different supervisors of group entities which will facilitate 
mitigation and resolution of the impact of group-wide stresses on insurance legal 
entities within a group. Group-wide control levels may also provide a trigger for 
supervisory dialogue with the group’s management.  

Structure of regulatory capital requirements - triggers for supervisory 
intervention in the context of legal entity capital adequacy assessment 

17.4 In the context of insurance legal entity capital adequacy assessment, 
the regulatory capital requirements establish: 
・a solvency control level above which the supervisor does not intervene 

on capital adequacy grounds. This is referred to as the Prescribed 
Capital Requirement (PCR). The PCR is defined such that assets will 
exceed technical provisions and other liabilities with a specified level of 
safety over a defined time horizon. 

• a solvency control level at which, if breached, the supervisor would 
invoke its strongest actions, in the absence of appropriate corrective 

17.3.9 とはいえ、グループに関するソルベンシー・コントロール水準は、グル
ープ全体またはグループ内の特定部分の財務状態悪化を発見するのに有用なツ

ールである。このような悪化は、感染リスクを高めたり、評判に影響を及ぼし

たりするが、個々のグループ企業の監督者は通常、これを簡単に発見または評

価できないおそれがある。よって、このようなツールでグループの財務状態の

悪化を適時に発見、緩和できれば、グループ全体またはこれに所属する保険法

人の安定性に対する脅威に取り組むこともできよう。

17.3.10 グループ全体のソルベンシー・コントロール水準は、異なるグループ
企業の監督者間での調整と協力のプロセスに緒を付ける可能性があるが、そう

なれば、グループ内の保険法人に対する全体的なストレスの影響の緩和と解消

が促進されよう。また、グループ全体のコントロール水準は、監督者とグルー

プ経営陣との対話のきっかけにもなりうる。

規制上の資本要件の構造－法人の資本充分性評価の文脈における監督上の介入

のトリガー

17.4 保険法人の資本充分性評価の文脈において、規制上の資本要件は以下を確
立する：

・ 上回っていれば、監督者が、資本充分性に介入しないソルベンシー・コン

トロール水準。これが規定された資本要件（PCR）といわれるものであ
る。PCRは、所定の計測期間で一定の安全水準を有しつつ、資産が保険契
約準備金およびその他の負債を上回るように規定される。

・ 遵守されなければ、保険法人による適切な是正措置が為されない場合に監

督者がその最も強硬な措置を講じるソルベンシー・コントロール水準。こ
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action by the insurance legal entity. This is referred to as the Minimum 
Capital Requirement (MCR). The MCR is subject to a minimum bound 
below which no insurer is regarded to be viable to operate effectively.  

17.4.1 A range of different intervention actions should be taken by a supervisor 
depending on the event or concern that triggers the intervention. Some of these 
triggers will be linked to the level of an insurer’s capital resources relative to the 
level at which regulatory capital requirements are set.  

17.4.2 In broad terms, the highest regulatory capital requirement, the Prescribed 
Capital Requirement (PCR), will be set at the level at which the supervisor would 
not require action to increase the capital resources held or reduce the risks 
undertaken by the insurer

44
. However if the insurer’s capital resources were to fall 

below the level at which the PCR is set, the supervisor would require some action 
by the insurer to either restore capital resources to at least the PCR level or reduce 
the level of risk undertaken (and hence the required capital level).  

17.4.3 The regulatory objective to require that, in adversity, an insurer’s 
obligations to policyholders will continue to be met as they fall due will be achieved 
without intervention if technical provisions and other liabilities

45 
are expected to 

remain covered by assets over a defined period, to a specified level of safety. As 

れが最低資本要件（MCR）といわれるものである。MCRは、そのMCRを
下回れば保険会社が効果的に営業することが実行可能であるとはみなされ

ない、最低限度となりやすい。

17.4.1 監督者が行う様々な介入措置は、介入措置の引き金となる事象または懸
念事項に応じて講じられるべきである。こうした引き金の中には、規制上の資

本要件が設定される水準に比例した、保険会社の資本リソースの水準と結びつ

いているものもあるだろう。

17.4.2 広い意味では、監督者が、保険会社に対して資本リソースの増加や引き
受けるリスクの低減を要求しないレベルで、最も高い規制上の資本要件であ

る、規定された資本要件（PCR）が設定されるだろう44。しかし、保険会社の

資本リソースが、設定されたPCRの水準を下回るような事態が発生したなら
ば、監督者は保険会社が少なくともPCRの水準まで資本リソースを回復させる
か、または引き受けるリスクの水準（よって、所要資本の水準も）を引き下げ

る措置を講じるよう要求する。

17.4.3 逆境において、保険契約者に対する保険会社の債務が、約定どおり確実
に履行され続けるよう要求するという規制上の目的は、もし保険契約準備金お

よびその他の負債45が定められた期間にわたって一定の安全性の水準をもって、

資産によってカバーされ続けることが見込まれるのであれば、介入なしに達成

44 Note that this does not preclude the supervisor from intervention or requiring action by the insurer for other reasons, such as weaknesses in the risk management or governance of the insurer. Nor does it preclude 
the supervisor from intervention when the insurer’s capital resources are currently above the PCR but are expected to fall below that level in the short term. To illustrate, the supervisor may establish a trend test (a time 
series analysis). A sufficiently adverse trend would require some supervisory action. The trend test would support the objective of early regulatory intervention by considering the speed at which capital deterioration is 
developing. 
監督者が他の理由、例えば保険会社によるリスク管理やガバナンスの脆弱性などを理由に介入、または保険会社に措置を要求することを排除するものではないことに注意する。また、保険会社の資本リソースが現

在は PCRを上回っているが、短期間にそのレベルを下回ることが見込まれる場合に監督者が介入するのを排除するものではない。例として、監督者はトレンドテスト（時系列分析）を確立する可能性がある。大き
く不利なトレンドがみられる場合、ある程度の監督上の措置が必要とされるだろう。そのトレンドテストは、資本劣化が進行する速度を考慮することによって、早期の監督上の介入が持つ目的を補助するだろう。

45 To the extent these liabilities are not treated as capital resources. 
これらの負債が、資本リソースとして扱われない範囲で。
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such, the PCR should be determined at a level such that the insurer is able to 
absorb the losses from adverse events that may occur over that defined period 
and the technical provisions remain covered at the end of the period.  

17.4.4 The Minimum Capital Requirement (MCR) represents the supervisory 
intervention point at which the supervisor would invoke its strongest actions, if 
further capital is not made available

46
. Therefore, the main aim of the MCR is to 

provide the ultimate safety net for the protection of the interests of policyholders. 

17.4.5 These actions could include stopping the activities of the insurer, 
withdrawal of the insurer’s licence, requiring the insurer to close to new business 
and run-off the portfolio, transfer its portfolio to another insurer, arrange additional 
reinsurance, or other specified actions. This position is different from the 
accounting concept of insolvency as the MCR would be set at a level in excess of 
that at which the assets of the insurer were still expected to be sufficient to meet 
the insurer’s obligations to existing policyholders as they fall due. The PCR cannot 
be less than the MCR, and therefore the MCR may also provide the basis of a 
lower bound for the PCR, which may be especially appropriate in cases where the 
PCR is determined on the basis of an insurer’s internal model

47 
approved for use 

されるであろう。したがって、定められた期間の中で生じるかも知れない不利

な事象による損失を保険会社が吸収することができるような水準で、また、保

険契約準備金が当該期間末までカバーされ続けるような水準でPCRを決定すべ
きである。

17.4.4 最低資本要件（MCR）は、追加の資本が入手できないのであれば、監督
者が最も強力な措置を講じる監督上の介入点を示している46。それ故、MCRの
主な目的は、保険契約者の利益を保護するための究極のセーフティーネットを

提供することである。

17.4.5 こうした措置には、保険会社を営業停止とすること、保険会社の免許を
取り消すこと、保険会社に対し新契約の引受けを停止し、ポートフォリオをラ

ン・オフするよう要求すること、ポートフォリオの他の保険会社への移転、追

加の再保険を手配すること、その他特定の行動が含まれる。この状態は、MCR
が保険会社の資産が既存の保険契約者に対する当該保険会社の債務を約定どお

りに履行するのに充分であることが依然として見込まれるレベルを上回る水準

に設定されているので、会計上の支払不能の概念とは異なる。PCRがMCRを下
回ることはあり得ないため、MCRはPCRの下限の目安ともなりうる。これは特
に、規制上の資本要件を決定する上で、監督者によって使用が認められた保険

会社の内部モデル47に基づいてPCRが決定される場合にあてはまるかもしれな

46 Note that this does not preclude such actions being taken by the supervisor for other reasons, and even if the MCR is met or exceeded. 
このことは、その他の理由で監督者によって取られる措置を、たとえ MCRが満たされるか上回っているとしても排除しないことに注意。

47 The term “internal model” refers to “a risk measurement system developed by an insurer to analyse its overall risk position, to quantify risks and to determine the economic capital required to meet those risks” . 
Internal models may also include partial models which capture a subset of the risks borne by the insurer using an internally developed measurement system which is used in determining the insurer's economic 
capital. The IAIS is aware that insurers use a variety of terms to describe their risk and capital assessment processes, such as “economic capital model”, “risk-based capital model”, or “business model”. The IAIS 
considers that such terms could be used interchangeably to describe the processes adopted by insurers in the management of risk and capital within their business on an economic basis. For the purposes of 
consistency, the term “internal model” is used throughout. 
「内部モデル」という用語は、「全体的なリスク状況を分析し、リスクを定量化し、および、それらのリスクに対処するうえで必要とされる経済資本を算定するために、保険会社が策定するリスク測定システム」を

いう。内部モデルにはまた、保険会社の経済資本を算定するうえで用いられる内部で策定された測定システムを用いて、保険会社が負うリスクの一部を捕捉する部分モデルも含まれる可能性がある。IAISは、「経
済資本モデル」、「リスク・ベースの資本モデル」、または「事業モデル」など、リスクおよび資本評価プロセスを表す様々な用語を保険会社が用いていることを認識している。IAISは、事業における、経済的なベ
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in determining regulatory capital requirements by the supervisor.  

17.4.6 In establishing a minimum bound on the MCR below which no insurer is 
regarded to be viable to operate effectively, the supervisor may, for example, 
apply a market-wide nominal floor

48 
to the regulatory capital requirements, based 

on the need for an insurer to operate with a certain minimal critical mass and 
consideration of what may be required to meet minimum standards of governance 
and risk management. Such a nominal floor might vary between lines of business 
or type of insurer and is particularly relevant in the context of a new insurer or line 
of business.  

17.4.7 Regulatory capital requirements may include additional solvency control 
levels between the level at which the supervisor takes no intervention action from 
a capital perspective and the strongest intervention point (that is, between the 
PCR and MCR levels). These control levels may be set at levels that correspond 
to a range of different intervention actions that may be taken by the supervisor 
itself or actions which the supervisor would require of the insurer according to the 
severity or level of concern regarding adequacy of the capital held by the insurer. 
These additional control levels may be formally established by the supervisor with 
explicit intervention actions linked to particular control levels. Alternatively, these 
additional control levels may be structured less formally, with a range of possible 
intervention actions available to the supervisor depending on the particular 
circumstances. In either case the possible triggers and range of intervention 
actions should be appropriately disclosed by the supervisor.  

い。

17.4.6 監督者は、MCRに、それ以下では保険会社が効果的に営業することが実
行可能でなくなるとみなされるような下限を設ける上で、例えば、保険会社が

一定の最低限の必要量（critical mass）を保有して営業する必要性に基づき、ま
た、ガバナンスとリスク管理の最低基準を満たすために要求されるものを考慮

して、市場全体にわたるフロア48を規制上の資本要件に適用することがある。こ

うしたフロアは、保険種目または保険会社のタイプによって異なるかもしれな

いが、特に新保険会社または新保険種目について妥当といえる。

17.4.7 規制上の資本要件は、監督者が資本の観点から全く介入しない水準と、
最も強力な介入点との間（すなわち、PCRとMCRの間）に、追加的なソルベン
シー・コントロール水準を設定することがある。こうしたコントロール水準

は、監督者自身が取りうる、または保険会社の資本充分性にかかわる懸念の重

大性もしくは度合いに従い、監督者が保険会社に要求しうる、様々な異なる介

入措置に対応して設定される可能性がある。これらの追加的なコントロール水

準は、特定のコントロール水準に結びついた明示的な介入措置を伴う、監督者

によって正式に設定されることがある。あるいは、これらの追加的なコントロ

ール水準は、特定の状況に応じて監督者が講じることのできる、様々な介入措

置を設定し、より形式ばらない形で構築されることができる。どちらの場合で

も、可能性のある引き金と介入措置の範囲は、監督者によって適切に開示され

るべきである。

ースのリスクおよび資本の管理において保険会社が採用するプロセスを表すうえで、これらの用語が同様の意味で用いられうることを考慮している。整合性を持たせる目的で、「内部モデル」が一貫して用いられ

ている。

48 In this context, a market-wide nominal floor may, for example, be an absolute monetary minimum amount of capital required to be held by an insurer in a jurisdiction. 
この関連で、市場全体のフロアは、例えば、管轄区域の保険会社が保有を義務づけられる絶対的な最低資本額とすることもできよう。
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17.4.8 Possible intervention actions include: 
• measures that are intended to enable the supervisor to better assess and/or 

control the situation, either formally or informally, such as increased 
supervision activity or reporting, or requiring auditors or actuaries to 
undertake an independent review or extend the scope of their examinations; 

• measures to address capital levels such as requesting capital and business 
plans for restoration of capital resources to required levels, limitations on 
redemption or repurchase of equity or other instruments and/or dividend 
payments;  

• measures intended to protect policyholders pending strengthening of the 
insurer’s capital position, such as restrictions on licences, premium volumes, 
investments, types of business, acquisitions, reinsurance arrangements;  

• measures that strengthen or replace the insurer’s management and/or risk 
management framework and overall governance processes;  

• measures that reduce or mitigate risks (and hence required capital) such as 
requesting reinsurance, hedging and other mechanisms; and/or  

• refusing, or imposing conditions on, applications submitted for regulatory 
approval such as acquisitions or growth in business.  

17.4.9 In establishing the respective control levels, consideration should be had 
for these possibilities and the scope for an insurer with capital at this level to be 
able to increase its capital resources or to be able to access appropriate risk 
mitigation tools from the market. 

Figure 17.2 below illustrates the concept of solvency control levels in the context 
of establishing regulatory capital requirements: 

17.4.8 可能性のある介入措置には、以下が含まれる：

・ 監督者が、公式であれ非公式であれ、状況をよりよく評価および／または

統制できるようにするための措置。例えば、監督活動または報告の強化、

監査人やアクチュアリーに対する独立した審査の実施や調査範囲の拡大の

要請；

・ 資本の水準に対処する措置。例えば、必要とされる水準への資本リソース

回復のための資本・事業計画の要求、株式または他の（金融）商品の償還

もしくは買戻しおよび/または配当支払等に対する制限；

・ 保険会社の資本強化を待つ間の、保険契約者の保護を目的とする措置。例

えば、免許、保険料収入額、資産運用、保険種目、買収および再保険取引

などに対する制限；

・ 保険会社の経営および／またはリスク管理の枠組み、ならびに、全体のガ

バナンス・プロセスを強化または置換する措置；

・ 再保険、ヘッジおよびその他メカニズムの要求など、リスク（よって、所

要資本も）を削減または緩和する措置；および／または

・ 事業の買収または拡大など、規制上の承認申請の却下、または、これに対

する条件付加

17.4.9 それぞれのコントロール水準を設定する際には、こうした可能性、およ

び、このレベルの資本を有する保険会社が自社の資本リソースを増やすことが

できる、または、市場の適切なリスク軽減ツールにアクセスすることができる

範囲を考慮すべきである。

以下の図17.2は、規制上の資本要件確立の関連における、ソルベンシー・コン

トロール水準の概念を図示したものである：



- 294 -

英文 仮訳

Figure 17.2: Solvency control levels and regulatory capital requirements

Structure of regulatory capital requirements - Triggers for supervisory 
intervention in the context of group-wide capital adequacy assessment  

17.5 In the context of group-wide capital adequacy assessment, the 
regulatory capital requirements establish solvency control levels that are 

図 17.2：ソルベンシー・コントロール水準と規制上の資本要件

規制上の資本要件の構造－グループ全体の監督の文脈における監督上の介入の

トリガー

17.5 グループ全体の資本充分性評価の文脈において、規制上の資本要件では、

適用されるグループ全体の資本要件へのアプローチとの関連で適切なソルベン
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appropriate in the context of the approach to group-wide capital adequacy 
that is applied. 

17.5.1 The supervisor should establish solvency control levels that are appropriate 
in the context of the approach that is adopted for group-wide capital adequacy 
assessment. The supervisor should also define the relationship between these 
solvency control levels and those at legal entity level for insurers that are members 
of the group. The design of solvency control levels depends on a number of 
factors. These include the supervisory perspective, i.e. the relative weight placed 
on group-wide supervision and legal entity supervision, and the organisational 
perspective, i.e. the extent to which a group is considered as a set of 
interdependent entities or a single integrated entity. The solvency control levels 
are likely to vary according to the particular group and the supervisors involved. 
(See Figure 17.1.) The establishment of group-wide solvency control levels should 
be such as to enhance the overall supervision of the insurers in the group.  

17.5.2 Having group-wide solvency control levels does not necessarily mean 
establishing a single regulatory capital requirement at group level. For example, 
under a legal entity approach consideration of the set of capital requirements for 
individual entities (and interrelationships between them) may enable appropriate 
decisions to be taken about supervisory intervention on a group-wide basis. 
However, this requires the approach to be sufficiently well developed for group 
risks to be taken into account on a complete and consistent basis in the capital 
adequacy assessment of insurance legal entities in a group. To achieve 
consistency for insurance legal entity assessments, it may be necessary to adjust 
the capital requirements used for insurance legal entities so they are suitable for 
group-wide assessment.  

シー・コントロール水準を設ける。

17.5.1 監督者は、グループ全体の資本充分性評価について採用されたアプロー

チとの関連で適切なソルベンシー・コントロール水準を設けるべきである。ま

た、監督者は、これらソルベンシー・コントロール水準と、グループに属する

保険法人レベルでのソルベンシー・コントロール水準との関係も定めるべきで

ある。ソルベンシー・コントロール水準の構造は、数多くの要因に依存する。

その中には、監督の観点に立つもの、すなわち、グループ全体の監督と法人ベ

ースの監督に与えられた相対的なウエイトに関するものと、組織の観点に立つ

もの、すなわち、グループが一連の独立した事業体または単一の統合事業体と

して捉えられる程度に関するものがある。ソルベンシー・コントロール水準

は、具体的なグループと関連する監督者に応じて異なる公算が大きい（図17.1
を参照）。グループ全体のソルベンシー・コントロール水準は、グループ内の

保険会社の全体的監督を強化できるように設定すべきである。

17.5.2 グループ全体のソルベンシー・コントロール水準を設けることは、グル

ープ・レベルで単一の規制上の資本要件を設定することと必ずしも同義でな

い。例えば、法人ベースのアプローチにより、個別事業体に関する一連の資本

要件（および、それらの間の相互関係）を考慮すれば、グループ・ベースの監

督介入措置に関し、適切な決定が下せるかもしれない。しかし、そのために

は、グループ内保険法人の資本充分性評価において、グループ・リスクが完全

に整合の取れた形で考慮できるほど、法人ベースのアプローチが発達していな

ければならない。保険法人評価の整合を図るためには、保険法人について用い

られている資本要件を、グループ全体の評価にも使えるよう調整する必要があ

るかもしれない。
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17.5.3 One approach may be to establish a single group-wide PCR or a consistent 
set of PCRs for insurance legal entities that are members of the group which, if 
met, would mean that no supervisory intervention at group level for capital reasons 
would be deemed necessary or appropriate. Such an approach may assist, for 
example, in achieving consistency of approach towards similar organisations with 
a branch structure and different group structures e.g. following a change in 
structure of a group. Where a single group-wide PCR is determined, it may differ 
from the sum of insurance legal entity PCRs because of group factors including 
group diversification effects, group risk concentrations and intra-group 
transactions. Similarly, where group-wide capital adequacy assessment involves 
the determination of a set of PCRs for the insurance legal entities in an insurance 
group, these may differ from the insurance legal entity PCRs if group factors are 
reflected differently in the group capital assessment process. Differences in the 
level of safety established by different jurisdictions in which the group operates 
should be considered when establishing group-wide PCR(s).  

17.5.4 The establishment of a single group-wide MCR might also be considered 
and may, for example, trigger supervisory intervention to restructure the control 
and/or capital of the group. A possible advantage of this approach is that it may 
encourage a group solution where an individual insurer is in financial difficulty and 
capital is sufficiently fungible and assets are transferable around the group. 
Alternatively, the protection provided by the supervisory power to intervene at 
individual entity level on breach of an insurance legal entity MCR may be regarded 
as sufficient.  

17.5.5 The solvency control levels adopted in the context of group-wide capital 
adequacy assessment should be designed so that together with the solvency 
control levels at insurance legal entity level they represent a consistent ladder of 

17.5.3 一案として、単一のグループPCR、または、グループに属する保険法人

に関する整合の取れた一組のPCRを設け、これが充足されていれば、資本上の

理由によるグループ・レベルでの規制介入は必要でも適切でもないとみなすア

プローチが考えられる。このようなアプローチは、例えば、分岐構造を有する

類似の組織で、グループ構造が異なるもの（グループの構造に変化があった場

合など）に対するアプローチの整合を図る一助となりうる。単一のグループ

PCRを定める場合には、グループの分散効果やグループ・リスクの集中、グル

ープ内取引などのグループ要因があるため、グループPCRが保険法人のPCRの

総和と異なることもありうる。同様に、保険グループに属する保険法人に関す

る一組のPCRを定めることで、グループ全体の資本充分性評価を行う場合で

も、グループ要因がグループ資本評価プロセスに異なる形で反映されていれ

ば、保険法人ベースのPCRと差がでることもありうる。グループPCRを設ける

場合には、グループが事業展開する各管轄区域で設定された安全性レベルの差

異を考慮すべきである。

17.5.4 単一のグループMCRの設定も検討しうるが、この場合には、グループの

支配や資本を再編するための監督措置発動の引き金とすることなどが考えられ

る。このアプローチの利点としては、ある単体保険会社が経営難に陥ったもの

の、グループ内部で資本の充分な流用可能性があり、および、資産の移転可能

性がある場合に、グループでの解決策を奨励できることが考えられる。その一

方で、法人ベースのMCRを下回った保険法人に監督者が介入できる権限により

充分な保護が提供されるとみなされる場合もある。

17.5.5 グループ全体の資本充分性評価の関連で用いるソルベンシー・コントロ

ール水準は、保険法人レベルでのソルベンシー・コントロール水準とともに、

整合性のある介入措置の階層構造を形成するように定めるべきである。例え
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supervisory intervention. For example, a group-wide PCR should trigger 
supervisory intervention before a group-wide MCR because the latter may invoke 
the supervisor’s strongest actions. Also, if a single group-wide PCR is used it may 
be appropriate for it to have a floor equal to the sum of the legal entity MCRs of 
the individual entities in the insurance group. Otherwise, no supervisory 
intervention into the operation of the group would be required even though at least 
one of its member insurers had breached its MCR.  

17.5.6 Supervisory intervention triggered by group-wide solvency control levels 
should take the form of coordinated action by relevant group supervisors. This 
may, for example, involve increasing capital at holding company level or 
strategically reducing the risk profile or increasing capital in insurance legal 
entities within the group. Such supervisory action may be exercised via the 
insurance legal entities within a group and, where insurance holding companies 
are authorised, via those holding companies. Supervisory action in response to 
breaches of group-wide solvency control levels should not alter the existing 
division of statutory responsibilities of the supervisors responsible for authorising 
and supervising each individual insurance legal entity.  

Structure of regulatory capital requirements - approaches to determining 
regulatory capital requirements  

17.6 The regulatory capital requirements are established in an open and 
transparent process, and the objectives of the regulatory capital 
requirements and the bases on which they are determined are explicit. In 
determining regulatory capital requirements, the supervisor allows a set of 
standardised and, if appropriate, other approved more tailored approaches 
such as the use of (partial or full) internal models. 

ば、グループPCRは、グループMCRより前に介入措置を発動すべきである。な

ぜなら、MCRは監督者による最も強硬な措置を発動させるからである。また、

単一のグループPCRを使用する場合、保険グループ内保険法人のMCRの総和に

等しいフロアを設けることが適切といえよう。さもなければ、グループ内の保

険会社のいずれかがMCRを下回っても、グループ運営への監督介入はまったく

要求されないことになってしまう。

17.5.6 グループ全体のソルベンシー・コントロール水準により発動される監督

措置は、関係するグループ監督者による協調行動の形で実施すべきである。具

体的には、持株会社レベルでの増資や、グループ内の保険法人の戦略的なリス

ク・プロファイル削減または増資などが考えうる。このような監督措置は、グ

ループ内保険法人を通じて講じられることもあれば、保険持株会社が認可され

ている場合、こうした持株会社を通じて講じられることもある。グループ全体

のソルベンシー・コントロール水準違反に対する監督措置は、個々の保険法人

の認可と監督を担当する監督者の現行の法定責任分担に変更を加えるものとす

べきでない。

規制上の資本要件の構造－規制上の資本要件決定のアプローチ

17.6 規制上の資本要件は、オープンかつ透明なプロセスで設定され、規制上の

資本要件の目的およびそれらが決定される根拠が明示される。規制上の資本要

件を決定する上で、監督者は、標準化されたアプローチ一式および、適切であ

れば、（部分的または全面的）内部モデルの使用といった、他の承認されたオー

ダーメイド型のアプローチを認める。
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17.6.1 Transparency as to the regulatory capital requirements that apply is 
required to facilitate effective solvency assessment and supports its 
enhancement, comparability and convergence internationally.  

17.6.2 The supervisor may develop separate approaches for the determination of 
different regulatory capital requirements, in particular for the determination of the 
MCR and the PCR. For example, the PCR and MCR may be determined by two 
separate methods, or the same methods and approaches may be used but with 
two different levels of safety specified. In the latter case, for example, the MCR 
may be defined as a simple proportion of the PCR, or the MCR may be determined 
on different specified target criteria to those specified for the PCR.  

17.6.3 The PCR would generally be determined on a going concern basis, i.e. in 
the context of the insurer continuing its operations. On a going concern basis, an 
insurer would be expected to continue to take on new risks during the established 
time horizon. Therefore, in establishing the regulatory capital level to provide an 
acceptable level of solvency, the potential growth in an insurer’s portfolio should 
be considered.  

17.6.4 Capital should also be capable of protecting policyholders if the insurer 
were to close to new business. Generally, the determination of capital on a going 
concern basis would not be expected to be less than would be required if it is 
assumed that the insurer were to close to new business. However, this may not 
be true in all cases, since some assets may lose some or all of their value in the 
event of a winding-up or run-off, for example, because of a forced sale. Similarly, 
some liabilities may actually have an increased value if the business does not 
continue (e.g. claims handling expenses).  

17.6.1 適用する規制上の資本要件に関する透明性は、効果的なソルベンシー評

価を促進するために要求され、その向上、比較可能性およびコンバージェンス

を国際的に支援する。

17.6.2 監督者は、様々な規制上の資本要件、特に、MCRおよびPCRの決定のた

めに、別々のアプローチを策定することがある。例えば、PCRおよびMCRは、

2つの別々の方法によって決定されることがあるし、または、同一の方法および

アプローチが、特定の2つの異なる安全性のレベルでもって使用されることがあ

る。例えば後者の場合、MCRはPCRの単純割合として定めることも、PCRにつ

いて定められたものとは異なる特定の目標に基づいて定めることもできる。

17.6.3 PCRは通常、継続企業ベースで、すなわち、保険会社が業務を継続して

いるという状況を想定して決定されるであろう。継続企業ベースでは、保険会

社が所定の計測期間内で新契約の引受を続けることが想定される。それ故、受

容可能なソルベンシーの水準を定める規制上の資本レベルの設定においては、

保険会社のポートフォリオ成長の可能性を考慮するべきである。

17.6.4 資本は、保険会社が新契約引受を停止することになった場合でも、保険

契約者を保護できるべきである。一般的に、継続企業ベースで定められる資本

は、保険会社が新契約引受を停止すると想定した場合に要求される水準を下回

らないはずである。しかしながら、このことは全ての事例に当てはまるもので

はないかもしれない。なぜなら、例えば清算またはラン・オフの場合、一部の

資産は強制売却により、その価値の一部または全部を失いかねないからであ

る。同様に、一部の負債は、事業が継続しないのであれば、実際に価値が増え

るかもしれない（例えば、保険金請求事務処理経費）。
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17.6.5 Usually the MCR would be constructed taking into consideration the 
possibility of closure to new business. It is, however, relevant to also consider the 
going concern scenario in the context of establishing the level of the MCR, as an 
insurer may continue to take on new risks up until the point at which MCR 
intervention is ultimately triggered. The supervisor should consider the appropriate 
relationship between the PCR and MCR, establishing a sufficient buffer between 
these two levels (including consideration of the basis on which the MCR is 
generated) within an appropriate continuum of solvency control levels, having 
regard for the different situations of business operation and other relevant 
considerations.  

17.6.6 It should be emphasised that meeting the regulatory capital requirements 
should not be taken to imply that further financial injections will not be necessary 
under any circumstances in future.  

17.6.7 Regulatory capital requirements may be determined using a range of 
approaches, such as standard formulae, or other approaches, more tailored to the 
individual insurer (such as partial or full internal models), which are subject to 
approval by the relevant supervisors.

49 
Regardless of the approach used, the 

principles and concepts that underpin the objectives for regulatory capital 
requirements described in this ICP apply and should be applied consistently by 
the supervisor to the various approaches. The approach adopted for determining 
regulatory capital requirements should take account of the nature and materiality 
of the risks insurers face generally and, to the extent practicable, should also 

17.6.5 通常、MCRは新契約引受停止の可能性を考慮に入れて設定されることに

なる。しかしながら、保険会社はMCRに基づく介入が最終的に発動されるまで

は、新たなリスクを引き受け続けるかもしれないことから、MCRの水準設定の

関連で継続企業シナリオも検討するのが妥当である。監督者は、PCRとMCRの

適切な関係を検討し（MCRの設定根拠の検討を含め）、さまざまな事業運営の

状況やその他の関連検討事項を考慮しながら、ソルベンシー・コントロール水

準が適切に連続するように、これらの2つの水準間に充分なバッファーを設定す

べきである。

17.6.6 規制上の資本要件を満たしているからといって、将来いかなる状況の下

でも、さらなる資金注入が必要でないと解釈すべきではないことを強調してお

く必要があろう。

17.6.7 規制上の資本要件は、標準型算定式、または、監督者の承認を必要と

し、（部分的もしくは全面的な内部モデルのような）個々の保険会社により合わ

せた「オーダーメイド型」アプローチといった、その他さまざまなアプローチ

を使用して決定しうる49。使用されるアプローチにかかわらず、本ICPで述べる

規制上の資本要件の目的を裏づける原則および概念は、使用されるアプローチ

にかかわらず適用され、また、監督者はこれを整合の取れた形で、さまざまな

アプローチへ適用すべきである。規制上の資本要件を決定するために採択する

アプローチは、保険会社が通常直面するリスクの性質および重大性を考慮すべ

きであり、また、実行可能な限り特定の保険会社のリスクの性質、規模および

49 A more tailored approach which is not an internal model might include, for example, approved variations in factors contained in a standard formula or prescribed scenario tests which are appropriate for a particular 
insurer or group of insurers. 

   内部モデル以外のオーダーメイド型アプローチとしては、標準型算定式に含まれる因数の承認を受けた変更や、特定の保険会社または保険会社グループに適したシナリオ・テストなどがあげられよう。
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reflect the nature, scale and complexity of the risks of the particular insurer.  

17.6.8 Standardised approaches, in particular, should be designed to deliver 
capital requirements which reasonably reflect the overall risk to which insurers are 
exposed, while not being unduly complex. Standardised approaches may differ in 
level of complexity depending on the risks covered and the extent to which they 
are mitigated or may differ in application based on classes of business (e.g. life 
and non-life). Standardised approaches should be appropriate to the nature, scale 
and complexity of the risks that insurers face and should include approaches that 
are feasible in practice for insurers of all types including small and medium sized 
insurers and captives taking into account the technical capacity that insurers need 
to manage their businesses effectively.  

17.6.9 By its very nature a standardised approach may not be able to fully and 
appropriately reflect the risk profile of each individual insurer. Therefore, where 
appropriate, a supervisor should allow the use of more tailored approaches 
subject to approval. In particular, where an insurer has an internal model (or partial 
internal model) that appropriately reflects its risks and is integrated into its risk 
management and reporting, the supervisor should allow the use of such a model 
to determine more tailored regulatory capital requirements, where appropriate

50
. 

The use of the internal model for this purpose would be subject to prior approval 
by the supervisor based on a transparent set of criteria and would need to be 
evaluated at regular intervals. In particular, the supervisor would need to be 
satisfied that the insurer’s internal model is, and remains, appropriately calibrated 
relative to the target criteria established by the supervisor (see Guidance 17.12.1 

複雑性も反映すべきである。

17.6.8 特に、標準化されたアプローチ（以下、「標準化アプローチ」）は、複雑

になりすぎないものとする一方で、保険会社がさらされるリスク全体を合理的

に反映する資本要件を定められるよう設計するべきである。標準化アプローチ

は、カバーされるリスクおよび当該リスクが軽減される度合いにより複雑性の

程度が異なることがあるほか、保険種目（例えば、生保および損保）に応じて

適用が異なることもある。標準化アプローチは、保険会社が直面するリスクの

性質、規模および複雑さに適切なものとすべきであり、また、保険会社が効果

的に事業を運営するために必要な専門的能力を考慮して、中小・中堅の保険会

社およびキャプティブを含むあらゆる種類の保険会社にとって実務上実行可能

なアプローチを含むべきである。

17.6.9 標準化アプローチはその性質上、個々の保険会社のリスク・プロファイ

ルを充分かつ適切に反映できないことがある。それ故、適切な場合、監督者

は、承認を前提として、オーダーメイド型アプローチの使用を認めるべきであ

る。特に、保険会社がそのリスクを適切に反映し、かつ、そのリスク管理およ

び報告と一体化されている内部モデル（または、部分的内部モデル）を有する

場合、監督者は、適切な場合において、オーダーメイド型の規制上の資本要件

を決定するために、そのようなモデルの使用を認めるべきである50。この目的で

の内部モデルの使用は、透明性のある判断基準一式に基づく監督者による事前

承認に服するほか、定期的に査定評価される必要があろう。特に、監督者は、

保険会社の内部モデルが、自身が確立した目安となる判断基準に照らして適切

に較正されているとの確証を得る必要があろう（指針17.12.1から17.12.18を参

照）。

50 It is noted that the capacity for a supervisor to allow the use of internal models will need to take account of the sufficiency of resources available to the supervisor. 
   監督者に内部モデルの使用を認める能力があるかどうかを判定する場合には、監督者にとっての利用可能な資源の充分性を考慮する必要があることに注意。 
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to 17.12.18).  

17.6.10 The supervisor should also be clear on whether an internal model may be 
used for the determination of the MCR. In this regard, the supervisor should take 
into account the main objective of the MCR (i.e. to provide the ultimate safety net 
for the protection of policyholders) and the ability of the MCR to be defined in a 
sufficiently objective and appropriate manner to be enforceable (refer to Guidance 
17.3.4). 

17.7 The supervisor addresses all relevant and material categories of risk in 
insurers and is explicit as to where risks are addressed, whether solely in 
technical provisions, solely in regulatory capital requirements or if 
addressed in both, as to the extent to which the risks are addressed in each. 
The supervisor is also explicit as to how risks and their aggregation are 
reflected in regulatory capital requirements. 

Types of risks to be addressed

17.7.1 The supervisor should address all relevant and material categories of risk 
- including as a minimum underwriting risk, credit risk, market risk, operational risk 
and liquidity risk. This should include any significant risk concentrations, for 
example, to economic risk factors, market sectors or individual counterparties, 
taking into account both direct and indirect exposures and the potential for 
exposures in related areas to become more correlated under stressed 
circumstances.  

Dependencies and interrelations between risks 

17.6.10 監督者は、MCRの決定に内部モデルが使用できるかどうかも明らかに

すべきである。この点につき監督者は、MCRの主要目的（すなわち、保険契約

者保護のための究極のセーフティーネットを提供すること）、および、充分に客

観的かつ適切なやり方でMCRを定め、これを執行可能とできる能力を考慮に入

れるべきである（指針17.3.4を参照）。

17.7 監督者は、保険会社における関連性がありかつ重大な全てのリスク・カテ

ゴリーに対処し、どこでリスクが扱われるのか、保険契約準備金においてだけ

なのか、規制上の資本要件においてだけなのか、それとも両者に対処するので

あれば、それぞれにおいて、どの程度のリスクに対処するのかについて明示す

る。監督者は、リスクおよびその総計が規制上の資本要件にどのように反映さ

れるのかについても明示する。

対処すべきリスクの種類

17.7.1 監督者は、最小限として引受リスク、信用リスク、市場リスク、オペレ

ーショナル・リスクおよび流動性リスクを含む、全ての関連する重要なリス

ク・カテゴリーを取り扱うべきである。また、直接と間接のエクスポージャー

と、ストレス環境下で関係領域でのエクスポージャーが相関関係を強める潜在

的可能性を考慮に入れながら、重要なリスクの集中（例えば、経済的なリスク

要因、市場部門（Market Sectors）または個々の取引相手などへの集中）も、こ

れに含めるべきである。

リスク間の依存と相互関係
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17.7.2 The assessment of the overall risk that an insurer is exposed to should 
address the dependencies and interrelationships between risk categories (for 
example, between underwriting risk and market risk) as well as within a risk 
category (for example, between equity risk and interest rate risk). This should 
include an assessment of potential reinforcing effects between different risk types 
as well as potential “second order effects”, i.e. indirect effects to an insurer’s 
exposure caused by an adverse event or a change in economic or financial market 
conditions.

51 
It should also consider that dependencies between different risks 

may vary as general market conditions change and may significantly increase 
during periods of stress or when extreme events occur. “Wrong way risk”, which 
is defined as the risk that occurs when exposure to counterparties, such as 
financial guarantors, is adversely correlated to the credit quality of those 
counterparties, should also be considered as a potential source of significant loss 
e.g. in connection with derivative transactions. Where the determination of an 
overall capital requirement takes into account diversification effects between 
different risk types, the insurer should be able to explain the allowance for these 
effects and ensure that it considers how dependencies may increase under 
stressed circumstances.  

Allowance for risk mitigation 

17.7.3 Any allowance for reinsurance in determining regulatory capital 
requirements should consider the possibility of breakdown in the effectiveness of 
the risk transfer and the security of the reinsurance counterparty and any 
measures used to reduce the reinsurance counterparty exposure. Similar 

17.7.2 保険会社がさらされるリスク全体の評価は、リスク・カテゴリー間（例

えば、引受リスクと市場リスク）およびリスク・カテゴリー内（例えば、株式

リスクと金利リスク）の依存と相互関係を取り扱うべきである。これには、異

なるリスク種類間の潜在的な増強効果、および、潜在的な「二次効果」、すなわ

ち不利な事象や経済情勢または金融市場の状況の変化に起因する保険会社のエ

クスポージャーへの間接的な影響51の評価を含めるべきである。また、異なった

リスク間の依存性は、市場情勢全般が変化するにつれて変わる可能性があり、

かつ、ストレス時や極端な事象が生じたときに大きく増加する可能性があるこ

とも考慮に入れるべきである。「逆方向リスク」は、金融保証者などのカウンタ

ーパーティに対するエクスポージャーがそれらのカウンターパーティの信頼性

に対し悪い相関性を有する場合に生じるリスクとして定義されるが、これはま

た、例えばデリバティブ取引と関連するものなど、重大な損失が発生しうる原

因としてもみなされるべきである。全体の資本要件の決定で異なるリスク種類

間の分散効果を考慮に入れる場合、保険会社はこれらの効果の斟酌

（allowance）を説明することができるべきであり、かつ、ストレス環境下でど

のように依存性が増加しうるかの検討も確保するべきである。

リスク緩和の斟酌

17.7.3 規制上の資本要件を決定するうえで、再保険の斟酌を行う場合には、リ

スク移転効果の消滅（breakdown）の可能性や、受再者の安全性とともに、そ

の受再者へのエクスポージャーを軽減するために利用している方策があれば、

これも考慮すべきである。類似の配慮はデリバティブなど、他のリスク軽減策

51 For example, a change in the market level of interest rates could trigger an increase of lapse rates on insurance policies. 
   例えば、市場金利の変化は、保険契約の失効率の上昇につながりかねない。 
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considerations would also apply for other risk mitigants, for example derivatives. 

Transparency of recognition of risks in regulatory requirements

17.7.4 The supervisor should be explicit as to where risks are addressed, whether 
solely in technical provisions, solely in regulatory capital requirements or if 
addressed in both, as to the extent to which the risks are addressed in each. The 
solvency requirements should also clearly articulate how risks are reflected in 
regulatory capital requirements, specifying and publishing the level of safety to be 
applied in determining regulatory capital requirements, including the established 
target criteria (refer to Standard 17.8).  

Treatment of risks which are difficult to quantify 

17.7.5 The IAIS recognises that some risks, such as strategic risk, reputational 
risk, liquidity risk and operational risk, are less readily quantifiable than the other 
main categories of risks. Operational risk, for example, is diverse in its composition 
and depends on the quality of systems and controls in place. The measurement 
of operational risk, in particular, may suffer from a lack of sufficiently uniform and 
robust data and well developed valuation methods. Jurisdictions may choose to 
base regulatory capital requirements for these less readily quantifiable risks on 
some simple proxies for risk exposure and/or stress and scenario testing. For 
particular risks (such as liquidity risk), holding additional capital may not be the 
most appropriate risk mitigant and it may be more appropriate for the supervisor 
to require the insurer to control these risks via exposure limits and/or qualitative 
requirements such as additional systems and controls.  

にも当てはまることになろう。

規制要件におけるリスク認識の透明性

17.7.4 監督者は、どこでリスクが扱われるのか、保険契約準備金においてだけ

なのか、規制上の資本要件においてだけなのか、それとも両者において扱われ

るのであれば、それぞれにおいて、どの程度のリスクに対処するのかについて

明示すべきである。ソルベンシー要件は、リスクが規制上の資本要件において

どのように反映されているかについても、はっきり表現すべきである。また、

設定された目標となる基準を含め、規制上の資本要件を決定するうえで、適用

されるべき安全性のレベルを特定し、かつ公表することが求められる（基準

17.8を参照）。

定量化が困難なリスクの取扱い

17.7.5 IAISは、戦略的リスク、風評リスク、流動性リスクおよびオペレーショ

ナル・リスクといった一部のリスクが、その他の主要なリスク・カテゴリーよ

りも容易には定量化できないことを認識している。例えば、オペレーショナ

ル・リスクは、その組成を見ると多様であって、整備されているシステムおよ

び統制の質に依存している。特に、オペレーショナル・リスクの測定では、充

分に統一性があり、しっかりしたデータや、十分に開発された評価方法の欠如

に悩まされることがある。管轄区域は、これら定量化が比較的容易でないリス

クに関する規制上の資本要件の基礎を、リスク・エクスポージャーのいくつか

の単純な代用および／またはストレス・テストやシナリオ・テストに置くこと

を選択することがある。（流動性リスクのような）特定のリスクについては、追

加資本を所有することが最適なリスク緩和法とならないおそれがあるため、監

督者は保険会社に対して、エクスポージャーの制限、および／または、追加的

システムや統制といった質的要件を通じて、これらのリスクを管理するよう要
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17.7.6 However, the IAIS envisages that the ability to quantify some risks (such 
as operational risk) will improve over time as more data become available or 
improved valuation methods and modelling approaches are developed. Further, 
although it may be difficult to quantify risks, it is important that an insurer
nevertheless addresses all material risks in its own risk and solvency assessment. 

17.8 The supervisor sets appropriate target criteria for the calculation of 
regulatory capital requirements, which underlie the calibration of a 
standardised approach. Where the supervisor allows the use of approved 
more tailored approaches such as internal models for the purpose of 
determining regulatory capital requirements, the target criteria underlying 
the calibration of the standardised approach are also used by those 
approaches for that purpose to require broad consistency among all 
insurers within the jurisdiction. 

17.8.1 The level at which regulatory capital requirements are set will reflect the 
risk tolerance of the supervisor. Reflecting the IAIS’s principles-based approach, 
this ICP does not prescribe any specific methods for determining regulatory capital 
requirements. However, the IAIS’s view is that it is important that individual 
jurisdictions set appropriate target criteria (such as risk measures, confidence 
levels or time horizons) for their regulatory capital requirements. Further, each 
jurisdiction should outline clear principles for the key concepts for determining 
regulatory capital requirements, considering the factors that a supervisor should 
take into account in determining the relevant parameters as outlined in this ICP. 

求するほうが適切かもしれない。

17.7.6 しかしながら、（オペレーショナル・リスクのような）いくつかのリス

クを定量化する能力は、さらにデータが入手できるにつれて、または改善され

た評価方法およびモデル化アプローチが開発されるにつれて、やがて改善され

るものとIAISは予想している。さらに、リスクを定量化することは困難かもし

れないが、保険会社はそれでもなお、自社のリスクとソルベンシーの評価にお

いて、全ての重要なリスクに対処することが重要である。

17.8  監督者は、規制上の資本要件の算定のために、適切な目標となる基準を

設定し、これを標準化アプローチの較正の基礎とする。規制上の資本要件を決

定する目的で、内部モデルのような、承認されたオーダーメイド型アプローチ

の使用を監督者が認める場合、そのアプローチでは、同じ目的で、管轄区域内

の全保険会社間での広範な整合性を要求するために、標準化されたアプローチ

の較正の根拠となる目標となる基準も用いる。

17.8.1 規制上の資本要件が設定されるレベルは、監督者のリスク許容度を反映

することになる。IAISのプリンシプルベースのアプローチを反映して、本ICP
は、規制上の資本要件を決定するための特定の方法について規定しない。しか

しながら、IAISの見解は、個々の管轄区域の規制上の資本要件のための適切な

目標となる基準（リスク尺度、信頼水準、または計測期間等）を個々の管轄区

域が設定することが重要であるということである。さらに、本ICPで概説した適

切なパラメーターを決定するうえで、監督者が考慮すべき要因を検討しつつ、

各管轄区域は、規制上の資本要件を決定するための重要な概念に関する明確な

原則の要点を述べるべきである。
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17.8.2 Where a supervisor allows the use of other more tailored approaches to 
determine regulatory capital requirements, the target criteria established should 
be applied consistently to those approaches. In particular, where a supervisor 
allows the use of internal models for the determination of regulatory capital 
requirements, the supervisor should apply the target criteria in approving the use 
of an internal model by an insurer for that purpose. This should achieve broad 
consistency among all insurers and a similar level of protection for all 
policyholders, within the jurisdiction.  

17.8.3 With regards to the choice of the risk measure and confidence level to 
which regulatory capital requirements are calibrated, the IAIS notes that some 
supervisors have set a confidence level for regulatory purposes which is 
comparable with a minimum investment grade level. Some examples have 
included a 99.5% VaR calibrated confidence level over a one year timeframe

52
, 

99% TVaR over one year and 95% TVaR over the term of the policy obligations. 

17.8.4 In regards to the choice of an appropriate time horizon, the determination 
and calibration of the regulatory capital requirements needs to be based on a more 
precise analysis, distinguishing between: 

• the period over which a shock is applied to a risk – the “shock period”; and  
• the period over which the shock that is applied to a risk will impact the insurer 

– the “effect horizon”.  

17.8.5 For example, a one-off shift in the interest rate term structure during a 

17.8.2 監督者が規制上の資本要件を決定するために、他のオーダーメイド型ア

プローチの使用を認める場合には、設定された目標となる基準は、そうしたア

プローチに一貫して適用すべきである。特に、監督者が規制上の資本要件決定

のために内部モデルの使用を認める場合には、監督者はその目的での内部モデ

ル使用を保険会社に認めるうえで、目標となる基準を適用すべきである。そう

すれば、管轄区域内において、全ての保険会社間の広範な整合性と、全保険契

約者に対する同様な水準の保護を達成できるはずである。

17.8.3 規制上の資本要件が較正される際に使われるリスク尺度および信頼水準

の選択について、IAISは、一部の監督者が、規制目的で、最低限の投資適格レ

ベルに相当する信頼水準を設定していることに留意する。具体的には、期間1年
でバリュー・アット・リスク（VaR）較正信頼水準99.5%52、期間1年でテイ

ル・バリュー・アット・リスク（TVaR）較正信頼水準99%、保険契約債務の期

間全体につきTVaR較正信頼水準95%などの例があげられる。

17.8.4 適切な計測期間の選択に関して、規制上の資本要件の決定および較正

は、以下を区別する、より正確な分析に基づくことが必要である。

・ リスクに衝撃が加わる期間－「衝撃期間」

・ リスクに加わった衝撃が保険会社に影響を与える期間－「影響期間」

17.8.5 例えば、1年の衝撃期間内に金利の期間構造がシフトすれば、保険契約

52 This is the level expected in Australia for those insurers that seek approval to use an internal model to determine their MCR. It is also the level used for the calculation of the risk-based Solvency Capital Requirement 
under the European Solvency II regime. 
これは、オーストラリアで、自社 MCR の決定における内部モデルの使用承認を求める保険会社に期待される水準である。それはまた、欧州のソルベンシーⅡ制度の下でリスク・ベースのソルベンシー資本要件算出

に用いられる水準である。 
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shock period of one year has consequences for the discounting of the cash flows 
over the full term of the policy obligations (the effect horizon). A judicial opinion 
(e.g. on an appropriate level of compensation) in one year (the shock period) may 
have permanent consequences for the value of claims and hence will change the 
projected cash flows to be considered over the full term of the policy obligations 
(the effect horizon).  

17.8.6 The impact on cash flows of each stress that is assumed to occur during 
the shock period will need to be calculated over the period for  
which the shock will affect the relevant cash flows (the effect horizon). In many 
cases this will be the full term of the insurance obligations. In some cases, realistic 
allowance for offsetting reductions in discretionary benefits to policyholders or 
other offsetting management actions may be considered, where they could and 
would be made and would be effective in reducing policy obligations or in reducing 
risks in the circumstances of the stress. In essence, at the end of the shock period, 
capital has to be sufficient so that assets cover the technical provisions (and other 
liabilities) re-determined at the end of the shock period. The re-determination of 
the technical provisions would allow for the impact of the shock on the technical 
provisions over the full time horizon of the policy obligations.  

17.8.7 Figure 17.3 summarises key aspects relevant to the determination of 
regulatory capital requirements:  

債務の全期間（影響期間）にわたるキャッシュ・フローの割引に影響する。あ

る1年（衝撃期間）における裁判所の見解（例えば、適切な補償のレベルについ

て）は、保険金の額に永続的な影響を及ぼしかねないが、この場合、保険契約

債務の全期間（影響期間）にわたって考慮すべき予測キャッシュ・フローが変

化することになる。

17.8.6 衝撃期間の間に生じることが想定される各ストレスのキャッシュ・フロ

ーへの影響は、衝撃が関連キャッシュ・フローに影響する期間（影響期間）に

わたって算定する必要がある。多くの場合、影響期間は保険契約債務の全期間

に相当する。場合によっては、保険契約者への裁量的な給付における相殺によ

る削減、または、その他の相殺の経営措置の現実的な裁量が考慮されうるが、

それは、それらがなされることが可能であり、かつ、契約債務の削減またはス

トレス状況下のリスクの削減において効果的となる場合である。すなわち、衝

撃期間の終了時点で充分な資本を確保し、資産が衝撃期間末時点で再判定され

た保険契約準備金（およびその他の負債）をカバーできるようにしておかねば

ならない。保険契約準備金の再判定は、保険契約債務の全期間にわたる保険契

約準備金への衝撃の影響を考慮するものとなろう。

17.8.7 下図17.3は、規制上の資本要件の決定に関係する主要な側面を要約して

いる。
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Figure 17.3: Illustration of determination of regulatory capital requirements

17.8.8 For the determination of the technical provisions, an insurer is expected to 
consider the uncertainty attached to the policy obligations, that is, the likely (or 
expected) variation of future experience from what is assumed in determining the 
current estimate, over the full period of the policy obligations. As indicated above, 
regulatory capital requirements should be calibrated such that assets exceed the 
technical provisions (and other liabilities) over a defined shock period with an 
appropriately high degree of safety. That is, the regulatory capital requirements 
should be set such that the insurer’s capital resources can withstand a range of 
predefined shocks or stress scenarios that are assumed to occur during that shock 
period (and which lead to significant unexpected losses over and above the 
expected losses that are captured in the technical provisions).  

図17.3：規制上の資本要件決定の概念図

17.8.8 保険契約準備金の決定に関して、保険会社は、保険契約債務の全期間に

わたり、保険契約債務に付随する不確実性、すなわち、現在推定を算出するう

えで想定した将来経験と、実際の将来経験との間に生じる公算が高い（または

予測される）差異を考慮することが期待される。上に示すように、規制上の資

本要件は、資産が、定義された衝撃期間にわたって適度に高い安全性を有し保

険契約準備金（およびその他の負債）を上回るように較正されるべきである。

すなわち、規制上の資本要件は、衝撃期間中に生じることが想定される（およ

び保険契約準備金に反映されている期待損失を上回る重大な非期待損失につな

がる）さまざまな所定の衝撃またはストレス・シナリオに保険会社の資本リソ

ースが耐えられるように設定されるべきである。
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Calibration and measurement error  

17.8.9 The risk of measurement error inherent in any approach used to determine 
capital requirements should be considered. This is especially important where 
there is a lack of sufficient statistical data or market information to assess the tail 
of the underlying risk distribution. To mitigate model error, quantitative risk 
calculations should be blended with qualitative assessments, and, where 
practicable, multiple risk measurement tools should be used. To help assess the 
economic appropriateness of risk-based capital requirements, information should 
be sought on the nature, degree and sources of the uncertainty surrounding the 
determination of capital requirements in relation to the established target criteria. 

17.8.10 The degree of measurement error inherent, in particular, in a standardised 
approach depends on the degree of sophistication and granularity of the 
methodology used. A more sophisticated standardised approach has the potential 
to be aligned more closely to the true distribution of risks across insurers. 
However, increasing the sophistication of the standardised approach is likely to 
imply higher compliance costs for insurers and more intensive use of supervisory 
resources (for example, in validating the calculations). The calibration of the 
standardised approach therefore needs to balance the trade-off between risk-
sensitivity and implementation costs.  

Procyclicality 

17.8.11 When applying risk-based regulatory capital requirements, there is a risk 
that an economic downturn will trigger supervisory interventions that exacerbate 
the economic crises, thus leading to an adverse “procyclical” effect. For example, 

較正と測定の誤差

17.8.9 資本要件の決定にどのようなアプローチを用いるときでも、固有の測定

誤差のリスクを考慮するべきである。これは、根底にあるリスク分布のテイル

部分を評価するための充分な統計データや市場情報が不足している場合、特に

重要である。モデル誤差を軽減するために、量的なリスク計算は質的な評価と

組み合わせるべきであり、また、実行可能であれば、複数のリスク測定ツール

を使用するべきである。リスク・ベースの資本要件の経済的適切性を評価する

一助として、設定された目標となる基準との関連における資本要件の決定を取

り巻く不確実性の性質、程度および源に関する情報を探求すべきである。

17.8.10 .特に、標準化アプローチに内在する測定誤差の程度は、使用された方

法の洗練性および精度の程度に左右される。より洗練されたアプローチは、保

険会社間の真のリスク分布をより正確に反映できる可能性を秘めている。しか

しながら、標準化アプローチの洗練性を増すことは、保険会社にとって、より

高いコンプライアンス費用を意味するだけでなく、監督資源のより集中的な使

用（例えば、算定結果の検証に際し）も必要としよう。よって、標準化アプロ

ーチを較正する場合には、リスク感応性と実施費用間のトレードオフ関係をバ

ランスさせる必要がある。

プロシクリカリティ

17.8.11 リスク・ベースの規制上の資本要件を適用する場合、経済の低迷が監

督上の介入を引き起こし、介入が経済危機をさらに悪化させることで「プロシ

クリカリティ（景気循環増幅効果）」という逆効果をもたらすリスクがある。例
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a severe downturn in share markets may result in a depletion of the capital 
resources of a major proportion of insurers. This in turn may force insurers to sell 
shares and to invest in less risky assets in order to decrease their regulatory 
capital requirements. A simultaneous massive selling of shares by insurers could, 
however, put further pressure on the share markets, thus leading to a further drop 
in share prices and to a worsening of the economic crises.  

17.8.12 However, the system of solvency control levels required enables 
supervisors to introduce a more principles-based choice of supervisory 
interventions in cases where there may be a violation of the PCR control level and 
this can assist in avoiding exacerbation of procyclicality effects: supervisory 
intervention is able to be targeted and more flexible in the context of an overall 
economic downturn so as to avoid measures that may have adverse 
macroeconomic effects.  

17.8.13 It could be contemplated whether further explicit procyclicality-dampening 
measures would be needed. This may include allowing a longer period for 
corrective measures or allowance for the calibration of the regulatory capital 
requirements to reflect procyclicality dampening measures. Overall, when such 
dampening measures are applied, an appropriate balance needs to be achieved 
to preserve the risk sensitivity of the regulatory capital requirements.  

17.8.14 In considering the impacts of procyclicality, the influence of external 
factors (for example, the influence of credit rating agencies) should be given due 
regard. The impacts of procyclicality also heighten the need for supervisory 
cooperation and communication.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 

えば、株価が急落すれば、大部分の保険会社の資本リソースが枯渇しかねな

い。これによって保険会社が規制上の資本要件を引き下げるために、株式を売

却し、比較的リスクの少ない資産に投資することを強いられかねない。ところ

が、保険会社が同時に株式を大量に売却すれば、株式市場に一層の圧力をもた

らし、ひいては株価の一層の下落と経済危機の悪化につながるおそれもある。

17.8.12 しかしながら、要求されるソルベンシー・コントロール水準の制度に

より、監督者は、PCRコントロール水準違反が起こった場合でも、よりプリン

シプルベースに近い監督措置を導入できる。これはプロシクリカリティ効果の

回避に貢献しうる。全般的な景気低迷を踏まえ、マクロ経済に悪影響を及ぼし

かねない措置を避けられるよう、監督措置の対象を絞り、その柔軟性を高める

ことができるからである。

17.8.13 さらに明確なプロシクリカリティ抑制策が必要かどうかを吟味する余

地はあろう。具体的な措置としては、是正措置の期限延長を認めること、また

は、プロシクリカリティ抑制策を反映した規制上の資本要件の較正を容認する

ことがあげられよう。全般的に、こうした抑制措置が適用されるときは、規制

上の資本要件のリスク感応性を保つため、適切なバランスを達成することが必

要となる。

17.8.14 プロシクリカリティの影響の検討にあたり、外部要因の影響（例え

ば、信用格付機関の影響）が配慮されるべきである。また、プロシクリカリテ

ィの影響は、監督者間の協力とコミュニケーションの必要性を高める。

保険グループおよびグループの一員である保険法人向けの追加指針
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members of groups 

17.8.15 Approaches to determining group-wide regulatory capital requirements 
will depend on the overall approach taken to group-wide capital adequacy 
assessment. Where a group level approach is used, either the group’s 
consolidated accounts may be taken as a basis for calculating group-wide capital 
requirements or the requirements of each insurance legal entity may be 
aggregated or a mixture of these methods may be used. For example, if a different 
treatment is required for a particular entity (for example, an entity located in a 
different jurisdiction) it might be disaggregated from the consolidated accounts 
and then included in an appropriate way using a deduction and aggregation 
approach.  

17.8.16 Where consolidated accounts are used, the requirements of the 
jurisdiction in which the ultimate parent of the group is located would normally be 
applied, consideration should also be given to the scope of the consolidated 
accounts used for accounting purposes as compared to the consolidated balance 
sheet used as a basis for group-wide capital adequacy assessment to require, for 
example, identification and appropriate treatment of non-insurance group entities. 

17.8.17 Where the aggregation method is used (as described in Guidance 
17.1.13), or where a legal entity focus is adopted (as described in Guidance 
17.1.14), consideration should be given as to whether local capital requirements 
can be used for insurance legal entities within the group which are located in other 
jurisdictions or whether capital requirements should be recalculated according to 
the requirements of the jurisdiction in which the ultimate parent of the group is 
located.  

17.8.15 グループ規制上の資本要件の決定にどのようなアプローチを用いるか

は、グループ全体の資本充分性評価で採用される全体的アプローチによって決

まる。グループ・レベルのアプローチが用いられる場合には、グループの連結

財務諸表をグループ全体の資本要件の算定基礎として採用するか、保険法人の

要件を合算するか、これら2つの方法を組み合わせるかのいずれかである。例え

ば、具体的な事業体（異なる管轄区域に所在する事業体など）について、異な

る取扱いが要求される場合には、これを連結財務諸表から除外した上で、控

除・合算アプローチを用い、適切な形で計算に含めることができよう。

17.8.16 連結財務諸表が用いられる場合には通常、グループの究極的親会社が

所在する管轄区域の要件が適用されることになる。また、例えばグループ内非

保険事業体の認識と適切な取扱いを要求するため、グループ全体の資本充分性

評価の基礎として用いられる連結バランスシートとの比較において、会計目的

で用いられる連結財務諸表の範囲も考慮されるべきである。

17.8.17 （指針17.1.13に記載されているように）合算法が用いられる場合、ま

たは、（指針17.1.14に記載されているように）法人への焦点が採用される場合

には、他の管轄区域に所在するグループ内保険法人に関して現地の資本要件を

用いることができるか、それとも、究極的なグループ親会社が所在する管轄区

域の要件に応じて、資本要件を算定しなおすべきかを検討すべきである。
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Group-specific risks 

17.8.18 There are a number of group-specific factors which should be taken into 
account in determining group-wide capital requirements including diversification 
of risk across group entities, intra-group transactions, risks arising from non-
insurance group entities, treatment of group entities located in other jurisdictions 
and treatment of partially-owned entities and minority interests. Particular 
concerns may arise from a continuous sequence of internal financing within the 
group, or closed loops in the financing scheme of the group.  

17.8.19 Group specific risks posed by each group entity to insurance members of 
the group and to the group as a whole are a key factor in an overall assessment 
of group-wide capital adequacy. Such risks are typically difficult to measure and 
mitigate and include notably contagion risk (financial, reputational, legal), 
concentration risk, complexity risk and operational/organisational risks. As groups 
can differ significantly it may not be possible to address these risks adequately 
using a standardised approach for capital requirements. It may therefore be 
necessary to address group specific risks through the use of more tailored 
approaches to capital requirements including the use of (partial or full) internal 
models. Alternatively, supervisors may vary the standardised regulatory capital 
requirement so that group-specific risks are adequately provided for in the 
insurance legal entity and/or group capital adequacy assessment.

53 

17.8.20 Group specific risks should be addressed from both an insurance legal 
entity perspective and group-wide perspective ensuring that adequate allowance 

グループ特有のリスク

17.8.18 グループ全体の資本要件を決定する際には、グループ企業間でのリス

ク分散、グループ内取引、グループ内非保険事業体に起因するリスク、他の管

轄区域に所在するグループ企業の取扱い、部分出資する事業体と少数株主持分

の取扱いを始め、数多くのグループ特有の要因を考慮すべきである。グループ

内の一連の連続した内部資金調達、または、グループの資金調達における閉鎖

的な循環により、特定の懸念が生じる可能性がある。

17.8.19 各グループ企業がグループ内保険会社とグループ全体に及ぼすグルー

プ特有のリスクは、グループ全体の資本充分性の全体的評価において鍵を握る

要因である。こうしたリスクは測定と緩和が難しいのが特徴であるが、特に感

染リスク（財務、風評、法的）、集中リスク、複雑性リスク、オペレーショナ

ル／組織リスクを含む。グループは極めて多種多様なため、資本要件に関する

標準化アプローチを用いて、これらリスクに充分に対処することは不可能かも

しれない。よって、（部分的または全面的）内部モデルの利用を含め、オーダ

ーメイド型の資本要件アプローチを用いて、グループ特有のリスクに対処する

ことが必要かもしれない。これに代わるやり方として、監督者は、法人ベース

および／またはグループ・ベースでの資本充分性評価におけるグループ特有の

リスクが充分に提供されるよう、標準化された規制上の資本要件に幅を持たせ

ることもある53。

17.8.20 グループ特有のリスクには、保険法人の観点とグループの観点の双方

から対処し、充分な考慮を確保すべきである。保険法人ベースのアプローチと

53 See Standard 17.9. 
基準 17.9 を参照。
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is made. Consideration should be given to the potential for duplication or gaps 
between insurance legal entity and group-wide approaches.  

Diversification of risks between group entities  

17.8.21 In the context of a group-wide solvency assessment, there should also be 
consideration of dependencies and interrelations of risks across different 
members in the group. However, it does not follow that where diversification 
effects exist these should be recognised automatically in an assessment of group-
wide capital adequacy. It may, for example, be appropriate to limit the extent to 
which group diversification effects are taken into account for the following reasons: 

• Diversification may be difficult to measure at any time and in particular in times 
of stress. Appropriate aggregation of risks is critical to the proper evaluation of 
such benefits for solvency purposes.  

• There may be constraints on the transfer of diversification benefits across 
group entities and jurisdictions because of a lack of fungibility of capital or 
transferability of assets.  

• Diversification may be offset by concentration/aggregation effects (if this is not 
separately addressed in the assessment of group capital).  

17.8.22 An assessment of group diversification benefits is necessary under 
whichever approach used to assess group-wide capital adequacy. Under a legal 
entity approach, recognition of diversification benefits will require consideration of 
the diversification between the business of an insurance legal entity and other 
entities within the group in which it participates and of intra-group transactions. 
Under an approach with a consolidation focus which uses the consolidated 
accounts method, some diversification benefits will be recognised automatically 
at the level of the consolidated group. In this case, supervisors will need to 

グループ・ベースのアプローチに重複または欠落が生じる可能性も考慮すべき

である。

グループ企業間のリスク分散

17.8.21 グループ全体のソルベンシー評価の関連においては、グループ企業間

のリスクの依存および相互関係も考慮すべきである。しかし、だからといっ

て、分散効果があれば、グループ全体の資本充分性評価で自動的にこれを認識

すべきだということにはならない。例えば、下記の理由により、グループ内分

散効果の算入に限度を設けることが適切なこともある：

・ ストレス時はもちろん、どの時点でも分散の測定は困難となりかねない。

ソルベンシー目的でこのような恩恵を適切に評価するためには、適切なリ

スクの合算が欠かせない。

・ 資本の流用可能性または資産の移転可能性の欠如により、分散の恩恵をグ

ループ企業間および管轄区域間で移転することが制約されかねない。

・ リスク分散は集中／合算の影響（グループ資本評価で個別に取り扱われて

いない場合）によって相殺されるおそれがある。

17.8.22 グループ全体の資本充分性の評価にどのアプローチを用いるにせよ、

グループ内リスク分散の恩恵は評価する必要がある。法人ベースのアプローチ

で分散の恩恵を認識するためには、保険法人の事業と所属するグループの他の

企業との間のリスク分散と、グループ内取引を考慮しなければならない。連結

を重視し、連結財務諸表法を用いるアプローチにおいては、リスク分散による

恩恵の一部が連結グループのレベルで自動的に認識される。この場合、監督者

はそのような恩恵をそのまま認識して差し支えないか、それとも、グループ内

リスク分散の恩恵により生み出された余剰リソースの移転可能性または持続可
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consider whether it is prudent to recognise such benefits or whether an adjustment 
should be made in respect of potential restrictions on the transferability or 
sustainability under stress of surplus resources created by group diversification 
benefits.  

Intra-group transactions  

17.8.23 Intra-group transactions may result in complex and/or opaque intra-group 
relationships which give rise to increased risks at both insurance legal entity and 
group level. In a group-wide context, credit for risk mitigation should only be 
recognised in group capital requirements to the extent that risk is transferred 
outside the group. For example, the transfer of risk to a captive reinsurer or to an 
intra-group insurance special purpose vehicle should not result in a reduction of 
overall group capital requirements.  

Non-insurance group entities  

17.8.24 In addition to insurance legal entities, an insurance group may include a 
range of different types of non-insurance entity, either subject to no financial 
regulation (non-regulated entities) or regulated under other financial sector 
regulation. The impact of all such entities should be taken into account in the 
overall assessment of group-wide solvency but the extent to which they can be 
captured in a group-wide capital adequacy measure as such will vary according 
to the type of non-insurance entity, the degree of control/influence on that entity 
and the approach taken to group-wide supervision.  

17.8.25 Risks from non-regulated entities are typically difficult to measure and 
mitigate. Insurance supervisors may not have direct access to information on such 

能性がストレス下で制約を受けかねないことを考慮し、調整を行うべきかを検

討する必要がある。

グループ内取引

17.8.23 グループ内取引によって複雑かつ／または不透明なグループ内関係が

生じ、これが保険法人レベルとグループ・レベル双方でリスクを高める危険性

がある。グループの文脈において、グループ資本要件へのリスク緩和効果の算

入は、リスクがグループ外へ移転される範囲においてのみ認めるべきである。

例えば、専属再保険会社またはグループ内特別目的保険会社へリスクが移転さ

れても、グループ全体の資本要件を引き下げるべきではない。

グループ内非保険事業体

17.8.24 保険グループには保険法人に加え、多種多様な非保険事業体も含まれ

うるが、これらは金融監督に全く服さないこともあれば（非規制事業体）、他

の金融セクター監督により規制されていることもある。グループ・ソルベンシ

ーの全体評価では、これら全事業体の影響を考慮すべきだが、グループ全体の

資本充分性の尺度でこれをどれだけ把握できるかは、非保険事業体の種類、こ

れに対する支配／影響力の程度、および、グループ監督で採用されるアプロー

チによって異なる。

17.8.25 非規制事業体に起因するリスクは、測定と緩和が難しいのが特徴であ

る。保険監督者はこのような事業体に関する情報に直接アクセスできないかも
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entities but it is important that supervisors are able to assess the risks they pose 
in order to apply appropriate mitigation measures. Measures taken to address 
risks from non-regulated entities do not imply active supervision of such entities. 

17.8.26 There are different approaches to addressing risks stemming from non-
regulated entities such as capital measures, non-capital measures or a 
combination thereof.  

17.8.27 One approach may be to increase capital requirements in order that the 
group holds sufficient capital. If the activities of the non-regulated entities have 
similar risk characteristics to insurance activities (e.g. certain credit enhancement 
mechanisms as compared to traditional bond insurance) it may be possible to 
calculate an equivalent capital charge. Another approach might be to deduct the 
value of holdings in non-regulated entities from the capital resources of the 
insurance legal entities in the group, but this on its own may not be sufficient to 
cover the risks involved.  

17.8.28 Non-capital measures may include, for example, limits on exposures and 
requirements on risk management and governance applied to insurance legal 
entities with respect to non-regulated entities within the group.  

Cross-jurisdictional entities 

17.8.29 Group-wide capital adequacy assessments should, to the extent possible, 
be based on consistent application of ICPs across jurisdictions. In addition, 
consideration should be given to the capital adequacy and transferability of assets 
in entities located in different jurisdictions.  

しれないが、適切な緩和措置を適用するためには、非規制事業体が引き起こす

リスクを監督者が評価できることが重要である。非規制事業体に起因するリス

クに対処する措置が講じられたからといって、このような事業体を積極的に監

督することにはならない。

17.8.26 非規制事業体に起因するリスクに対処するアプローチとしては、資本

的措置、非資本的措置またはその組合せなど、さまざまなものがある。

17.8.27 一つのアプローチとして、グループに充分な資本を保有させるため、

資本要件を引き上げることが考えられる。非規制事業体の活動に保険業務と似

たリスク特性（従来型の履行保証保険との対比における一定の信用補完メカニ

ズムなど）が伴う場合には、これと同等の資本チャージを算定できよう。もう

一つのアプローチとして、非規制事業体における持株の価値をグループ内保険

法人の資本リソースから控除する手もありうるが、これだけでは関連のリスク

を充分にカバーできないおそれもある。

17.8.28 非資本的措置としては、例えば、グループ内非規制事業体との関係に

おいて、保険法人にエクスポージャーの制限およびリスク管理とガバナンスに

関する要件を課すことなどが考えられる。

管轄区域をまたぐ事業体

17.8.29 グループ全体の資本充分性評価はできる限り、管轄区域間で整合の取

れたICPの適用に基づくものとすべきである。また、異なる管轄区域に所在する

事業体における資本の充分性と移転可能性も考慮すべきである。
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Partial ownership and minority interests  

17.8.30 An assessment of group-wide capital adequacy should include an 
appropriate treatment of partially-owned or controlled group entities and minority 
interests. Such treatment should take into account the nature of the relationships 
of the partially-owned entities within the group and the risks and opportunities they 
bring to the group. The accounting treatment may provide a starting point. 
Consideration should be given to the availability of any minority interest’s share in 
the net equity in excess of regulatory capital requirements of a partially-owned 
entity. 

Variation of regulatory capital requirements  

17.9 Any variations to the regulatory capital requirement imposed by the 
supervisor are made within a transparent framework, are appropriate to the 
nature, scale and complexity according to the target criteria and are only 
expected to be required in limited circumstances. 

17.9.1 As has already been noted, a standardised approach, by its very nature, 
may not be able to fully and appropriately reflect the risk profile of each individual 
insurer. In cases where the standardised approach established for determining 
regulatory capital requirements is materially inappropriate for the risk profile of the 
insurer, the supervisor should have the flexibility to increase the regulatory capital 
requirement calculated by the standard approach. For example, some insurers 
using the standard formula may warrant a higher PCR and/or group-wide 
regulatory capital requirement if they are undertaking higher risks, such as new 
products where credible experience is not available to establish technical 

部分出資と少数株主持分

17.8.30 グループ全体の資本充分性評価では、部分出資／支配の対象となって

いるグループ企業と少数株主持分を適切に取り扱うべきである。このような取

扱いを行う際には、グループ内の部分出資事業体との関係の性質、および、こ

れらがグループ全体にもたらすリスクと機会を考慮すべきである。会計上の取

扱いを出発点とすることもできよう。部分出資事業体の規制上の資本要件を上

回る正味持分における少数株主の持分があれば、その利用可能性も考慮すべき

である。

規制上の資本要件の変更

17.9 監督者によって課される規制上の資本要件への何らかの変更は、透明性の

ある枠組みの中でなされ、また、目標となる判断基準に従って、特性、規模お

よび複雑性に適したものであり、さらには、限られた状況においてのみ必要と

されることが見込まれる。

17.9.1 既に言及したように、標準化アプローチは、まさにその性質上、個々の

保険会社のリスク・プロファイルを充分かつ適切に反映することができないか

もしれない。規制上の資本要件を決定するために確立された標準化アプローチ

が、保険会社のリスク・プロファイルにとって著しく不適切である場合には、

監督者はその標準アプローチによって算定された規制上の資本要件を増やす柔

軟性を有するべきである。例えば、標準型算定式を用いる一部の保険会社は、

保険契約準備金を設定するために信頼できる経験が得られない新商品のよう

な、より高いリスクを負う場合、または、規制上の資本要件によって明確にカ

バーされない重大なリスクを引き受けている場合には、より高いPCRやグルー
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provisions, or if they are undertaking significant risks that are not specifically 
covered by the regulatory capital requirements.  

17.9.2 Similarly, in some circumstances when an approved more tailored 
approach is used for regulatory capital purposes, it may be appropriate for the 
supervisor to have some flexibility to increase the capital requirement calculated 
using that approach. In particular, where an internal model or partial internal model 
is used for regulatory capital purposes, the supervisor may increase the capital 
requirement where it considers the internal model does not adequately capture 
certain risks, until the identified weaknesses have been addressed. This may 
arise, for example, even though the model has been approved where there has 
been a change in the business of the insurer and there has been insufficient time 
to fully reflect this change in the model and for a new model to be approved by the 
supervisor.  

17.9.3 In addition, supervisory requirements may be designed to allow the 
supervisor to decrease the regulatory capital requirement for an individual insurer 
where the standardised requirement materially overestimates the capital required 
according to the target criteria. However, such an approach may require a more 
intensive use of supervisory resources due to requests from insurers for 
consideration of a decrease in their regulatory capital requirement. Therefore, the 
IAIS appreciates that not all jurisdictions may wish to include such an option for 
their supervisor. Further, this reinforces the need for such variations in regulatory 
capital requirements to only be expected to be made in limited circumstances.  

17.9.4 Any variations made by the supervisor to the regulatory capital requirement 
calculated by the insurer should be made in a transparent framework and be 
appropriate to the nature, scale and complexity in terms of the target criteria. The 

プ規制上の資本要件に値するかもしれない。

17.9.2 同様に、承認されたオーダーメイド型のアプローチが規制上の資本目的

のために使用されるような状況にあっては、監督者が当該アプローチを使って

算定された資本要件を増やすための柔軟性を持つことがふさわしいかもしれな

い。特に、内部モデルまたは部分的内部モデルが、規制上の資本目的のために

使用される場合、監督者は当該内部モデルが一定のリスクを充分に捕捉してい

ないと考えるときには、認識された脆弱性に対する対処がなされるまで資本要

件を増やすことができる。例えば、当該モデルが承認されていても、保険会社

の事業に変化が生じ、この変更を当該モデルに充分反映する時間も、監督者が

新しいモデルを承認する充分な時間もなければ、こうした事態が生じうる。

17.9.3 加えて、監督要件は、標準化された資本要件が目標とされた判断基準に

よる所要資本を大きく過大評価している場合、個別の保険会社の規制上の資本

要件を減らすことを監督者に認めることがある。しかしながら、保険会社か

ら、規制上の資本要件削減の検討依頼があるため、このようなアプローチは監

督資源のより集約的な利用を必要とすることがある。よってIAISは、全ての管

轄区域が自身の監督者のためにこのようなオプションを含めることを望んでい

るわけではないことを認識している。さらに、このことは、規制上の資本要件

のそういった変更を、限られた状況においてのみ行うことを求める必要性を強

めている。

17.9.4 保険会社によって算定された規制上の資本要件に監督者が変更を加える

場合、そのような変更は透明性のある枠組みで行われ、かつ、目標となる判断

基準の観点から、その特性、規模および複雑性に適したものとなるべきであ
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supervisor may, for example, develop criteria to be applied in determining such 
variations and appropriate discussions between the supervisor and the insurer 
may occur. Variations in regulatory capital requirements following supervisory 
review from those calculated using standardised approaches or approved more 
tailored approaches should be expected to be made only in limited circumstances. 

17.9.5 In undertaking its ORSA, the insurer considers the extent to which the 
regulatory capital requirements (in particular, any standardised formula) 
adequately reflect its particular risk profile. In this regard, the ORSA undertaken 
by an insurer can be a useful source of information to the supervisor in reviewing 
the adequacy of the regulatory capital requirements of the insurer and in 
assessing the need for variation in those requirements.  

Identification of capital resources potentially available for solvency 
purposes  

17.10 The supervisor defines the approach to determining the capital 
resources eligible to meet regulatory capital requirements and their value, 
consistent with a total balance sheet approach for solvency assessment and 
having regard to the quality and suitability of capital elements. 

17.10.1 The following outlines a number of approaches a supervisor could use for 
the determination of capital resources in line with this requirement. The 
determination of capital resources would generally require the following steps: 

• the amount of capital resources potentially available for solvency purposes is 
identified (see Guidance 17.10.3 - 17.10.21);  

• an assessment of the quality and suitability of the capital instruments 
comprising the total amount of capital resources identified is then carried out 

る。例えば、監督者は、そのような変更を決定するうえで適用されるべき判断

基準を策定するかもしれないし、監督者と保険会社間の適切な議論が行われる

かもしれない。監督上のレビューによって、規制上の資本要件を、標準化アプ

ローチまたは承認されたオーダーメイド型アプローチを使って算定されたもの

から変更することは、限られた状況においてのみ見込まれるべきである。

17.9.5 自社のORSAに着手する上で、保険会社は、規制上の資本要件（特に、

何らかの標準算定式）が自社特有のリスク・プロファイルを適切に反映してい

る程度を検討する。この意味で、保険会社が引き受けたORSAは、保険会社の

規制上の資本要件の充分性をレビューするうえで、およびそうした要件に変更

を加える必要性を評価するうえで、監督者にとって有益な情報源となりうる。

ソルベンシー目的で利用可能となるであろう資本リソースの認識

17.10 監督者は、ソルベンシー評価のためのトータル・バランスシート・アプ

ローチとの整合性を保ちつつ、資本要素の質と適格性を考慮し、規制上の資本

要件充足に適した資本リソースとその価値を判定するためのアプローチを定め

る。

17.10.1 要件に沿って資本リソースを判定するために監督者が利用しうるアプ

ローチは数多くあるが、以下ではその概略を示す。一般的に、資本リソースの

判定には下記のステップを踏むことが必要になろう：

・ ソルベンシー目的で利用可能な資本リソースの額を特定する（指針

17.10.3-17.10.21を参照）。

・ その上で、特定された資本リソース総額を構成する資本性商品の質と適格

性を評価する（指針17.11.1-17.11.29を参照）。
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(see Guidance 17.11.1 - 17.11.29); and  
• on the basis of this assessment, the final capital resources eligible to meet 

regulatory capital requirements and their value are determined (see Guidance 
17.11.30 - 17.11.44).  

17.10.2 In addition, the insurer is required to carry out its own assessment of its 
capital resources to meet regulatory capital requirements and any additional 
capital needs (see Standard 16.14).  

Capital resources under total balance sheet approach  

17.10.3 The IAIS supports the use of a total balance sheet approach in the 
assessment of solvency to recognise the interdependence between assets, 
liabilities, regulatory capital requirements and capital resources so that risks are 
appropriately recognised.  

17.10.4 Such an approach requires that the determination of available and 
required capital is based on consistent assumptions for the recognition and 
valuation of assets and liabilities for solvency purposes.  

17.10.5 From a regulatory perspective, the purpose of regulatory capital 
requirements is to require that, in adversity, an insurer’s obligations to 
policyholders will continue to be met as they fall due. This aim will be achieved if 
technical provisions and other liabilities are expected to remain covered by assets 
over a defined period, to a specified level of safety

54
.  

・ この評価をベースに、規制上の資本要件の充足に適した最終的資本リソー

スとその額を判定する（指針17.11.30-17.11.44参照）。

17.10.2 また、保険会社は、規制上の資本要件を満たすための自社の資本リソ

ースと追加的な資本ニーズを評価するよう要求される（基準16.14を参照）。

トータル・バランスシート・アプローチによる資本リソース

17.10.3 IAISは、資産、負債、規制上の資本要件および資本リソース間の相互依

存性を認識するとともに、リスクを適切に認識するため、ソルベンシー評価に

おけるトータル・バランスシート・アプローチの使用を支持している。

17.10.4 このようなアプローチは、利用可能資本と所要資本の判定が、ソルベ

ンシー目的での資産と負債の認識および評価に関する整合の取れた前提に基づ

くことを要求する。

17.10.5 規制の観点から見ると、規制上の資本要件の目的は、逆境において

も、保険会社による保険契約者債務の約定どおりの履行の継続を確保すること

にある。保険契約準備金およびその他の負債が所定の期間を通して、特定の安

全性水準で資産によってカバーされ続けることが期待できれば、この目的は達

成される54。

54 Refer to Guidance 17.3.1 - 17.9.5. 
指針 17.3.1-17.9.5 を参照。
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17.10.6 To achieve consistency with this economic approach to setting capital 
requirements in the context of a total balance sheet approach, capital resources 
should broadly be regarded as the difference between assets and liabilities on the 
basis of their recognition and valuation for solvency purposes.  

Figure 17.4

17.10.7 When regarding available capital resources as the difference between 
assets and liabilities, the following issues should be considered:  

17.10.6 トータル・バランスシート・アプローチの文脈において資本要件を設

定することに対するこの経済的アプローチとの整合を図るため、資本リソース

は広義に、ソルベンシー目的での資産と負債の認識と評価に基づくそれらの差

分とみなされるべきである。

図 17.4

17.10.7 資産と負債の差分を利用可能資本リソースと見なす場合には、下記の

諸点を考慮すべきである：

Available capital resources 
• Broadly given as excess of 
assets over liabilities  

• Subject to fungibility and 
transferability aspects  

• Subject to quality criteria  

利用可能資本リソース 

 資産の負債に対する超過分と広
く定義 

 流用可能性および移転可能性の
側面に影響される 

 質的判断基準を適用 

規制上の所要資本 

 資産の負債に対する超
過分が経時的に減少す
る潜在的可能性を反映 

ソルベンシー評価に対するトータル・バランスシート・アプローチ

財務上のソルベンシー評価 

ソルベンシー目的での 

資産・負債評価 
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• the extent to which certain liabilities other than technical provisions may be 
treated as capital for solvency purposes (Guidance 17.10.8 - 17.10.10);  

• whether contingent assets could be included (Guidance 17.10.11) ;  
• the treatment of assets which may not be fully realisable in the normal course 

of business or under a wind-up scenario (Guidance 17.10.12 - 17.10.19); and 
• reconciliation of such a “top down” approach to determining capital resources 

with a “bottom up” approach which sums up individual items of capital to derive 
the overall amount of capital resources (Guidance 17.10.20).  

Treatment of liabilities  

17.10.8 Liabilities include technical provisions and other liabilities. Certain items 
such as other liabilities in the balance sheet may be treated as capital resources 
for solvency purposes.  

17.10.9 For example, perpetual subordinated debt, although usually classified as 
a liability under the relevant accounting standards, could be classified as a capital 
resource for solvency purposes.

55 
This is because of its availability to act as a 

buffer to reduce the loss to policyholders and senior creditors through 
subordination in the event of insolvency. More generally, subordinated debt 
instruments (whether perpetual or not) may be treated as capital resources for 
solvency purposes if they satisfy the criteria established by the supervisor. Other 
liabilities that are not subordinated would not be considered as part of the capital 
resources; examples include liabilities such as deferred tax liabilities and pension 
liabilities.  

・ 保険契約準備金以外の一定の負債をどの程度、ソルベンシー目的の資本と

して取り扱うことができるか（指針17.10.8-17.10.10）
・ 偶発資産を含めることができるか（指針17.10.11）
・ 通常の業務活動または清算シナリオにおいて、完全に実現できないおそれ

のある資産をどう取り扱うか（指針17.10.12-17.10.19）
・ このような「トップダウン」型の資本リソース判定アプローチを、個別の

資本項目を合算して資本リソースの総額を算出する「ボトムアップ」型ア

プローチとどのように調整するか（指針17.10.20）

負債の取扱い

17.10.8 負債は保険契約準備金とその他の負債からなる。バランスシート上の

その他負債などの一定項目は、ソルベンシー目的で資本リソースとして取り扱

われることがある。

17.10.9 例えば、永久劣後債は通常、関連する会計基準では負債に分類される

が、ソルベンシー目的では資本リソースに分類しうる55。なぜなら、支払不能が

生じた場合、優先・劣後関係を通じて、保険契約者とシニア債権者の損失を削

減するバッファーとして、これを利用できるからである。より一般的に見て、

監督者により定められた判断基準を満たす劣後債券（永久債か否かにかかわら

ず）は、ソルベンシー目的の資本リソースとして取り扱うことができる。劣後

債以外のその他負債は、資本リソースと見なされない。具体的な例としては、

繰延税負債や年金負債などがあげられる。

55 However, adequate recognition should be given to contractual features of the debt such as embedded options which may change its loss absorbency. 
しかしながら、負債の契約上の特性、例えば、その損失吸収性を変える可能性がある組み込みオプションなどは、充分に認定されるべきである。
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17.10.10 It may, therefore, be appropriate to exclude some elements of funding 
from liabilities and so include them in capital to the extent appropriate. This would 
be appropriate if these elements have characteristics which protect policyholders 
by meeting one or both of the objectives set out in Guidance 17.2.6 above. 

Treatment of contingent assets  

17.10.11 It may be appropriate to include contingent elements which are not 
considered as assets under the relevant accounting standards, where the 
likelihood of payment if needed is sufficiently high according to criteria specified 
by the supervisor. Such contingent capital may include, for example, letters of 
credit, members’ calls by a mutual insurer or the unpaid element of partly paid 
capital and may be subject to prior approval by the supervisor.  

Treatment of assets which may not be fully realisable on a going-concern or wind-
up basis  

17.10.12 Supervisors should consider that, for certain assets in the balance sheet, 
the realisable value under a wind-up scenario may become significantly lower than 
the economic value which is attributable under going-concern conditions. 
Similarly, even under normal business conditions, some assets may not be 
realisable at full economic value, or at any value, at the time they are needed. This 
may render such assets unsuitable for inclusion at their full economic value for the 
purpose of meeting required capital.

56 

17.10.10 よって、一部の資金調達要素を負債から除外し、適切な程度において

資本に算入することが妥当となりうる。これらの要素が、上記の指針17.2.6に
提示した目的のどちらか、または両方を充足することにより、保険契約者を保

護する特性を有していれば、算入が適切といえる。

偶発資産の取扱い

17.10.11 監督者が定める判断基準により、必要な際に支払が行われる公算が大

きい場合、関連する会計基準では資産とみなされない偶発要素を資本リソース

に算入することが適切となりうる。このような偶発資本の例としては、信用

状、保険相互会社による社員拠出請求（members’ calls）、部分払込資本の未払

部分などがあげられるが、これらは監督者の事前承認が条件とされることがあ

る。

継続企業または清算ベースで完全に実現できないおそれのある資産の取扱い

17.10.12 監督者は、バランスシート上の一定の資産について、清算シナリオに

おける実現可能額が継続企業ベースでの経済価値を大きく下回ると考えるべき

である。同様に、一部の資産は通常の事業環境の下でさえ、必要とされる時期

に経済価値満額では実現できないか、まったく実現できないおそれがある。よ

って、このような資産の経済価値を所要資本充足の関連で全額算入することは

不適切となりかねない56。

56 In particular, supervisors should consider the value of contingent assets for solvency purposes taking into account the criteria set out in Guidance 17.11.21. 
監督者は特に、指針 17.11.21 で定める判断基準を考慮しながら、ソルベンシー目的での偶発資産の価値を検討すべきである。
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17.10.13 Examples of such assets include: 
 • own shares directly held by the insurer: the insurer has bought and is holding 

its own shares thereby reducing the amount of capital available to absorb 
losses under going concern or in a wind-up scenario;  

• intangible assets: their realisable value may be uncertain even during normal 
business conditions and may have no significant marketable value in run-off 
or winding-up; Goodwill is a common example;  

• future income tax credits: such credits may only be realisable if there are future 
taxable profits, which is improbable in the event of insolvency or winding-up; 

• implicit accounting assets: under some accounting models, certain items 
regarding future income are included, implicitly or explicitly, as asset values. 
In the event of run-off or winding-up, such future income may be reduced;  

• investments
57 

in other insurers or financial institutions: such investments may 
have uncertain realisable value because of contagion risk between entities; 
also there is the risk of “double gearing” where such investments lead to a 
recognition of the same amount of available capital resources in several 
financial entities; and  

• company-related assets: certain assets carried in the accounting statements 
of the insurer could lose some of their value in the event of run-off or winding-
up, for example physical assets used by the insurer in conducting its business 
which may reduce in value if there is a need for the forced sale of such assets. 
Also, certain assets may not be fully accessible to the insurer e.g. surplus in 
a corporate pension arrangement.  

17.10.13 このような資産の例としては、下記があげられる：

・ 保険会社が直接保有する自社株：保険会社は自社株を購入、保有すること

により、継続企業ベースまたは清算シナリオで損失の吸収に利用可能な資

本額を引き下げている。

・ 無形資産：通常の事業環境の下でさえ、その実現可能額は不透明であり、

しかも、ラン・オフまたは清算の際には市場価値をほとんど持たないおそ

れもある。一般的な例としてはのれんがあげられる。

・ 将来の税額控除：このような税控除は、将来の課税所得がある場合にのみ

実現が可能だが、支払不能または清算の場合、この条件が満たされる可能

性は低い。

・ 黙示的会計資産：一部の会計モデルでは、将来的所得に関する一定項目

が、明示的または黙示的に、資産価値に含まれる。ラン・オフまたは清算

の場合、このような将来的所得は低下しかねない。

・ 他の保険会社または金融機関への投資57：事業体間の感染リスクにより、

このような投資の実現可能額は不透明となりかねない。また、このような

投資には、同じ額の利用可能資本リソースが複数の金融機関で認識される

という「ダブルギアリング」のリスクがある。

・ 会社関連資産：保険会社の会計報告に計上される一定の資産は、ラン・オ

フまたは清算の場合にその価値の一部を失いかねない。例えば、保険会社

が事業運営に用いる物的資産は、そのような資産を強制的に売却する必要

が生じた場合、価値が低下するおそれがある。また、企業年金制度におけ

る剰余金など、保険会社が全面的には利用できない資産もある。

57 These investments include investment in the equity of, loans granted to, deposits with and bonds issued by the related parties. 
このような投資には、関連当事者の株式への投資、関連当事者に対する貸付と預金、および関連当事者によって発行された債券を含む。
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17.10.14 The treatment of such assets for capital adequacy purposes may need 
to reflect an adjustment to its economic value. Generally, such an adjustment may 
be effected either:  

• directly, by not admitting a portion of the economic value of the asset for 
solvency purposes (deduction approach); or  

• indirectly, through an addition to regulatory capital requirements (capital 
charge approach).  

Deduction approach  

17.10.15 Under the deduction approach, the economic value of the asset is 
reduced for solvency purposes. This results in capital resources being reduced by 
the same amount. The partial (or full) exclusion of such an asset may occur for a 
variety of reasons, for example, to reflect an expectation that it would have only 
limited value in the event of insolvency or winding-up to absorb losses. No further 
adjustment would normally be needed in the determination of regulatory capital 
requirements for the risk of holding such assets.  

Capital charge approach  

17.10.16 Under the capital charge approach, an economic value is placed on the 
asset for the purpose of determining available capital resources. The risk 
associated with the asset – i.e. a potential deterioration of the economic value of 
the asset due to an adverse event which may occur during the defined solvency 
time horizon - would then need to be reflected in the determination of regulatory 

17.10.14 資本充分性目的でこのような資産を取り扱う際には、その経済価値へ
の調整を反映させる必要があろう。このような調整は概して、下記のいずれか

の形で実施できる。

・ 当該資産の経済価値の一部をソルベンシー目的で算入しないことにより、

直接的に（控除アプローチ）

・ 規制上の資本要件の追加により、間接的に（資本チャージ・アプローチ）

控除アプローチ

17.10.15 控除アプローチでは、ソルベンシー目的での資産の経済価値を引き下
げる。これにより、資本リソースも同じ額だけ低下する。このような資産の部

分的（または全面的）除外はさまざまな理由で起こりうる。例えば、支払不能

または清算の場合、損失を吸収するための資産価値がきわめて限られるだろう

という期待の反映があげられる。このような資産の保有リスクについて、規制

上の資本要件決定における調整をさらに行う必要は通常なかろう。

資本チャージ・アプローチ

17.10.16 資本チャージ・アプローチにおいては、利用可能資本リソースを判定
する目的で、資産に経済的価値が付与される。資産に関連するリスク（すなわ

ち、所定のソルベンシー計測期間中に起こりうる不利な事象により、資産の経

済価値が低下する潜在的可能性）はこの場合、規制上の資本要件決定に反映す

る必要があろう。その際には、経済価値の判定に伴う見積りの不確実性58を考慮

58 This refers to the degree of inaccuracy and imprecision in the determination of the economic value where observable values are not available, and estimation methodologies need to be applied. Sources for this 
estimation uncertainty are for example the possibility that the assumptions and parameters used in the valuation are incorrect, or that the valuation methodology itself is deficient. 

   観察可能な値が入手できず、また、見積りの方法を適用する必要がある場合に、経済価値決定に生じる不正確性の度合いを指す。こうした見積りの不確実性の根源としては、評価に用いられる前提とパラメータ
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capital requirements. This should take into account the estimation uncertainty
58

inherent in the determination of the economic value.  

Choice and combination of approaches  

17.10.17 As outlined above, an application of the deduction approach would lead 
to a reduction in the amount of available capital resources, whereas an application 
of the capital charge approach would result in an increase in regulatory capital 
requirements. Provided the two approaches are based on a consistent economic 
assessment of the risk associated with the relevant assets, they would be 
expected to produce broadly similar results regarding the overall assessment of 
the solvency position of the insurer.  

17.10.18 For some asset classes, it may be difficult to determine a sufficiently 
reliable economic value or to assess the associated risks. Such difficulties may 
also arise where there is a high concentration of exposure to a particular asset or 
type of assets or to a particular counterparty or group of counterparties.  

17.10.19 A supervisor should choose the approach which is best suited to the 
organisation and sophistication of the insurance sector and the nature of the asset 
class and asset exposure considered. It may also combine different approaches 
for different classes of assets. Whatever approach is chosen, it should be 
transparent and consistently applied. It is also important that any material double 
counting or omission of risks under the calculations for determining the amounts 
of required and available regulatory capital is avoided.  

すべきである。

アプローチの選択と組合せ

17.10.17 上記に概略を示したとおり、控除アプローチを適用した場合には、利
用可能資本リソースの額が低下するのに対し、資本チャージ・アプローチを適

用した場合には、規制上の資本要件が増大することになる。2つのアプローチ
が、当該資産に関連するリスクの一貫した経済評価に基づいていれば、保険会

社のソルベンシー状態の全体的評価結果はほぼ似通ったものになろう。

17.10.18 一部の資産種類については、充分に信頼できる経済価値を決定するこ
と、または、関連リスクを評価することが難しい可能性がある。このような困

難は、特定の資産もしくは資産種類、または、特定のカウンターパーティもし

くはカウンターパーティ・グループに対するエクスポージャーの集中度が高い

場合にも生じかねない。

17.10.19 監督者は、保険市場の構成や洗練度、および、検討対象の資産種類と
資産エクスポージャーの性質に最も適したアプローチを選ぶべきである。資産

種類に応じて、異なるアプローチを組み合わせることもできよう。どのような

アプローチを選ぶ場合でも、透明性と一貫した適用が必要になる。また、規制

上の所要資本と利用可能資本の額を判定するための計算においては、リスクの

重大な二重計上も脱漏もないようにすることが重要である。

ーに誤りがある可能性、評価方法それ自体に欠陥がある可能性などがあげられる。 
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Reconciliation of approaches  

17.10.20 The approach to determining available capital resources as broadly the 
amount of assets over liabilities (with the potential adjustments as discussed 
above) may be described as a “top-down” approach - i.e. starting with the high 
level capital as reported in the balance sheet and adjusting it in the context of the 
relevant solvency control level. An alternative approach which is also applied in 
practice is to sum up the amounts of particular items of capital which are specified 
as being acceptable. Such a “bottom-up” approach should be reconcilable to the 
“top-down” approach on the basis that the allowable capital items under the 
“bottom-up approach” should ordinarily include all items which contribute to the 
excess of assets over liabilities in the balance sheet, with the addition or exclusion 
of items as per the discussion in Guidance 17.10.8 - 17.10.19. 

Other considerations  

17.10.21 A number of factors may be considered by the supervisor in identifying 
what may be regarded as capital resources for solvency purposes, including the 
following: 
・ the way in which the quality of capital resources is addressed by the 

supervisor, including whether or not quantitative requirements are applied to 
the composition of capital resources and/or whether or not a categorisation or 
continuum- based approach is used;  

• the coverage of risks in the determination of technical provisions and regulatory 
capital requirements;  

• the assumptions in the valuation of assets and liabilities (including technical 
provisions) and the determination of regulatory capital requirements, e.g. 

アプローチの調整

17.10.20 利用可能資本リソースを幅広く、資産の負債に対する超過額と定める
アプローチ（上述の調整の可能性を含め）は「トップダウン」型アプローチ、

すなわち、バランスシートに計上されたハイレベルの資本を出発点として、こ

れをソルベンシー・コントロール水準との関連で調整するアプローチといえ

る。実際に適用できる代替アプローチとしては、受容可能なものとして特定さ

れた資本項目の金額を合算するやり方がある。このような「ボトムアップ」型

アプローチは「トップダウン」型アプローチと調整可能なものとすべきであ

る。すなわち、「ボトムアップ型アプローチ」で適格とされた資本項目は通

常、指針17.10.8～17.10.19での議論に応じた加減を行うことにより、バランス
シート上の資産の負債に対する超過額に寄与する全項目を含むべきである。

その他の考慮点

17.10.21 監督者は、ソルベンシー目的での資本リソースとみなしうるものを特
定する際、下記を含む多くの要因を検討すべきである：

・ 資本リソースの構成に定量的要件が適用されているか否か、および／また

は、カテゴリー別もしくは連続体ベースのアプローチが用いられているか

否かを含め、監督者により資本リソースの質が取り扱われている方法

・ 保険契約準備金と規制上の資本要件の判定において、カバーされているリ

スク

・ 継続企業ベースか清算ベースか、税引前か税引後かなど、資産と負債（保

険契約準備金を含む）の評価、および、規制上の資本要件の判定に用いら
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going-concern basis or wind-up basis, before tax or after tax, etc;  
• policyholder priority and status under the legal framework relative to other 

creditors in the jurisdiction;  
• overall quality of risk management and governance frameworks in the 

insurance sector in the jurisdiction;  
• the comprehensiveness and transparency of disclosure frameworks in the 

jurisdiction and the ability for markets to exercise sufficient scrutiny and 
impose market discipline;  

• the development of the capital market in the jurisdiction and its impact on the 
ability of insurers to raise capital;  

• the balance to be struck between protecting policyholders and the impact on 
the effective operation of the insurance sector and considerations around 
unduly onerous levels and costs of regulatory capital requirements;  

• the relationship between risks faced by insurers and those faced by other 
financial services entities, including banks.  

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups  

17.10.22 The considerations set out in Guidance 17.10.3 - 17.10.21 above apply 
equally to insurance legal entity and group-wide supervision. The practical 
application of these considerations will differ according to whether a legal entity 
focus or a group level focus is taken to group-wide supervision. Whichever 
approach is taken, key group-wide factors to be addressed in the determination of 
group-wide capital resources include multiple gearing, intra-group creation of 
capital and reciprocal financing, leverage of the quality of capital and fungibility of 
capital and free transferability of assets across group entities. There may be 
particular concerns where such factors involve less transparent transactions e.g. 

れている計算基礎

・ 当該管轄区域における法的枠組みのもとで、他の債権者と比較した場合の

保険契約者の優先度と地位

・ 当該管轄区域内の保険セクターにおけるリスク管理・ガバナンスの枠組み

の全体的な質

・ 当該管轄区域における開示の枠組みの包括性と透明性、および、市場が充

分な監視を行い、市場規律を守らせることのできる能力

・ 当該管轄区域における資本市場の発展度と、保険会社の資本調達能力に対

するその影響

・ 保険契約者の保護と、保険セクターの効果的運営に対する影響および過度

な水準と費用を伴う規制上の資本要件を巡る考慮との間で保つべきバラン

ス

・ 保険会社が直面するリスクと、銀行を含む、その他の金融サービス事業体

が直面するリスクとの関係

保険グループおよびグループの一員である保険法人向けの追加指針

17.10.22 上記の指針17.10.3から17.10.21で提示した考慮点は、保険法人の監督
とグループ全体の監督にも同等に当てはまる。これらの考慮点の実際的な適用

は、グループ監督に法人の焦点とグループレベルの焦点のどちらを採用するか

によって異なってくる。どちらのアプローチを用いるにせよ、グループ全体の

資本リソースの判定で取り扱う重要なグループ要因には、マルチプル・ギアリ

ング、グループ内での資本創出と相互資金調達、資本の質的レバレッジ、およ

び、グループ企業間の資本流用性と資産の自由な移転可能性が含まれる。その

ような要素に、例えば、規制されている企業または規制されていない企業の双

方が含まれるなど、透明性の低い取引が含まれる場合、または、グループ内の
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because they involve both regulated and non-regulated entities or where there is 
a continuous sequence of internal financing within the group, or closed loops in 
the financing of the group.  

Criteria for the assessment of the quality and suitability of capital resources 

17.11 The supervisor establishes criteria for assessing the quality and 
suitability of capital resources, having regard to their ability to absorb 
losses on both a going-concern and wind-up basis. 

17.11.1 In view of the two objectives of capital resources set out in Guidance 
17.2.6, the following questions need to be considered when establishing criteria 
to determine the suitability of capital resources for regulatory purposes: 

 • To what extent can the capital element be used to absorb losses on a going-
concern basis or in run-off?  

• To what extent can the capital element be used to reduce the loss to 
policyholders in the event of insolvency or winding-up?  

17.11.2 Some capital elements are available to absorb losses in all circumstances 
i.e. on a going concern basis, in run-off, in winding-up and insolvency. For 
example, common shareholders' funds (ordinary shares and reserves) allow an 
insurer to absorb losses on an ongoing basis, are permanently available and rank 
as the most subordinate instruments in a winding-up. Further, this element of 
capital best allows insurers to conserve resources when they are under stress 
because it provides an insurer with full discretion as to the amount and timing of 
distributions. Consequently, common shareholders' funds are a core element of 
capital resources for the purpose of solvency assessment.  

一連の連続した内部資金調達、もしくは、グループの資金調達における閉鎖的

な循環がある場合に、特定の懸念が生じる可能性がある。

資本リソースの質と適格性の評価に関する判断基準

17.11 監督者は、資本リソースが継続企業ベース、清算ベース双方で損失を吸
収できる能力を考慮しつつ、資本リソースの質と適格性を評価するための判断

基準を設ける。

17.11.1 指針17.2.6で提示した資本リソースの2つの目的に鑑み、規制目的で資
本リソースの適格性を判定する基準を設ける際には、下記の問題点を考慮する

必要がある：

・ 当該資本要素は、継続企業ベースまたはラン・オフにおける損失吸収にど

の程度利用できるか

・ 当該資本要素は、支払不能または清算の際、保険契約者の損失削減にどの

程度利用できるか

17.11.2 資本要素の中には、継続事業ベース、ラン・オフ、清算および支払不
能の全状況で、損失吸収に利用できるものがある。例えば、普通株主資本（普

通株と準備金）は、保険会社に継続企業ベースでの損失吸収を可能にするほ

か、常に利用可能であり、清算時には最劣位の金融商品となる。しかも、この

資本要素は、ストレスに陥った保険会社が資本リソースを保全するのに最善の

手段ともいえる。なぜなら、分配の額と時期を保険会社が自由に決定できるか

らである。したがって、普通株主資本はソルベンシー評価目的で中核をなす資

本リソース要素となる。
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17.11.3 The extent of loss absorbency of other capital elements can vary 
considerably. Hence, a supervisor should take a holistic approach to evaluating 
the extent of loss absorbency overall and should establish criteria that should be 
applied to evaluate capital elements in this regard, taking into account empirical 
evidence that capital elements have absorbed losses in practice, where available. 

17.11.4 To complement the structure of regulatory capital requirements, the 
supervisor may choose to vary the criteria for capital resources suitable for 
covering the different solvency control levels established by the supervisor. Where 
such an approach is chosen, the criteria relating to capital resources suitable for 
covering an individual control level should have regard to the supervisory 
intervention that may arise if the level is breached and the objective of policyholder 
protection.  

17.11.5 For example, considering that the main aim of the MCR is to provide the 
ultimate safety net for the protection of the interests of policyholders, the 
supervisor may decide to establish more stringent quality criteria for capital 
resources suitable to cover the MCR (regarding such resources as a “last line of 
defence” for the insurer both during normal times and in wind-up) than for capital 
resources to cover the PCR.  

17.11.6 Alternatively, a common set of regulatory criteria for capital resources 
could be applied at all solvency control levels, with regulatory capital requirements 
reflecting the different nature of the various solvency control levels. 

17.11.7 In assessing the ability of elements of capital to absorb losses, the 
following characteristics are usually considered:  

17.11.3 他の資本要素の損失吸収性は大きく変動し得る。よって、全体的な損
失吸収性評価について、監督者は全体論的アプローチを採用するとともに、入

手可能な場合、資本要素が実際に損失を吸収してきたという経験的証拠を考慮

しつつ、この点での資本要素の評価に適用すべき判断基準を設けるべきであ

る。

17.11.4 規制上の資本要件の構成を補完するため、監督者は、監督者により設
定された個々のソルベンシー・コントロール水準のカバーに適した資本リソー

スの判断に、異なった基準を用いることがある。このようなアプローチを選択

した場合、個々のコントロール水準のカバーに適した資本リソースに関する判

断基準では、当該水準に抵触した場合に講じうる監督措置と、保険契約者保護

という目的を考慮すべきである。

17.11.5 例えば、MCRの主目的は保険契約者の利益保護のために究極的セーフ
ティーネットを設けることにある点に鑑み、監督者は、MCRのカバーに適した
資本リソースについて（それらのリソースを、平常時と清算時の双方におい

て、保険会社にとっての「最後の砦」とみなし）、PCRをカバーする資本リソ
ースよりも厳しい質的判断基準の設定を決定することがある。

17.11.6 これに代わり、あらゆるソルベンシー・コントロール水準で、資本リ
ソースに関して共通の規制上の判断基準一式を適用したうえで、規制上の資本

要件において、各ソルベンシー・コントロール水準の性質の違いを反映すると

いう手もありうる。

17.11.7 資本要素の損失吸収能力を評価する際には、下記の特性を考慮するの
が普通である：
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• the extent to which and in what circumstances the capital element is 
subordinated to the rights of policyholders in an insolvency or winding-up 
(subordination);  

• The extent to which the capital element is fully paid and available to absorb 
losses (availability);  

• the period for which the capital element is available (permanence); and  
• the extent to which the capital element is free from mandatory payments or 

encumbrances (absence of encumbrances and mandatory servicing costs).  

17.11.8 In the first bullet of Guidance 17.11.7 above, this characteristic is 
inherently linked to the ability of the capital item to absorb losses in the event of 
insolvency or winding-up. The characteristics of permanence and availability are 
relevant for loss absorbency under both going-concern and winding-up; taken 
together, they could be described as being able to absorb losses when needed. 
The fourth characteristic is related to the degree to which the capital is conserved 
until needed, and in the case of absence of mandatory serving costs is primarily 
relevant for ensuring loss absorbency on a going-concern basis.  

17.11.9 The relationship between these characteristics is illustrated below: 

・ 当該資本要素は支払不能または清算の場合、どの程度、およびどのような

状況で、保険契約者の権利よりも劣位に置かれているか（優先・劣後関

係）

・ 当該資本要素が払い込まれ、かつ、資本の吸収に利用できる程度（利用可

能性）

・ 当該資本要素が利用できる期間（永続性）

・ 当該資本要素が義務的支払または担保を免れている程度（負担と義務的元

利払の不存在）

17.11.8 上述の指針17.11.7の最初の項目において、この特性は、当該資本項目
が支払不能または清算の際、損失を吸収できる能力と本質的に連動する。永続

性と利用可能性という特性は、継続企業と清算ベース双方での損失吸収性に関

連する。この2つをまとめれば、必要な時に損失を吸収できる能力と捉えること
ができる。第四の特性は、必要となるまでに資本がどの程度保全されるかに関

係してくるが、義務的元利払の不存在については、継続企業ベースでの損失吸

収性の確保に主として関連している。

17.11.9 これら特性の関係をまとめると、下図のようになる。
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Figure 17.5 

17.11.10 In the following Guidance, we examine how the characteristics of capital 
resources described above may be used to establish criteria for an assessment 
of the quality of capital elements for regulatory purposes. It is recognised that 
views about the specific characteristics that are acceptable may differ from 
jurisdiction to jurisdiction and will reflect, amongst other things, the extent to which 

図17.5 

17.11.10 以下の指針では、規制目的での資本要素の質的評価に関する判断基準
を設ける際、上述の資本リソース特性がどのように利用できるかを検討する。

受容可能な具体的特性に関する見解は、管轄区域によって異なり、特に、当該

管轄区域内に効果的監督の前提条件がどの程度存在するか、および、特定のソ

ルベンシー要件のリスク許容度を反映することを認識しておく。
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the pre-conditions for effective supervision exist within the jurisdiction and the risk 
tolerance of the particular supervisor.  

Subordination 

17.11.11 To require that a capital element is available to protect policyholders, it 
must be legally subordinated to the rights of policyholders and senior creditors of 
the insurer in an insolvency or winding-up. This means that the holder of a capital 
instrument is not entitled to repayment, dividends or interest once insolvency or 
winding-up proceedings have been started until all obligations to the insurer’s 
policyholders have been satisfied.  

17.11.12 In addition, there should be no encumbrances that undermine the 
subordination or render it ineffective. One example of this would be applying rights 
of offset where creditors are able to set off amounts they owe the insurer against 
the subordinated capital instrument

59
. Further, the instrument should not be 

guaranteed by either the insurer or another related entity unless it is clear that the 
guarantee is available subject to the policyholder priority. In some jurisdictions 
subordination to other creditors may also need to be taken into account.  

17.11.13 Each jurisdiction is governed by its own laws regarding insolvency and 
winding-up. Common equity shareholders normally have the lowest priority in any 
liquidating distribution of assets, immediately following preferred shareholders. In 
some jurisdictions, insurers can issue subordinated debt that provides protection 
to policyholders and creditors in insolvency. While policyholders are often given a 

優先・劣後関係

17.11.11 保険契約者保護への資本要素の利用可能性を確保するためには、支払
不能または清算の際、これを保険契約者とシニア債権者の権利よりも法的に劣

位に置かねばならない。これは、支払不能または清算手続き開始後、資本性商

品の所有者は保険契約者に対する債務が全て履行されるまで、返済も配当も利

息も受け取ることができないことを意味する。

17.11.12 また、優先・劣後関係を根底から損なったり、これを無効化したりす
るような負担もあってはならない。一例として、債権者が保険会社に対する債

務と劣後資本性商品を相殺できるという相殺権の適用があげられよう59。さら

に、保険会社も他の関連事業体も資本性商品を保証すべきでないが、保険契約

者の権利が保証に優先する旨明記されている場合は、この限りでない。管轄区

域によっては、その他債権者に対する劣後関係も考慮する必要がありうる。

17.11.13 支払不能と清算を律する法律は、管轄区域によって異なる。通常、普
通株主は清算時の資産分配において、優先株主に劣る最低の優先度を与えられ

る。管轄区域によっては、清算の際に保険契約者と債権者を保護する劣後債の

発行が保険会社に認められている。保険契約者は法的に、社債権者その他の債

権者よりも高い優先度を与えられることが多いが、これは常に当てはまるわけ

59 Rights of offset will vary according to the legal environment in a jurisdiction. 
相殺権は管轄区域の法的環境によって異なる。
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legal priority above other creditors such as bondholders, this is not always the 
case; some jurisdictions treat policyholders and other creditors equally. Some 
jurisdictions rank obligations to the government (e.g. taxes) and obligations to 
employees, ahead of policyholders and other creditors. Where creditors have 
secured claims, they may rank before policyholders. The determination of suitable 
capital elements for solvency purposes is critically dependent upon the legal 
environment of the relevant jurisdiction.  

17.11.14 The supervisor should evaluate each potential capital element in the 
context that its value and suitability, and hence an insurer’s solvency position may 
change significantly in a wind-up or insolvency scenario. In most jurisdictions the 
payment priority in a wind-up situation is clearly stated in law.  

Availability 

17.11.15 In order to satisfy the primary requirement that capital resources are 
available to absorb unforeseen losses, it is important that capital elements are 
fully paid.  

17.11.16 However, in some circumstances, a capital element may be paid for “in 
kind” i.e. issued for non-cash. The supervisor should define the extent to which 
payment other than cash is acceptable for a capital element to be treated as fully 
paid without prior approval by the supervisor and the circumstances where 
payment for non-cash consideration may be considered as suitable subject to 
approval by the supervisor. There may, for example, be issues about the valuation 
of the non-cash components or the interests of parties other than the insurer.  

ではなく、保険契約者とその他の債権者を同等に取り扱う管轄区域もある。管

轄区域によっては、政府に対する債務（税金など）と従業員に対する債務を保

険契約者やその他の債権者よりも優先している。債権者が担保を有している場

合には、保険契約者に優先することもある。ソルベンシー目的での適切な資本

要素の判定は、当該管轄区域の法的環境に大きく左右される。

17.11.14 ソルベンシー制度では、清算または支払不能シナリオにおいては、潜
在的資本要素の価値および適格性、すなわち保険会社のソルベンシー状態が大

きく変動しかねないという文脈で、それぞれの潜在的資本要素を評価すべきで

ある。ほとんどの管轄区域では、清算時における支払優先順位が法律で明確に

定められている。

利用可能性

17.11.15 資本リソースが予期せぬ損失の吸収に利用できるという最重要要件を
満たすためには、資本要素が全額払い込まれていることが重要となる。

17.11.16 しかし、資本要素の支払が「現物」、すなわち現金以外で行われてい
る場合もある。監督者は、監督者の事前承認なしに、現金以外での支払が全額

払込済資本要素として認められる範囲、および、監督者の承認により、現金以

外による対価支払を適格とみなすことができる場合を定めるべきである。この

場合、非現金部分または保険会社以外の当事者の持分の評価について、問題が

生じることがある。
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17.11.17 It may also be appropriate to treat certain contingent elements of capital 
as available capital resources in cases where the probability of payment is 
expected to be sufficiently high (for example, the unpaid part of partly paid capital, 
contributions from members of a mutual insurer or letters of credit, see Guidance 
17.10.11). 

17.11.18 Where a supervisor allows contingent elements of capital to be included 
in the determination of capital resources, such inclusion would be expected to be 
subject to meeting specific supervisory requirements or prior supervisory 
approval. When assessing the appropriateness of inclusion of a contingent 
element of capital, regard should be had to:  

• the ability and willingness of the counterparty concerned to pay the relevant 
amount;  

• the recoverability of the funds, taking into account any conditions which would 
prevent the item from being successfully paid in or called up; and  

• any information on the outcome of past calls which have been made in 
comparable circumstances by other insurers, which may be used as an 
indication of future availability.  

17.11.19 The availability of capital instruments may also be impaired when capital 
is not fully fungible within an insurer to cover losses arising from the insurer’s 
business. Whereas the fungibility of capital and transferability of assets is primarily 
an issue in the context of group solvency assessment, it may also be relevant for 
the supervision of an insurer as a legal entity.  

17.11.20 For example, this is the case where – as applies to certain forms of with-
profit business in life insurance – part of the assets or surplus of the insurer is 
segregated from the rest of its operations in a ring-fenced fund. In such cases, 

17.11.17 また、支払の確率が充分に高いと見られる場合には、資本のうち一定
の条件付要素を利用可能資本リソースとして取り扱うことが適切となりうる

（一部払込済資本の未払い部分、保険相互会社の社員拠出金、信用状など、指

針17.10.11を参照）。

17.11.18 監督者が条件付資本要素を資本リソースの判定に算入することを認め
ている場合、このような算入には、規制上の特定要件充足または監督者の事前

承認が必要となろう。条件付資本要素算入の適否を評価する際には、下記を考

慮すべきである：

・ 関係するカウンターパーティーが当該金額を支払う能力と意思

・ 当該項目の払込履行または払込請求を妨げかねない条件がある場合 に

は、これを考慮した上での当該資金の徴収可能性

・ 類似の状況で他の保険会社が行った過去の支払請求の結果に関する情報。

将来的な利用可能性の徴候として利用できるかもしれない

17.11.19 資本性商品の利用可能性は、保険会社内で資本の流用可能性が不十分
であるため、その事業に起因する損失をカバーできない場合にも、損なわれる

ことがある。資本の流用可能性と資産の移転可能性は主として、グループのソ

ルベンシー評価との関連で問題になるが、保険会社を法人ベースで監督する場

合にも関係してくる可能性がある。

17.11.20 例えば、特定種類の有配当生命保険契約のように、保険会社の資産ま
たは剰余金の一部が区分されたファンドの形で、同社のその他の事業から隔離

されている場合に、これが当てはまる。この場合、当該ファンド内の資産は、
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assets in the fund may only be able to be used to meet obligations to policyholders 
with respect to which the fund has been established. In these circumstances, the 
insurer’s available capital resources relating to the ring-fenced fund can only be 
used to cover losses stemming from risks associated with the fund (until 
transferred out of that fund) and cannot be transferred to meet the insurer’s other 
obligations.  

Permanence 

17.11.21 To provide suitable protection for policyholders for solvency purposes, a 
capital element must be available to protect against losses for a sufficiently long 
period to ensure that it is available to the insurer when needed. Supervisors may 
want to determine a minimum period that capital should be outstanding to be 
regarded as capital resources for solvency purposes.  

17.11.22 When assessing the extent of permanence of a capital element, regard 
should be had to:  

• the duration of the insurer’s obligations to policyholders;
60 

• contractual features of the capital instrument which have an effect on the period 
for which the capital is available, e.g. lock-in clauses, step-up options or call 
options;  

• any supervisory powers to restrict the redemption of capital resources; and  
• the time it might take to replace the capital element on suitable terms as it 

approaches maturity.  

その対象となった保険契約者に対する債務履行にのみ利用できる。こうした状

況において、保険会社の隔離されたファンドに関連する利用可能資本リソース

は、（ファンド外に移転されるまでは）当該ファンドに関連するリスクに起因

する損失のカバーのみに利用でき、同社の他の債務履行のために移転すること

はできない。

永続性

17.11.21 ソルベンシー目的で保険契約者を適切に保護するためには、保険会社
が必要な時点で確実に利用できるよう、充分長い期間にわたり、資本要素を損

失からの保護に充当できるようにしておかねばならない。監督者は、ソルベン

シー目的の資本リソースとみなされるために資本が発行済の状態にあるべき最

低期間を決定しようとするかもしれない。

17.11.22 ある資本要素の永続性の度合いを評価する際には、下記を考慮すべき
である：

・ 保険会社の保険契約者に対する債務の存続期間60

・ ロックイン条項、ステップアップ・オプション、コール・オプションな

ど、資本性商品の利用可能な期間に影響を与える契約上の特徴

・ 監督者に資本リソースの償還を制限する権限があれば、その権限

・ 資本要素が満期に近づく中で、これを適切な条件で置き換えるために要す

る時間

60 The duration of the insurer’s obligations to policyholders should be assessed on an economic basis rather than strict contractual basis. 
保険会社の保険契約者に対する債務の存続期間は、厳密な契約ベースではなく、経済的ベースで評価されるべきである。
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17.11.23 Similarly, if a capital element has no fixed maturity date, the notice 
required for repayment should be assessed against the same criteria.  

17.11.24 It is important to take into account incentives to redeem a capital element 
prior to its maturity date which may exist in a capital element and may effectively 
reduce the period for which the capital is available. For example, a capital 
instrument which features a coupon rate which increases from its initial level at a 
specified date after issue, may give rise to an expectation that the instrument will 
be paid back at that future specified date.  

Absence from mandatory servicing requirements or encumbrances 

17.11.25 The extent to which capital elements require servicing in the form of 
interest payments, shareholder dividend payments and principal repayments 
should be considered, as it will affect the insurer’s ability to absorb losses on a 
going-concern basis.  

17.11.26 Capital elements that have a fixed maturity date may have fixed servicing 
costs that cannot be waived or deferred before maturity. The presence of such 
features also affects the insurer’s ability to absorb losses on a going-concern basis 
and may accelerate insolvency if the payment of a servicing cost results in the 
insurer breaching its regulatory capital requirements.  

17.11.27 A further consideration is the extent to which payments to capital 
providers or redemption of capital elements should be restricted or subject to 
supervisory approval. For example, the supervisor may have the ability to restrict 
the payment of dividends or interest and any redemption of capital resources 
where considered appropriate to preserve the solvency position of the insurer. 

17.11.23 同様に、満期日が定められていない資本要素については、返済に必要
な通知を同じ判断基準に照らして評価すべきである。

17.11.24 資本要素には、満期日以前にこれを償還するインセンティブが存在
し、当該資本の利用可能期間が事実上短縮されることもあるため、こうしたイ

ンセンティブを考慮することが重要である。例えば、表面利率が発行後の所定

の期日に当初の水準から引き上げられる資本性商品は、その期日に返済が行わ

れるとの期待を生みかねない。

義務的な元利払の要件と負担の不存在

17.11.25 資本要素が利払、株主配当支払および元本返済という形でどの程度の
支払を必要とするかは、保険会社が継続企業ベースで損失を吸収できる能力に

影響を与えるため、これを考慮すべきである。

17.11.26 満期日が定められている資本要素には、満期以前に免除も繰延もでき
ない固定の元利払が伴うこともある。このような特徴の存在も、継続企業ベー

スで保険会社が損失を吸収できる能力に影響を及ぼすだけでなく、元利の支払

で保険会社が規制上の資本要件に違反するようなことがあれば、支払不能を加

速しかねない。

17.11.27 さらに、資本提供者への支払または資本要素の償還をどの程度制限し
たり、監督者による承認の対象としたりすべきかを考慮する必要もある。例え

ば、監督者は保険会社のソルベンシー状態の維持に適切と考えられる場合、資

本リソースの配当または利子の支払、および何らかの償還を制限できることが

ある。また、保険会社は契約条件により、支払と償還が全面的な裁量に任され



- 336 - 

英文 仮訳

Insurers may also issue capital instruments for which payments and redemptions 
are fully discretionary or subject to supervisory approval according to the 
contractual terms.  

17.11.28 Some capital instruments are structured so as to restrict the payment of 
dividends or interest and any redemption of capital resources where an insurer is 
breaching or near to breaching its regulatory capital requirements and/or is 
incurring loss. The payment of dividends or interest may also be subordinated to 
policyholder interests in case of winding-up or insolvency. Such features will 
contribute to the ability of the capital instrument to absorb losses on a wind-up 
basis provided that any claims to unpaid dividends or interest are similarly 
subordinated.  

17.11.29 It should also be considered whether the capital elements contain 
encumbrances which may restrict their ability to absorb losses, such as 
guarantees of payment to the capital provider or other third parties, hypothecation 
or any other restrictions or charges which may prevent the insurer from using the 
capital resource when needed. Where the capital element includes guarantees of 
payment to the capital provider or other third parties, the priority of that guarantee 
in relation to policyholders’ rights should be assessed. Encumbrances may also 
undermine other characteristics such as permanence or availability of capital.  

Determination of capital resources to meet regulatory capital requirements 

17.11.30 Based on the assessment of the quality of the capital elements 
comprising the total capital resources potentially available to the insurer, the final 
capital resources suitable to meet the regulatory capital requirements can be 
determined.  

ているか、監督者による承認を条件とする資本性商品を発行することもある。

17.11.28 資本性商品の中には、保険会社が規制上の資本要件に抵触したか、抵
触に近い状態にあったり、および／または損失を被ったりした場合、資本リソ

ースの配当または利子の支払、および何らかの償還を制限する構造を有するも

のがある。また、清算または支払不能の場合、配当または利子の支払が保険契

約者持分より劣位に置かれることもある。このような特徴は、未払いの配当ま

たは利子の請求が同様に劣後扱いされていれば、清算ベースでの資本性商品の

損失吸収能力を高めることになる。

17.11.29 また、資本要素の中に、資本提供者その他の第三者に対する支払保
証、担保契約、または、保険会社が必要な時に資本リソースの利用を妨げかね

ないその他何らかの制約もしくは義務など、その損失吸収能力を制約しかねな

い負担が含まれているか否かも考慮すべきである。資本提供者その他の第三者

への支払保証を含む資本要素については、保険契約者の権利とそのような保証

の優先・劣後関係を評価すべきである。負担は、資本の永続性や利用可能性な

ど、その他の特性も損なうことがある。

規制上の資本要件を満たす資本リソースの判定

17.11.30 規制上の資本要件充足に適した最終的な資本リソースは、保険会社が
利用できる可能性のある総資本リソースを構成する資本要素の質的評価に基づ

き判定できる。
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17.11.31 Capital elements that are fully loss absorbent under both a going-
concern and a wind-up perspective would generally be allowed to cover any of the 
different levels of regulatory capital requirements. However, the supervisor may 
choose to restrict the extent to which the stronger solvency control levels (i.e. 
control levels which trigger more severe supervisory interventions) may be 
covered by lower quality capital resources or to establish minimum levels for the 
extent to which these stronger requirements should be covered by the highest 
quality capital resources. In particular, this applies to amounts of capital resources 
which are intended to cover the MCR.  

17.11.32 To determine the amount of an insurer’s capital resources, supervisors 
may choose a variety of approaches: 
・approaches which categorise capital resources into different quality classes 

(“tiers”) and apply certain limits/restrictions with respect to these tiers (tiering 
approaches);  

• approaches which rank capital elements on the basis of the identified quality 
characteristics (continuum-based approaches); or  

• approaches which do not attempt to categorise or rank capital elements, but 
apply individual restrictions or charges where necessary.  

To accommodate the quality of assets and quality of capital elements, 
combinations of the above approaches have been widely used in various 
jurisdictions for solvency purposes for insurance and other financial sectors.  

Determination of capital resources to meet regulatory capital requirements - tiering 
approach 

17.11.33 To take into account the quality of capital instruments, a tiering approach 

17.11.31 継続企業ベースでも清算ベースでも完全な損失吸収性を有する資本要
素は、どの水準の規制上の資本要件にも算入できよう。しかし、監督者は、よ

り質の低い資本リソースをより強力なソルベンシー・コントロール水準（すな

わち、より厳しい監督措置の引き金となるコントロール水準）に算入できる程

度を制限すること、または、もっとも質の高い資本リソースでこれら相対的に

厳しい要件をカバーすべき最低限度を設定することを選択することがある。こ

れは特に、MCRをカバーすることを意図されている資本リソースの額に当ては
まる。

17.11.32 保険会社の資本リソースの額を判定する場合、監督者は多種多様なア
プローチを選択しうる：

・ 資本リソースを質的に異なる種類（「ティア」）に分類し、これらティア

について一定の限度／制限を適用するアプローチ（ティア・アプロー

チ）; 
・ 認識された質的特性に基づき、資本要素をランク付けするアプローチ（連

続体ベースのアプローチ）;または
・ 要素の分類もランク付けもせず、必要に応じて個別の制限または資本チャ

ージを適用するアプローチ; 
資産の質と資本要素の質を考慮に入れるため、さまざまな管轄区域において、

保険およびその他金融セクターに対するソルベンシー目的で、上記アプローチ

を組み合わせたものが広く用いられている。

規制上の資本要件を満たす資本リソースの判定－ティア・アプローチ

17.11.33 ティア・アプローチは、資本性商品の質を考慮する目的で、多くの管



- 338 - 

英文 仮訳

is commonly used in many jurisdictions and in other financial sectors. Under a 
tiering approach, the composition of capital resources is based on the 
categorisation of elements of capital according to the quality criteria set by the 
supervisor.  

17.11.34 In many jurisdictions, capital elements are categorised into two or three 
distinct levels of quality when considering criteria for, and limits on, those capital 
elements for solvency purposes. For example, one broad categorisation may be 
as follows;

61  

• Highest quality capital - permanent capital that is fully available to cover losses 
of the insurer at all times on a going-concern and a wind-up basis;  

• Medium quality capital - capital that lacks some of the characteristics of highest 
quality capital, but which provides a degree of loss absorbency during ongoing 
operations and is subordinated to the rights (and reasonable expectations) of 
policyholders; and  

• Lowest quality capital - capital that provides loss absorbency in insolvency/ 
winding-up only.  

17.11.35 Under a tiering approach, the supervisor would set minimum or upper 
levels for the extent to which required capital should comprise the various 
categories or tiers (for example, high, medium, low) of capital elements. Where 
established, the level may be expressed as a percentage of required capital

62 
(for 

example, a minimum level of 50%
63 

of required capital for high quality capital 

轄区域や他の金融セクターで広く用いられている。ティア・アプローチでは、

資本リソースの構成は、監督者が設定した質的判断基準に応じた資本要素の分

類に基づく。

17.11.34 多くの管轄区域では、ソルベンシー目的での資本要素に関する判断基
準と限度を検討する際、これら資本要素が質的に2つまたは3つのレベルに分類
される。例えば、下記のようなおおまかな分類がありうる61；

・質の高い資本－継続企業ベースと清算ベースで、保険会社がいつでも損失

のカバーに全額を利用できる永続的資本

・中間の質の資本－質の高い資本の特性を一部欠くが、事業継続中にある程

度の損失吸収性を有し、保険契約者の権利（および合理的な期待権）より

も劣位に置かれている資本

・質の低い資本－支払不能／清算時にのみ損失吸収性を有する資本

17.11.35 ティア・アプローチでは、監督者が所要資本が各カテゴリーまたはテ
ィア（高質、中間、低質など）をどの程度含むべきかについて、最低水準と最

高限度を定めることになる。このように設定された水準は、所要資本に対する

パーセンテージで表すことができる62（質の高い資本要素が所要資本に占める最

低割合が50%63、および／または質の低い資本が規制上の所要資本に占める割合

61 Capital elements categorised as being of highest quality are often referred to as core capital and lower levels as supplementary capital, or similar. 
最上級に分類された資本要素はコア資本、より低級に分類された資本要素は補完的資本などと呼ばれることが多い。

62 Alternative approaches may also be used in practice, for example, where the levels are expressed as a percentage of available capital. 
各水準が利用可能資本に対するパーセンテージで表される場合など、実際には代替的なアプローチが用いられることもある。

63 The percentages used may vary for supervisors in different jurisdictions 
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elements and/or an upper limit for lowest quality capital might be 25% of required 
regulatory capital). There may also be limits set on the extent to which required 
capital may be comprised of certain specific types of capital elements (for 
example, perpetual subordinated loan capital and perpetual cumulative 
preference share capital may be limited to 50% of required capital.)  

17.11.36 What constitutes an adequate minimum or upper level may depend on 
the nature of the insurance business and how the requirement interacts with the 
various solvency control levels. A separation into tiers as set out above assumes 
that all elements of capital can clearly be identified as belonging to one of the 
specified tiers and that elements falling into an individual tier will all be of the same 
quality. In reality, such distinctions between elements of capital may not be clear 
cut and different elements of capital will exhibit the above quality characteristics 
in varying degrees.  

17.11.37 There are two potential policy responses to this fact. One is to set 
minimum quality thresholds on the characteristics the capital must have to be 
included in the relevant tier - as long as these thresholds are met for a given 
element then it can be included in the relevant tier of capital without limit. The 
other approach is to set minimum quality thresholds for limited inclusion in the 
relevant tier, but to set additional higher quality thresholds for elements to be 
permitted to be included in that tier without limit. This approach effectively sub-
divides the tiers. It permits greater recognition within a given tier for elements of 
capital which are more likely to fulfil the quality targets specified for that tier.  

の上限が25%など）。また、所要資本をある特定の種類の資本要素で構成しう
る範囲に制限が設けられることもある（永久劣後債による資本と永久累積優先

株による資本は所要資本の50%以下に制限するなど）。

17.11.36 何をもって充分な最低水準または最高限度とするかは、保険事業の性
質、および、当該要件と各種ソルベンシー・コントロール水準とがどのように

相互作用しているかによって異なりうる。上記のようなティア分類は、全ての

資本要素をいずれかの具体的ティアにはっきりと分類でき、かつ、ある特定の

ティアに属する要素の質が全て同じであることを想定している。現実的には、

このような資本要素の区別は明確でないことがあり、しかも、上記の質的特性

をそれぞれどの程度備えているかは、資本要素によって異なる。

17.11.37 この事実には2つの方針で対処しうる。その一つは、資本が各ティア
に含まれるために備えていなければならない特性について、最低限の質の閾値

を設けるやり方である。つまり、ある要素がこれらの閾値を超えていれば、無

制限で該当する資本ティアに算入できることになる。もう一つのアプローチ

は、該当するティアへの限定的算入に必要な最低限の質の閾値を設ける一方

で、各要素を当該ティアに無制限に含めることを認めるために、より高い追加

的な閾値を設けるというやり方である。このアプローチは事実上、ティアの下

位区分を設けることになる。これにより、あるティアについて定めた質的な目

標を満たす公算の大きい資本要素は、当該ティアでより多く認識できるように

なる。

管轄区域が違えば、監督者が用いるパーセンテージも変わりうる。
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17.11.38 Where a tiering approach is applied, this should ideally follow the 
distinction between going-concern capital and wind-up capital. Dividing capital into 
these tiers is an approach that is also used in the context of regulatory capital 
requirements for the banking sector.  

Determination of capital resources to meet regulatory capital requirements –
continuum-based approach 

17.11.39 In other jurisdictions a continuum-based approach may be used in 
recognising the differential quality of capital elements. Under this approach, 
elements of capital are not categorised, but rather ranked, relative to other 
elements of capital on the basis of identified quality characteristics set by the 
supervisor. The supervisor also defines the minimum acceptable level of quality 
of capital for solvency purposes and perhaps for different solvency control levels. 
In this way the capital elements are classified from highest to lowest quality on a 
continuous basis; only capital elements sitting above this defined minimum level 
on the continuum, would be accepted as capital resources for solvency purposes. 
Due consideration should again be given to the quality of capital elements to 
ensure that there is an appropriate balance of going-concern and wind-up capital. 

Determination of capital resources to meet regulatory capital requirements - other 
approaches on determination of capital resources 

17.11.40 The supervisor may also apply approaches that are not based on an 
explicit categorisation of capital instruments, but more on an assessment of the 
quality of individual capital instruments and their specific features. For example, 
the terms of a hybrid capital instrument may not provide enough certainty that 
coupon payments will be deferred in times of stress. In such a case, the 

17.11.38 ティア・アプローチを適用する場合、理想的には継続企業資本と清算
資本の区分に従うべきである。これらのティアに資本を分類するというアプロ

ーチは、銀行セクターに関する規制上の資本要件の関連でも用いられている。

規制上の資本要件を満たす資本リソースの判定－連続体ベースのアプローチ

17.11.39 他の管轄区域では、連続体ベースのアプローチを用いて資本要素の質
的差異を認識することもある。このアプローチでは、資本要素の分類は行わ

ず、監督者が設定した質的特性の特定に基づき、他の資本要素と比較したラン

ク付けを行う。また、監督者は、ソルベンシー目的での資本の質について、ま

た、おそらくは各ソルベンシー・コントロール水準についても、受容可能な最

低水準を設ける。このようにして、資本要素は最上位から最下位まで、連続的

に分類される。この連続体のうち、ソルベンシー目的での資本リソースとして

認められるのは、上記のように設定された最低水準より上にある資本要素のみ

となる。この場合でも、継続企業資本と清算資本の適切なバランスを確保でき

るよう、資本要素の質に充分配慮すべきである。

規制上の資本要件を満たす資本リソースの判定－資本リソースの判定における

他のアプローチ

17.11.40 監督者では、資本性商品の明示的な分類ではなく、個別資本性商品の
質とその具体的特徴の評価に重きを置くアプローチも採用されることがある。

例えば、ハイブリッド型資本性商品の契約条件を見ても、ストレス時に利払が

繰り延べられるという充分な確証は得られないことがある。このような場合に

は、監督者のアプローチにより、当該商品で規制上の資本要件をカバーできる
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supervisor’s approach may limit (possibly taking into account further quality 
criteria) the ability of that instrument to cover the regulatory capital requirements. 

Determination of capital resources to meet regulatory capital requirements -
choice and combination of approaches 

17.11.41 Each approach has advantages and disadvantages. Jurisdictions should 
consider the organisation and sophistication of the insurance sector and choose 
the best approach appropriate to the circumstances. Whatever approach is used 
overall, it should be transparent and be consistently applied so that capital 
resources are of sufficient quality on a going-concern and a wind-up basis.  

17.11.42 It is recognised that in some markets, only a limited range of instruments 
(for example, pure equity) may meet the quality criteria set out above. Accordingly, 
supervisors in such markets may wish to restrict the range of instruments that may 
be included in capital resources for solvency purposes or to apply procedures for 
prior approval as appropriate.  

17.11.43 It is also important that the approach to the determination of capital 
resources for solvency purposes is consistent with the framework and principles 
underlying the determination of regulatory capital requirements. This includes not 
only the implemented range of solvency control levels but is also relevant with 
regard to the target criteria underlying the regulatory capital requirements. In 
particular, the target criteria for regulatory capital requirements and hence the 
approach to determining capital resources should be consistent with the way in 
which the supervisor addresses the two broad aims of capital from a regulatory 
perspective as described in Guidance 17.2.6. 

能力を制限（可能性として、さらなる質的要件を考慮した上で）することもあ

る。

規制上の資本要件を満たす資本リソースの判定－アプローチの選択と組合せ

17.11.41 それぞれのアプローチに長所と短所がある。各管轄区域では、保険セ
クターの構成や洗練性を考慮し、状況に最も適したアプローチを選ぶべきであ

る。全体としてどのようなアプローチを用いるにせよ、継続企業ベースと清算

ベースで充分な質の資本リソースとなるためには、アプローチを透明なものと

し、これを一貫して適用すべきである。

17.11.42 一部の市場においては、限られた範囲の商品しか（純粋な株式など）
上記の質的判断基準を満たせないことは認識されている。したがって、そのよ

うな市場の監督者は、ソルベンシー目的の資本リソースに算入し得る商品の範

囲を制限すること、または適宜、事前承認手続きを適用することを希望するか

もしれない。

17.11.43 また、ソルベンシー目的での資本リソース判定のアプローチが、規制
上の資本要件決定の根拠となる枠組みおよび原則と整合的となることも重要で

ある。これには、ソルベンシー・コントロール水準の適用範囲のみならず、規

制上の資本要件の根拠として目標となる基準との関連性も含まれる。特に、規

制上の資本要件の目標となる基準と、資本リソース判定のアプローチは、指針

17.2.6で述べたところの、監督上の観点から見た資本の2つの幅広い目的に監督
者が取り組む方法と整合させるべきである。
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17.11.44 To illustrate this, suppose that in setting regulatory capital requirements 
the supervisor would consider the maximum probability over a specified time 
period with which they are willing to let unforeseen losses cause the insolvency of 
an insurer. In such a case, insurers would need to maintain sufficient capital 
resources to absorb losses before insolvency or winding-up occurs. Hence the 
determination of capital resources would need to lay sufficient emphasis on the 
first objective stated in Guidance 17.2.6 (loss absorbency under going concern), 
and could not entirely rely on the second objective (loss absorbency solely under 
insolvency or winding-up). 

Additional guidance for insurance groups and insurance legal entities that are 
members of groups 

17.11.45 The considerations set out in Guidance 17.11.1 - 17.11.44 above apply 
equally to insurance legal entity and group-wide supervision. See Guidance 
17.10.22 for additional guidance on the criteria for the assessment of the quality 
and suitability of capital resources for insurance groups and insurance legal 
entities that are members of groups. 

Multiple gearing and intra-group creation of capital 

17.11.46 Double gearing may occur if an insurer invests in a capital instrument 
that counts as regulatory capital of its subsidiary, its parent or another group entity. 
Multiple gearing may occur if a series of such transactions exist. 

17.11.47 Intra-group creation of capital may arise from reciprocal financing 
between members of a group. Reciprocal financing may occur if an insurance 

17.11.44 これを示す具体例として、規制上の資本要件を定める際、所定の期間
において、予期せぬ損失で保険会社の支払不能が生じる確率をどの程度まで許

容するかを監督者が考慮するものと想定してみる。このような場合、保険会社

は支払不能や清算が起きる前に損失を吸収するために充分な資本リソースを維

持する必要があろう。よって、資本リソースの判定では、指針17.2.6で述べた
第一の目的（継続企業ベースでの損失吸収性）に充分な力点を置く必要があ

り、第二の目的（支払不能または清算時のみの損失吸収性）に全面的に依存す

ることはできなくなるだろう。

保険グループおよびグループの一員である保険法人向けの追加指針

17.11.45 上記の指針17.11.1から17.11.44で提示した考慮点は、保険法人の監督
とグループ全体の監督にも同等に当てはまる。保険グループおよびグループの

一員である保険法人向けの資本リソースの質および適切性の評価の規準に関す

る追加指針については、指針17.10.22を参照。

マルチプル・ギアリングとグループ内資本創出

17.11.46 ダブル・ギアリングは、保険会社がその子会社、親会社または別のグ
ループ企業の規制上の資本に算入される資本性商品に投資する場合に生じう

る。このような一連の取引がある場合にも、マルチプル・ギアリングが生じう

る。

17.11.47 グループ内資本創造は、グループ企業間の相互資金調達から生じう
る。相互資金調達が生じうるのは、ある保険法人が別のグループ企業（保険法
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legal entity holds shares in or makes loans to another legal entity (either an 
insurance legal entity or otherwise) which, directly or indirectly, holds a capital 
instrument that counts as regulatory capital of the first insurance legal entity. 

17.11.48 For group-wide capital adequacy assessment with a group level focus, 
a consolidated accounts method would normally eliminate intra-group 
transactions and consequently multiple gearing and other intra-group creation of
capital whereas, without appropriate adjustment, a legal entity focus may not. 
Whatever approach is used, multiple gearing and other intra-group creation of 
capital should be identified and treated in a manner deemed appropriate by the 
supervisor to largely prevent the duplicative use of capital. 

Leverage 

17.11.49 Leverage arises where a parent, either a regulated company or an 
unregulated holding company, issues debt or other instruments which are 
ineligible as regulatory capital or the eligibility of which is restricted and down-
streams the proceeds as regulatory capital to a subsidiary. Depending on the 
degree of leverage, this may give rise to the risk that undue stress is placed on a 
regulated entity as a result of the obligation on the parent to service its debt.  

Fungibility and transferability 

17.11.50 In the context of a group-wide solvency assessment, excess capital in 
an insurance legal entity above the level needed to cover its own capital 
requirements may not always be available to cover losses or capital requirements 
in other insurance legal entities in the group. Free transfer of assets and capital 
may be restricted by either operational or legal limitations. Some examples of such 

人か否かに拘らず）の株式を保有するか、これに貸付を行い、そのグループ企

業が直接または間接に、当該保険法人の規制上の資本に算入される資本性商品

を保有する場合である。

17.11.48 グループ・レベルを重視するグループ全体の資本充分性評価において
は通常、連結財務諸表法を用いることで、グループ内取引は消去されるため、

マルチプル・ギアリングその他のグループ内資本創造は排除されるが、法人に

焦点を当てた場合では適切な調整を行わない限り、これが残ってしまいかねな

い。どちらのアプローチを用いるにせよ、マルチプル・ギアリングその他のグ

ループ内資本創造は認識し、資本の二重利用を大部分において避けるという点

で監督者により適切であるとみなされる方法で扱うべきである。

レバレッジ

17.11.49 規制事業体か非規制持株会社かに拘らず、親会社が規制上の資本とし
て適格でないか、その適格性が制限される債券その他の資本性商品を発行し、

これによって調達した資金を子会社に規制上の資本として注入する場合、レバ

レッジが生じる。レバレッジの程度によっては、親会社の債務履行義務の結果

として、規制事業体に不当なストレスとなるリスクが生じかねない。

流用可能性および移転可能性

17.11.50 グループ・ソルベンシー評価の関連において、ある保険法人の資本
で、その資本要件をカバーするために必要な水準を越える部分は必ずしも、同

一グループ内の他の保険法人の損失または資本要件のカバーに利用できるとは

限らない。業務上または法律上の制約により、資産と資本の自由な移転は制限

されることがある。このような法的制約の例としては、一部管轄区域における
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legal restrictions are exchange controls in some jurisdictions, surpluses in with-
profits funds of life insurers which are earmarked for the benefit of policyholders 
and rights that holders of certain instruments may have over the assets of the legal 
entity. In normal conditions, surplus capital at the top of a group can be down-
streamed to cover losses in group entities lower down the chain. However, in times 
of stress such parental support may not always be forthcoming or permitted.  

17.11.51 The group-wide capital adequacy assessment should identify and 
appropriately address restrictions on the fungibility of capital and transferability of 
assets within the group in both “normal” and “stress” conditions. A legal entity 
approach which identifies the location of capital and takes into account legally 
enforceable intra-group risk and capital transfer instruments may facilitate the 
accurate identification of, and provision for, restricted availability of funds. 
Conversely an approach with a consolidation focus using a consolidated accounts 
method which starts by assuming that capital and assets are readily 
fungible/transferable around the group will need to be adjusted to provide for the 
restricted availability of funds.  

General provisions on the use of an internal model to determine regulatory 
capital requirements 

17.12 Where a supervisor allows the use of internal models to determine 
regulatory capital requirements, the supervisor: 

• establishes appropriate modelling criteria to be used for the 
determination of regulatory capital requirements, which require broad 
consistency among all insurers within the jurisdiction; and 
・identifies the different levels of regulatory capital requirements for which 

the use of internal models is allowed. 

為替管理、生命保険会社の有配当契約ファンドの保険契約者にのみ分配できる

剰余金、特定の商品の保有者が法人の資産に対して行使しうる権利などがあげ

られる。通常の環境であれば、グループのトップで生じた余剰資本を分配し、

グループ子会社の損失をカバーすることができる。しかしストレス時には、こ

のような親会社によるサポートが常に得られる、または認められるとは限らな

い。

17.11.51 グループ全体の資本充分性評価では、「平常」状態と「ストレス」状
態双方におけるグループ内資本の流用可能性および資産の移転可能性に対する

制約を明らかにし、これに適切に対処すべきである。資本の所在を明らかに

し、法的強制力を有するグループ内リスク・資本移転手段を考慮する法人アプ

ローチは、資金利用可能性に対する制約の正確な把握と、これへの備えを容易

にしうる。逆に、連結財務諸表を用い、資本と資産がグループ内で容易に流

用・移転可能であることをあらかじめ想定する連結重視型のアプローチは、資

金の利用可能性に対する制約に備えるため、調整する必要がある。

規制上の資本要件を決定するための内部モデルの使用に関する一般規定

17.12 監督者が、規制上の資本要件を算定するために内部モデルを使用するこ
とを認める場合、監督者は、

・ 規制上の資本要件を算定するために使用される適切なモデル化判断基準を

定め、管轄区域内の全ての保険会社間の広範囲にわたる整合性を要求す

る。

・ 内部モデルの使用を認める上での様々なレベルの規制上の資本要件を明確

にする。
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17.12.1 Internal models can be considered in the dual contexts of:  
• a method by which an insurer determines its own economic capital

64 
needs; 

and  
• a means to determine an insurer's regulatory capital resources and 

requirements, where appropriate.  
In either case, the quality of the insurer’s risk management and governance is vital 
to the effective use of internal models. If the insurer has supervisory approval, 
internal models can be used to determine the amount of the insurer’s regulatory 
capital requirements. However, an insurer should not need supervisory approval, 
initial or ongoing, for the use of its internal model in determining its own economic 
capital needs or management.  

17.12.2 One of the main purposes of an internal model is to better integrate the 
processes of risk and capital management within the insurer. Among other uses, 
internal models can be used to determine the economic capital needed by the 
insurer and, if an insurer has supervisory approval, to determine the amount of 
the insurer’s regulatory capital requirements. As a basic principle, an internal 
model that is to be used for regulatory capital purposes should already be in 
established use for determining economic capital. The methodologies and 
assumptions used for the two purposes should be consistent, any differences 
being explainable in terms of the difference in purposes.  

17.12.3 Where the supervisor allows a range of standardised and more tailored 
approaches for regulatory capital purposes, including internal models, an insurer 

17.12.1 内部モデルは、下記の2つの視点から捉えることができる：
・ 保険会社が自社の経済資本64の必要額を算定する方法

・ 必要に応じて、保険会社の規制上の資本リソースおよび資本要件を決定す

る手段

いずれの場合も、保険会社のリスク管理およびガバナンスの質が、内部モデル

を効果的に使用する上で極めて重要である。保険会社が監督上の承認を有する

場合、規制上の資本要件の算定に内部モデルを使用することができる。ただ

し、保険会社は、自社の経済資本の必要額または管理について決定する際に内

部モデルを使用することについて、最初にまたは継続的に監督者の承認を得る

必要はない。

17.12.2 内部モデルの主な目的のひとつは、保険会社におけるリスクおよび資
本管理のプロセスをより適切に統合することにある。内部モデルは、複数ある

利用法のうち、保険会社が必要とする経済資本の算定に用いられうるものであ

り、また、保険会社が規制上の認可を受けている場合は、保険会社の規制上の

資本要件を決定するために用いられうる。基本原則として、規制上の資本目的

で用いられる内部モデルは、経済資本を算定するための確立されている利用目

的で既に用いられているべきである。この2つの目的で用いられる方法および前
提条件は一貫性を有するべきであり、いかなる相違点も、目的上の相違の点か

ら説明できるものであるべきである。

17.12.3 監督者が、規制上の資本目的における、一連の標準化アプローチと、
内部モデルを含むより発達したアプローチを認める場合、保険会社は、規制上

64 Economic capital refers to the capital which results from an economic assessment of the insurer's risks given the insurer’s risk tolerance and business plans. 
経済資本とは、保険会社のリスク許容度と事業計画を考慮に入れた保険会社のリスクの経済的評価から引き出される資本のことを指す。
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should have a choice as to which approach it adopts,
65

subject to satisfying certain 
conditions established by the supervisor on the use of internal models for 
regulatory capital purposes.  

17.12.4 Where there is a choice of approach allowed by a supervisor, it is 
inappropriate for an insurer to be able to adopt a process of “cherry-picking” 
between those approaches

66 
– for example, by choosing to use its model for 

regulatory capital purposes only when the model results in a lower capital 
requirement than a standardised approach. The IAIS supports the use of internal 
models where appropriate as they can be a more realistic, risk-responsive method 
of calculating capital requirements, but discourages any “cherry-picking” practices 
by insurers.  

17.12.5 In particular, where the risk profile of an insurer which is using a 
standardised approach for calculating its regulatory capital requirements is such 
that the assumptions underlying this approach are inappropriate, the supervisor 
may use its powers to increase the insurer's capital requirement, or to require the 
insurer to reduce the risks it bears. However, in such circumstances the supervisor 
should also consider encouraging the insurer to develop a full or partial internal 
model which might enable its risk profile to be better reflected in its regulatory 
capital requirements.  

17.12.6 Where the supervisor is aware that an insurer has an existing internal 

の資本目的における内部モデルの使用に関して監督者が定める特定の条件を満

たすことを条件として、どちらのアプローチを採用するか選択肢を有するべき

である65。

17.12.4 アプローチの選択が監督者により認められる場合、保険会社が、これ
らのアプローチの間で「いいとこどり」の方法を採用できるようにすること66－

例えば、内部モデルで算出される資本要件が標準化アプローチで算出される資

本要件より少ない場合に限り、規制上の資本算出目的で内部モデルを使用する

ことを選択するなど－は適切ではない。IAISは、内部モデルが、より現実的
で、リスク即応性がある資本要件算出方法であり、適切な場合には内部モデル

の使用を支持するが、保険会社による「いいとこどり」のやり方は奨励しな

い。

17.12.5 具体的に、規制上の資本要件の算出にあたって標準化アプローチを用
いている保険会社のリスクプロファイルに照らして、このアプローチを裏付け

る前提条件が不適切なときは、監督者は、保険会社に資本要件を増やす、ある

いは保険会社に保有するリスクを削減するよう求めるべく、監督者の権限を用

いることができる。ただし、この場合、監督者は、保険会社の規制上の資本要

件にリスクプロファイルがさらに的確に反映されるような完全内部モデルまた

は部分的内部モデルを開発するよう保険会社に奨励することも考慮しなければ

ならない。

17.12.6 保険会社が既存の内部モデルを有しているが、規制上の資本要件を算

65 There are a number of considerations that the insurer would also have to make before deciding to invest in constructing an internal model, one of which is cost. The IAIS is not advocating that all insurers must have 
an internal model (although their use is encouraged where appropriate). 
保険会社が内部モデルの構築に投資する前に検討すべき事項は数多いが、その 1つがコストである。IAISは（適切であればそれを使用することを奨励するものの）、全ての保険会社が内部モデルを有するべきであ
ると推奨するわけではない。

66 Refer to Guidance 17.12.14 in relation to “cherry-picking” in the particular context of partial internal models. 
部分的に内部モデルを使用する際の特殊な状況における「いいとこ取り」に関しては、指針 17.12.14を参照。
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model but has not sought approval to use it to calculate the regulatory capital 
requirement, the supervisor should discuss this decision with the insurer.  

17.12.7 Effective use of internal models by an insurer for regulatory capital 
purposes should lead to a better alignment of risk and capital management by 
providing incentives for insurers to adopt better risk management procedures 
which can: 

• produce regulatory capital requirements that are more risk sensitive and better 
reflect the supervisor’s target criteria; and  

• assist the integration of the internal model fully into the insurer's strategic, 
operational and governance processes, systems and controls.  

Criteria for the use of an internal model to determine an insurer's regulatory capital 
requirements  

17.12.8 Where a supervisor allows the use of internal models to determine 
regulatory capital requirements, the supervisor should determine modelling 
criteria, based upon the level of safety required by the supervisor, to be used by 
an insurer adopting an internal model for that purpose. These criteria should 
require broad consistency between all insurers within the jurisdiction being based 
on the same broad level of safety requirements applied to the overall design and 
calibration of the standardised approach to determining regulatory capital 
requirements. Discussions with the insurance industry in a jurisdiction may also 
assist in achieving consistency. The supervisor should set out for which of the 
different levels of regulatory capital requirements the use of internal models is 
allowed and determine the modelling criteria for each level. 

17.12.9In particular, when considering whether an internal model may be used in 

出するためにその内部モデルを使用する承認を求めていないことを監督者が認

識している場合、監督者は、その決定について保険会社と協議すべきである。

17.12.7 規制上の資本目的における保険会社の効果的な内部モデルの使用は、
保険会社により適切なリスク管理方法を採用するインセンティブを与えること

によって、リスクおよび資本管理がより適切に調和されるべきである。これに

よって、以下が実現されるであろう：

・ リスクにより適切に対応する規制上の資本要件を設定し、監督者の目標の

判断基準をより適切に反映すること、および

・ 内部モデルを保険会社の戦略・事業運営・ガバナンス上のプロセス、シス

テムおよび管理に完全に統合させることを補完すること。

保険会社の規制上の資本要件を決定するための内部モデルの使用に関する判断

基準

17.12.8 監督者が、規制上の資本要件を算定するために内部モデルを使用する
ことを認めている場合、監督者は、資本要件算定目的で内部モデルを使用する

保険会社が用いるモデル化判断基準を、監督者が要求する安全性レベルに基づ

き決定すべきである。また、これらの判断基準は、規制上の資本要件を決定す

るための標準化アプローチの全体的な設計および較正に適用される同一の幅広

い安全性レベルの要件に基づいて、管轄区域内の全ての保険会社間での広範な

一貫性を要求するべきである。管轄区域内の保険業界との対話も、一貫性を達

成するために有用かもしれない。監督者は、内部モデルの使用が、規制上の資

本要件の異なるどのレベルで認められるか定めるべきであり、各々のレベルに

適用されるモデル化判断基準を決定すべきである。

17.12.9 特に、内部モデルがMCRの算定に使用できるか否かを検討する場合
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determining the MCR, the supervisor should take into account the main objective 
of the MCR (i.e.to provide the ultimate safety net for the protection of 
policyholders) and the ability of the MCR to be defined in a sufficiently objective 
and appropriate manner to be enforceable. If internal models are allowed for 
determining the MCR, particular care should be taken so that the strongest 
supervisory action that may be necessary if the MCR is breached can be enforced,
for example ifthe internal model is challenged in a court of law. 

17.12.10 The IAIS does not prescribe specific solvency requirements which are 
compulsory to all IAIS members. Notwithstanding this, the supervisor will need to 
establish the appropriate modelling criteria to be used by insurers to meet its 
regulatory capital requirements, and the insurer’s internal models will need to be 
calibrated accordingly if used for that purpose. The IAIS notes that some 
supervisors who allow the use of internal models to determine regulatory capital 
requirements have seta confidence level for regulatory purposes, which is 
comparable with a minimum investment grade level. Some examples of modelling 
criteria include a 99.5% VaR

67
calibrated confidence level over a one year 

timeframe,
68

a 99%TVaR
69

over one year
70

and a 95% TVaR over the term of the 
policy obligations. Different criteria apply for PCR and MCR. 

に、監督者は、MCRの主な目的（すなわち、保険契約者を保護する究極のセー
フティネットを提供すること）およびMCRが充分に客観的で強制可能なかたち
で設定できる能力を考慮しなければならない。もし、MCRの決定に内部モデル
の使用が認められるのであれば、例えば、内部モデルについて提訴されたとき

に、MCRを違反した（下回った）場合に必要となり得る最も厳しい監督行為を
実施できるよう、特に注意しなければならない。

17.12.10 IAISは、全てのIAISメンバーが順守すべき特定のソルベンシー要件を
定めない。これにも関わらず、監督者は保険会社がその規制上の資本要件を満

たすために使用する適切なモデル化判断基準を確立する必要があり、その目的

において使用される場合は保険会社の内部モデルは適宜較正される必要があ

る。IAISは、規制上の資本要件を決定するために内部モデルの使用を認めてい
る一部の監督者は、現在、規制目的で、最低投資適格水準に比肩しうる信頼水

準を設けていることを注記する。モデル化判断基準の例には、対象期間1年で較
正された信頼水準99.5%のVaR6768、対象期間1年で信頼水準99%のTVaR6970、お

よび対象期間が保険契約の義務期間中で信頼水準95%のTVaRなどが含まれる。
PCRおよびMCRには別の基準が適用される。

67 VaR – Value at Risk – an estimate of the worst expected loss over a certain period of time at a given confidence level. 
VaR （Value at Risk）バリュー・アット・リスクとは、所定の信頼水準による、一定期間にわたり想定される最大損失の見積りである。

68 This is the level expected in Australia for those insurers that seek approval to use an internal model to determine their MCR. It is also the level used for the calculation of the risk-based Solvency Capital Requirement 
under the European Solvency II regime. 
これは、オーストラリアでは、自社の MCRを決定するために内部モデルの使用の承認を求める保険会社に期待される水準である。それはまた、欧州ソルベンシーⅡ制度において、リスクベースのソルベンシー資
本要件の算出に用いられる水準でもある。

69 TVaR – Tail Value at Risk – the VaR plus the average exceedence over the VaR if such exceedence occurs 
TVaR （Tail Value at Risk）テイル・バリュー・アット・リスクは、VaRの超過が生じるとした場合に、その超過値の平均値を、VaRに追加した値である。

70 These are the modelling criteria of the Swiss Solvency Test. 
これらはスイスソルベンシーテストのモデル化判断基準である。
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17.12.11 If an internal model is used for regulatory capital purposes, the insurer 
should ensure that its regulatory capital requirements determined by the model 
are calculated in a way thatis consistent with the objectives, principles and criteria 
used by the supervisor. For example, the insurer may be able to apply the 
confidence levels pecified in the supervisors’modelling criteria directly to the 
probability distribution forecasts used in its internal model. Alternatively, 
depending on the insurer’s own modelling criteria for its economic capital, an 
insurer may have to recalibrate its internal model to the modelling criteria required 
by the supervisor in order to use it for regulatory capital purposes. This will allow 
internal models to have a degree of comparability to enable supervisors to make 
a meaningful assessment of an insurer's capital adequacy, without sacrificing the 
flexibility needed to make it a useful internal capital model in the operation of the 
insurer's business. Further elaboration is provided in Guidance17.15.1-17.15.2. 

17.12.12 It is noted that, due to the insurer-specific nature of each internal model, 
internal models can be very differentfrom each other.Supervisors, in allowing the 
use of an internal model for regulatory capital purposes, should preserve broad 
consistency of capital requirements between insurers with broadly similar risks. 

Partial internal models 

17.12.13 The IAIS supports the use of partial internal models for regulatory capital 
purposes, where appropriate. A partial internal model typically involves the use of 
internal modelling to substitute parts of a standardised approach for the 
determination of regulatory capital requirements. For example, an insurer could 
decide to categorise its insurance contracts along business lines for modelling 
purposes. If the regulatory capital requirements for some of these categories are 

17.12.11 内部モデルが規制上の資本要件のために使用される場合、保険会社は
そのモデルが決定する規制上の資本要件を、監督者により使用される目的、原

則および判断基準と適合するように計算されることを確実にするべきである。

例えば、保険会社は、監督者のモデル化判断基準で特定されている信頼水準を

内部モデルで使用される確率分布予測に直接適用することができる場合があ

る。また、これに代わる方法として、保険会社は、内部モデルを規制上の資本

要件のために使用する場合、保険会社自身が設定しているモデル化判断基準に

よっては、監督者が要求するモデル化判断基準に適合するように経済資本のた

めの内部モデルを再較正しなければならない場合もある。これにより、内部モ

デルはそのモデルが保険会社の事業運営において効果的な内部資本モデルとな

るために必要な柔軟性を損なうことなく、監督者が保険会社の適正資本に関し

有効な評価を行うことができるよう、ある程度、比較可能性を保つことができ

るであろう。さらなる詳細は、指針17.15.1-17.15.2で触れている。

17.12.12 内部モデルは保険会社ごとの特性に密接にリンクしているものである
ため、内部モデルはそれぞれ大きく異なり得るものである。監督者は、規制上

の資本要件のために内部モデルの使用を認めるうえで、ほぼ同様のリスクを有

する保険会社には、資本要件について広範囲にわたる整合性を維持させるべき

である。

部分的内部モデル

17.12.13 IAISは、必要に応じて、規制上の資本目的での部分的内部モデルの使
用を支持している。部分的内部モデルは、一般に、規制上の資本要件の決定に

使用する標準化アプローチの一部を代替するための使用である。例えば、モデ

ル化を目的に、保険会社は保険種目に応じて保険契約を分類する決定を下すこ

とができるであろう。これらの保険種目の一部に対する規制上の資本要件がモ

デル化技法によって算定され、他の保険種目に対する資本要件が標準化アプロ
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determined by modelling techniques, while the capital requirements for other 
categories are determined using a standardised approach, then this would 
constitute the insurer using a partial internal model to calculate regulatory capital. 

17.12.14 Partial internal models are often used to smooth an insurer's transition 
to full use of an internal model or to deal with instances such as the merger of two 
insurers, one of which uses an internal model, and the other which uses a 
standardised approach. Given the potential complexity of a full internal model, use 
of a partial internal model could be a satisfactory approach provided its scope is 
properly defined (and approved by the supervisor). Provided the reduced scope 
of the internal model is soundly justified, the use of a partial internal model could 
be allowed as a permanent solution. However, as discussed above, there could 
be a tendency for an insurer to adopt a “cherry-picking” approach in the use of 
internal models. This particularly applies where partial modelling is allowed. The 
supervisor should place the onus on the insurer to justify why it has chosen to only 
use internal models for certain risks or business lines. Where this justification is 
not sound enough, the supervisor should take appropriate action e.g. refuse or 
withdraw approval of the model or impose a capital add-on until the model has 
developed to a sufficient degree.  

17.12.15 This ICP should be applied to both partial and full internal models. Partial 
models should therefore be subject, as appropriate, to the full range of tests: the 
“statistical quality test”, “calibration test” and “use test” (see Guidance 17.13.1 -
17.17.8). In particular, an insurer should assess how the partial internal model 
achieves consistency with the modelling criteria specified by the supervisor for 
regulatory purposes. As part of the approval process for regulatory capital use, an 
insurer should be required to justify the limited scope of the model and why it 
considers that using partial internal modelling for determining regulatory capital 

ーチによって算定される場合、保険会社は部分的内部モデルを使用して規制上

の資本を算定することになる。

17.12.14 部分的内部モデルは、内部モデルの全面的使用への移行を円滑に進め
るため、または1社が内部モデルを使用し、もう1社が標準化アプローチを使用
している保険会社同士の合併といった事例に対処するため、保険会社がしばし

ば使用する。全面的な内部モデルの使用の潜在的な複雑性を鑑みれば、部分的

内部モデルの使用はその範囲が適切に定義されていれば（また監督者に承認さ

れていれば）、充分なアプローチたり得るであろう。内部モデルの範囲を限定す

ることが堅固に正当化される場合には、部分的内部モデルを使用することは恒

久的な解決策となり得るであろう。しかしながら、上述の通り、保険会社は、

内部モデルの使用に際し、「いいとこどり」的なアプローチを採用する傾向が起

こり得る。これは、特に、部分的モデル化が容認されている場合に生じる。監

督者は、保険会社が特定のリスクまたは保険種目にのみ内部モデルを使用する

ことを選択する理由の正当性を説明する責任を保険会社に義務付ける必要があ

る。この正当性の根拠が確かではない場合、監督者は、内部モデル使用の承認

を拒否または撤回する、またはモデルが充分なレベルに達するまで資本追加を

課すなどの適切な措置を講じるべきである。

17.12.15 本ICPは、部分的および全面的内部モデルの両方にも適用されるべき
である。従って、部分的モデルは、適切な場合、「統計的品質テスト」、「較正テ

スト」および「有用性テスト」（指針17.13.1-17.17.8を参照）の適用対象とすべ
きである。特に、保険会社は、規制目的で監督者が定めるモデル化基準と部分

的内部モデルがどのように整合性を達成するのかについて評価するべきであ

る。規制上の資本算定目的で部分的内部モデルを使用することを承認するプロ

セスの一環として、保険会社は、モデルの限定範囲、および規制上の資本要件

の算定に部分的内部モデルを使用する方が、標準化アプローチを使用するより
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requirements is more consistent with the risk profile of the business than the 
standardised approach or why it sufficiently matches regulatory capital 
requirements. The insurer should clearly document the reasons behind its 
decision to use partial internal models. If, for example, this is to ease transition 
towards full internal models, the insurer should outline a transitional plan, 
considering the implications for risk and capital management of the transition. 
Such plans and use of partial internal models should be reviewed by the 
supervisor, who may decide to impose certain restrictions on the partial model’s 
use for calculating regulatory capital (for example, introducing a capital add-on 
during the transitional period).  

Additional guidance for group-wide internal models 

17.12.16 Where a supervisor allows the use of group-wide internal models
71 

to 
determine regulatory capital requirements, the supervisor should determine 
modelling criteria for such models, based upon the level of safety required by the 
supervisor applicable to an insurance group or an insurance legal entity adopting 
an internal model for that purpose.  

17.12.17 The modelling criteria for internal models for regulatory capital purposes 
and the process for internal model approval that a supervisor establishes should 

事業のリスクプロファイルにふさわしいと保険会社が考える理由、または部分

的内部モデルが規制上の資本要件に充分に見合う理由を証明するよう要求され

るべきである。保険会社は、部分的内部モデルの使用を決定した理由を明確に

文書化すべきである。例えば、全面的内部モデルへの移行を容易にするためと

した場合、保険会社は、移行に関するリスクおよび資本管理への影響を考慮し

て、移行計画を提示するべきである。監督者は、移行計画および部分的内部モ

デルの使用を検証するべきであり、規制上の資本要件の決定に部分的モデルの

使用制限を課すことを決定する場合もある（例えば、移行期間中の追加資本の

導入など）。

グループ全体の内部モデルの追加指針

17.12.16 監督者が、規制上の資本要件の算定にグループ全体の内部モデル71を

使用することを認める場合、監督者は、資本要件を算定するために内部モデル

を使用する保険グループまたは保険法人に適用される、監督者によって要求さ

れる安全性レベルに基づき、内部モデルのモデル化判断基準を決定すべきであ

る。

17.12.17 規制上の資本算定を目的とした内部モデルのモデル化判断基準、およ
び監督者が定める内部モデルの承認のためのプロセスは、グループ全体の規制

71 A group-wide internal model is a risk measurement system a group uses for its internal purposes to analyse and quantify risks to the group as a whole as well as risks to the various parts of the group, to determine 
the capital resources needed to cover those risks and to allocate capital resources across the group. Group-wide internal models include partial models which capture a subset of the risks to the group and/or all the 
risks of a subset of the group. Group-wide internal models also include combinations of models in respect of different parts of the group. An insurer’s internal model may be part of a broader group-wide model rather 
than a standalone model. 
グループ全体の内部モデルとは、グループ全体のリスクおよび、グループ内の様々なパートのリスクを分析かつ定量化し、それらのリスクをカバーするために必要な資本リソースを算定し、ならびに、グループ

全体に資本リソースを分配するために、内部目的でグループが用いるリスク測定システムである。グループ全体の内部モデルには、グループのリスクのサブセットまたはグループのサブセットの全リスクを捕捉す

る部分モデルも含まれる。グループ全体の内部モデルにはまた、グループの様々なパートに関するモデルの組み合わせも含まれる。保険会社の内部モデルは、単独モデルというよりも、より広範なグループ全体の

モデルの一部である可能性がある。
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require broad consistency between group-wide regulatory capital requirements 
and regulatory capital requirements of individual insurance legal entities.  

17.12.18 Group-wide internal models can vary greatly depending on their group-
specific nature. In allowing the use of group-wide internal models for regulatory 
capital purposes, supervisors should preserve broad consistency between 
insurance groups and insurers with broadly similar risks e.g. insurance legal 
entities and insurance groups operating through a branch structure in a 
jurisdiction. The supervisor should design modelling criteria and the process for 
model approval so as to maintain broad consistency between the regulatory 
capital requirements determined using internal models and standardised 
approaches.  

17.12.19 The IAIS recognises that modelling criteria may differ among 
supervisors. For Insurance groups operating in multiple jurisdictions, the degree 
of consistency in regulatory capital requirements across group members may 
vary.  

17.12.20 Each supervisor should set out for which group-wide regulatory capital 
requirements, corresponding to the solvency control level or levels which apply to 
an insurance group, the use of group-wide internal models is allowed.  

17.12.21 In particular, when the supervisor considers allowing the use of internal 
models for the purpose of determining group-wide regulatory capital requirements 
at the MCR level, the issues relating to possible legal challenges may differ from 
those encountered in respect of individual insurance legal entities. For example, 
supervisors may need to work together to establish and co-ordinate grounds for 

上の資本要件と個々の保険法人の規制上の資本要件の間の広範囲にわたる整合

性を要求すべきである。

17.12.18 グループ全体の内部モデルは、グループ固有の性質によって大きく異
なることがある。規制上の資本算定を目的としてグループ全体の内部モデルを

使用することを認める上で、監督者は、管轄区域内で、例えば支店構造を通じ

て事業を行っている保険法人および保険グループなど、広範囲にわたる同様の

リスクを有する保険グループと保険会社間の広範囲の整合性を維持すべきであ

る。監督者は、内部モデルを使用して算定される規制上の資本要件と、標準化

アプローチを使用して算定される規制上の資本要件の間の広範囲にわたる整合

性を確保するために、モデル化判断基準およびモデルの承認プロセスを策定す

べきである。

17.12.19 IAISは、モデル化判断基準が監督者間で異なる場合があることを認識
している。複数の管轄区域内で事業を行っている保険グループの場合、グルー

プのメンバー間の規制上の資本要件の整合性の程度が異なることがある。

17.12.20 ソルベンシー・コントロール水準に対応したグループ全体の規制上の
資本要件、または、グループ全体の内部モデルの使用が認められる保険グルー

プに適用されるソルベンシー・コントロール水準をそれぞれの監督者がで設定

すべきである。

17.12.21 特に、監督者が、MCRレベルで、グループ全体の規制上の資本要件を
算定するために内部モデルを使用することを認めることを検討する場合、発生

しうる法律上の異議に関する問題は、保険法人が直面する問題とは異なる可能

性がある。例えば、監督者は、グループ内の異なる保険法人に関する訴訟のた

めの根拠を証明し、調整するために協力する必要があるかもしれない。
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legal action in respect of the different insurance legal entities within a group.  

Initial validation and supervisory approval of internal models 

17.13 Where a supervisor allows the use of internal models to determine 
regulatory capital requirements, the supervisor requires: 
• prior supervisory approval for the insurer’s use of an internal model for 

the purpose of calculating regulatory capital requirements; 
• the insurer to adopt risk modelling techniques and approaches 

appropriate to the nature, scale and complexity of its current risks and 
those incorporated within its risk strategy and business objectives in 
constructing its internal model for regulatory capital purposes; 

• the insurer to validate an internal model to be used for regulatory capital 
purposes by subjecting it, as a minimum, to three tests: “statistical 
quality test”, “calibration test” and “use test”; and 

• the insurer to demonstrate that the model is appropriate for regulatory 
capital purposes and to demonstrate the results of each of the three tests. 

Approval of the use of an internal model for determination of regulatory capital 
requirements 

17.13.1 Where insurers may be permitted to use internal models for calculating 
regulatory capital requirements, the models used for that purpose should be 
subject to prior supervisory approval. The onus should be placed on the insurer to 
validate a model that is to be used for regulatory capital purposes and provide 
evidence that the model is appropriate for those purposes. The IAIS considers 
that an insurer should not need supervisory approval for the use of internal models 

内部モデルの初期の検証および監督認可

17.13 監督者が、規制上の資本要件を算定するために内部モデルを使用するこ
とを認める場合、監督者は、下記の事項を要求する：

・ 規制上の資本要件算出目的で保険会社が内部モデルを使用する前に、監督

者の承認を得る。

・ 規制上の資本算出を目的として内部モデルを構築する際に、リスク戦略お

よび事業目的に組み込まれるリスクの特性、規模および複雑性に適したリ

スクのモデル化技法およびアプローチを採用するよう保険会社に要求す

る。

・ 少なくとも、「統計的品質テスト」、「較正テスト」および「有用性テス

ト」という 3種類のテストを内部モデルに対して実施することにより、規
制上の資本目的で内部モデルを用いることを有効にするよう保険会社に要

求する。

・ モデルが規制上の資本算出目的に適していることを証明し、3種類のテス
トのそれぞれの結果を明らかにするよう保険会社に要求する。

規制上の資本要件の決定に使用する内部モデルの監督者による認可

17.13.1 保険会社が規制上の資本要件算出目的で内部モデルを使用することを
許可される場合には、資本算出目的で使用されるモデルは、監督者の事前の承

認の対象とすべきである。保険会社には、規制上の資本目的で用いられるモデ

ルを有効にし、また、それらの目的においてそのモデルが適合することを示す

証拠を提出する責任が課されるべきである。IAISは、保険会社が自社の経済資
本のニーズ判定に内部モデルを使用する場合、監督者の承認は必要ではないと
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in determining its own economic capital needs.  

17.13.2 The supervisor may prescribe requirements which will allow it to assess 
different models fairly and facilitate comparison between insurers within its 
jurisdiction. However, overly prescriptive rules on internal model construction may 
be counter-productive in creating models which are risk-sensitive and useful for 
insurers. Therefore, although a certain level of comparability can be achieved by 
the calibration requirements, full and effective comparison across jurisdictions to 
align best practice may be best achieved by dialogue between supervisors and 
industry.  

17.13.3 The supervisor should require that in granting approval for the use of an 
internal model to calculate regulatory capital requirements, it has sufficient 
confidence that the results being produced by the model provide adequate and 
appropriate measures of risk and capital. Although the supervisor may encourage 
insurers to develop internal models that better reflect their risks as soon as 
possible, this should not lead to models being approved until there is confidence 
that they are calibrated correctly. The supervisor may therefore feel it necessary 
to evaluate an internal model over a specified period of time, for example a few 
years, prior to approval. For supervisors, approval of an internal model could 
require considerable expertise (depending on the sophistication of the model) 
which may need to be developed. In addition, it may be necessary to introduce 
different supervisory powers to allow the approval of internal models.  

17.13.4 The supervisor should use, at a minimum, the “statistical quality test”, 
“calibration test” and “use test”, as the basis of its approval process. While a broad 
range of internal model approaches may be suitable for internal economic capital 
assessment purposes, and this should not be subject to supervisory approval, 

考えている。

17.13.2 監督者は、様々なモデルを公平に評価し、その管轄区域内での保険会
社間の比較を促進することができるよう、要件を設ける場合があるが、内部モ

デルの構築に対する過度に厳しい規則は、保険会社にとってリスクに敏感に対

応する有効なモデルの形成に逆効果となる可能性がある。従って、較正要件に

基づき一定水準の比較可能性は達成できるが、管轄区域間の全面的かつ効果的

な比較は監督者間および業界との対話によって最も優れて達成できるであろ

う。

17.13 3 監督者は、規制上の資本要件を算出するために内部モデルを使用する
ことを承認するに当たり、モデルから得る結果がリスクと資本に関し適正な評

価を提示しているという充分な信頼を有しているべきである。監督者は、保険

会社に、一刻も早く、保険会社のリスクを反映する内部モデルの構築を促すか

もしれないが、これらモデルは、正確に較正されているとの確信が持てるま

で、承認されるべきではない。監督者は、例えば数年間など、認可の前に特定

の期間に亘って内部モデルを評価する必要があると考えるかもしれない。監督

者にとっては、内部モデルの認可には相当な専門知識が求められる（モデルの

高度さにもよるが）はずであり、開発される必要があるかもしれない。さら

に、内部モデルの承認を可能にする別の監督権限を導入する必要があるかもし

れない。

17.13.4 監督者は、承認プロセスの基礎として、最低限「統計的品質テスト」、
「較正テスト」および「有用性テスト」を使用するべきである。内部の経済資

本評価目的においては幅広い内部モデルアプローチが適切であるかもしれず、

また、これには監督者の認可の対象とすべきではないが、監督者は規制上の資
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supervisors may want to place requirements on the internal model approaches 
that would be regarded as acceptable for regulatory capital purposes. In approving 
the use of an internal model for calculating regulatory capital requirements, the 
supervisor should consider the primary role of the model as part of the insurer's 
risk management procedures. Any requirements imposed by the supervisor on the 
approval of a model for use in determining regulatory capital requirements should 
not prevent the model from being sufficiently flexible to be a useful strategic 
decision making tool which reflects the insurer's unique risk profile. Consistent 
standards for the approval of an insurer’s internal model should be applied by the 
supervisor, regardless of whether the model is developed in-house by the insurer 
or by an external party.  

17.13.5 The “statistical quality test” and the “use test” are envisaged to be more 
insurer-specific measures which should allow the supervisor to gain an 
understanding of how a particular insurer has embedded its internal model within 
its business. The “calibration test” would be used by the supervisor to assess the 
results from the internal model in comparison to the insurer’s regulatory capital 
requirements and to those of other insurers. 

17.13.6 In addition, the insurer should review its own internal model and validate 
it so as to satisfy itself of the appropriateness of the model for use as part of its 
risk and capital management processes.

72 
As well as internal review, the insurer 

may wish to consider a regular independent, external review of its internal model 
by appropriate specialists.  

本目的として受け入れられる内部モデルアプローチとして、追加的な要件を求

めるかもしれない。監督者は、規制上の資本要件の算出に内部モデルを使用す

ることを承認するにあたり、保険会社のリスク管理手続きの一環として内部モ

デルが果たす主たる役割を検証するべきである。規制上の資本要件の算出のた

めのモデルの使用に対する承認において、監督者が課す要件は、保険会社固有

のリスクプロファイルを反映する有効な戦略的意思決定手段としてモデルが充

分な柔軟性を備えることを妨げるべきではない。モデルが保険会社によって社

内で開発されるか、社外の者によって開発されるかにかかわらず、監督者は、

保険会社の内部モデルの承認に一貫性のある基準を適用すべきである。

17.13.5 「統計的品質テスト」および「有用性テスト」は、保険会社がその内
部モデルを事業運営にどのように組み入れているかを監督者が理解することが

できる保険会社固有の評価であることが想定される。「較正テスト」は、監督者

が特定の保険会社の規制上の資本要件および他の保険会社の規制上の資本要件

に照らして、その内部モデルから得る結果に対する評価を行う際に使用される

であろう。

17.13.6 また、保険会社は、自社の内部モデルをレビューし、リスクおよび資
本管理プロセスの一環として使用する内部モデルの適正性に満足しているかを

確認するべきである72。社内におけるレビューだけでなく、保険会社が、適切な

専門家による内部モデルの定期的な、独立の社外レビューを考慮することを希

望することもある。

72 Validation should be carried out by a different department or personnel to those that created the internal model to facilitate independence. 
   検証は、独立性を促進するために、内部モデルを作成した部門または職員とは異なる者によって実施されるべきである。 
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Additional guidance for group-wide internal models 

17.13.7 Each supervisor who permits the use of internal models for regulatory 
capital purposes at legal entity and/or group level should require prior supervisory 
approval for that purpose.  

If an insurance group wishes to use its group-wide internal model for regulatory
capital purposes in more than one jurisdiction in which it operates, the group may 
be subject to requirements that differ in a number of ways. Examples of some 
areas of possible variation may include:  

• modelling criteria (risk measure, time horizon, level of safety);  
• valuation bases for regulatory capital purposes;  
• the risks that have to be modelled;  
• treatment of intra-group transactions;  
• approach to group-wide capital adequacy (e.g. group level or legal entity 

focus); and  
• recognition of diversification across the group.  

A group-wide internal model therefore needs to be sufficiently flexible to meet the 
differing requirements of each jurisdiction in which it is to be used for regulatory 
capital purposes.  

17.13.8 The supervisors of an insurance group that conducts insurance business 
in more than one jurisdiction may consider their joint and common interests for the 
joint approval of the use of a group-wide internal model for regulatory capital 
purposes. If so, it may improve the efficiency and effectiveness of the approval 
process if the supervisors agree on common requirements for the process e.g. 
standardised language or languages for the application process.  

グループ全体の内部モデルの追加指針

17.13.7 規制上の資本を算出するために法人および／またはグループレベルで
内部モデルを使用することを許容する監督者は、資本要件算出目的で事前に監

督者の承認を取得することを要求するべきである。

保険グループが、事業を行っている複数の管轄区域内で規制上の資本算出目的

でグループ全体の内部モデルを使用することを希望する場合、当該グループ

は、多くの点で異なる要件に従うことになるかもしれない。異なる可能性があ

る領域の一部として、以下のような領域がある：

・ モデル化判断基準（リスク尺度、タイムホライズン、安全性レベル）

・ 規制上の資本算定目的の評価の基礎

・ モデル化が必要なリスク

・ グループ内取引の取り扱い

・ グループ全体の資本充分性へのアプローチ（例えば、グループレベルか法

人に焦点を当てるかなど）

・ グループ間の分散の認識

したがって、グループ全体の内部モデルは、内部モデルが規制上の資本算定目

的で使用されるそれぞれの管轄区域の異なる要件を満たすのに充分な柔軟性を

備えているべきである。

17.13.8 複数の管轄区域で保険事業を行う保険グループの監督者は、規制上の
資本算定目的でグループ全体の内部モデルを使用することを共同で承認する共

通の利益を検討するかもしれない。その場合、監督者がプロセスの共通の要

件、例えば申請手続きの標準言語などに合意する場合、承認プロセスの効率性

および有効性が向上する可能性がある。
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17.13.9 Alternatively, the supervisors may independently approve the use of a 
group-wide internal model. Therefore, an insurance group seeking approval for a 
group-wide internal model may receive permission from one supervisor to use the 
model in that jurisdiction, while not receiving approval in another jurisdiction.  

17.13.10 Similarly, where an insurance legal entity operates in other jurisdictions 
through a branch structure, the supervisors in those branch jurisdictions will have 
an interest in the solvency of the insurance legal entity. If local branch supervisors 
in these jurisdictions are not satisfied with the capital requirements of the home 
supervisor, possibly because they are determined using internal models, the local 
branch supervisors may impose limitations on the branch operations. The home 
supervisor, however, does not need to have the approval of the local branch 
supervisors in order to approve the use of the insurance legal entity’s internal 
model for its own purposes.  

17.13.11 The degree of involvement of different supervisors in the approval 
process depends on a number of factors as illustrated in Guidance 17.13.12 -
17.13.16. 

17.13.12 In the simplest case, an insurance group operates in one jurisdiction 
only. Clearly only the supervisor in that jurisdiction needs to be involved in the 
group-wide internal model approval process. Where there is more than one 
supervisor in a jurisdiction, e.g. where different insurance activities of a group are 
supervised separately, then both may need to be involved depending on the scope 
of the model. Nevertheless, some liaison with supervisors in other jurisdictions 
may be mutually beneficial to facilitate convergence and comparability across 
jurisdictions in respect of internal model standards and practice.  

17.13.9 あるいは、監督者は、グループ全体の内部モデルの使用を単独で承認
するかもしれない。したがって、グループ全体の内部モデルの承認を求める保

険グループが、ある管轄区域で監督者から内部モデルを使用する許可を得て

も、別の管轄区域では承認を得られないこともありうる。

17.13.10 同様に、保険法人が、支店構造を通じて他の管轄区域で事業を行う場
合、支店の管轄区域の監督者は、保険法人のソルベンシーに関心を持つことに

なる。これらの管轄区域の現地支店の監督者が、おそらくは資本要件が内部モ

デルを使って算出されるため、母国の監督者の資本要件を満たしていない場

合、現地支店の監督者は、支店の事業に制約を課すことがある。ただし、母国

の監督者は、保険法人自身の目的のために当該法人が内部モデルを使用するこ

とを承認するために、現地支店の監督者の承認を得る必要はない。

17.13.11 承認プロセスに異なる監督者が関与する程度は、以下の指針17.13.12-
17.13.16に説明する多くの要素によって異なる。

17.13.12 最も簡単なケースは、保険グループが1つの管轄区域のみで事業を行
う場合である。この場合は、明らかに、その管轄区域の監督者だけがグループ

全体の内部モデルの承認プロセスに関与すればよい。1つの管轄区域に複数の監
督者が存在する、例えば、グループの異なる保険活動が別々に監督される場

合、モデルの範囲に応じて両方の監督者が関与する必要があるかもしれない。

それにもかかわらず、他の管轄区域の監督者と連絡をとることは、内部モデル

の基準および実務に関する管轄区域間のコンバージェンスと比較可能性の促進

にとって相互に有益なことがある。
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17.13.13 In the case of an insurance group that operates in more than one 
jurisdiction but only applies to use its group-wide internal model for regulatory 
capital purposes in one jurisdiction, e.g. the parent’s jurisdiction, the group does 
not need group-wide internal model approval of other jurisdictions provided that it 
is using other approaches to meet the capital requirements of those other 
jurisdictions. However, the supervisor considering approval of the group-wide 
internal model may wish to consult the other supervisors about the relevant 
insurance markets, the group’s operations in those markets and the standard of 
modelling.  

17.13.14 In the case of an insurance group that wishes to use its group-wide 
internal model in more than one jurisdiction (e.g. to calculate insurance legal entity 
PCRs), the supervisor of each of those jurisdictions should consider approval of 
the specific application of the group-wide internal model in its jurisdiction, having 
regard to the considerations in Guidance 17.13.15 - 17.13.18 below.   

17.13.15 When considering approval of the use of a group-wide internal model for 
group-wide regulatory capital purposes, each supervisor should consider: 

• its group-wide regulatory capital requirements;  
• whether and the extent to which its jurisdiction allows the use of internal models 

for regulatory capital purposes (e.g. PCR or both PCR and MCR);  

• how its jurisdiction interacts with the other jurisdictions potentially involved 
when supervisory intervention is being considered; and  

• the arrangements for collaboration between the supervisors of the entities 
within the insurance group.  

17.13.13 複数の管轄区域で事業を行っているが、1つの管轄区域、例えば親会
社の管轄区域内で規制上の資本算定目的でグループ全体の内部モデルのみを使

用する保険グループの場合で、仮にグループは、他の管轄区域の要件を満たす

ために他のアプローチを使用する際には、他の管轄区域のグループ全体の内部

モデルの承認を得る必要はない。ただし、グループ全体の内部モデルの承認を

検討する監督者が、関連保険市場、その市場のグループの事業経営およびモデ

ル化判断基準について他の監督者との協議を希望することもある。

17.13.14 複数の管轄区域において（例えば、保険法人のPCRを算出するため
に）グループ全体の内部モデルを使用することを希望する保険グループの場

合、これらの各管轄区域の監督者は、下記の指針17.13.15-17.13.18の事項を考
慮して、グループ全体の内部モデルの個々の申請の承認を考慮するべきであ

る。

17.13.15 グループ全体の規制上の資本算定を目的としたグループ全体の内部モ
デルの使用に対する承認を検討する場合、各監督者は以下を考慮するべきであ

る：

・ グループ全体の規制上の資本要件

・ 監督者の管轄区域で、規制上の資本算定目的で内部モデルを使用すること

を認めるか否か、また、使用を認める範囲（例えば、PCRまたはPCRと
MCRの両方など）

・ 監督の介入が考慮される場合に、監督者の管轄区域が、関与する可能性の

ある他の管轄区域とどのように相互作用するか

・ 保険グループ内の企業の監督者間の協力の取決め
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17.13.16 A supervisor may delegate the approval process to another supervisor 
or agree to be bound by its decision while retaining supervisory responsibility. 
Alternatively, a group-wide supervisor may have ultimate decision-making 
authority over some or all of the supervisors involved. If more than one jurisdiction 
is concerned, making such authority legally binding may require a treaty between 
these jurisdictions. To be effective, each arrangement requires a high level of 
collaboration between supervisors. To require the model appropriately addresses 
all categories of risk, the supervisor making the decision needs sufficient 
knowledge of the local circumstances in which the group operates.  

17.13.17 Supervisors should require that the approval process for the use of a 
group-wide internal model for regulatory capital purposes is sufficiently flexible to 
achieve an approach appropriate to the nature, scale and complexity at each 
organisational level in an insurance group (group/sub-group/individual insurance 
legal entity). Risks which may have a large impact at insurance legal entity level 
may have much smaller significance at insurance group level. Conversely, risks 
that may have a small impact at insurance legal entity level may aggregate to have 
a larger impact on risk at the group level. The nature and complexity of risks may 
also vary at different levels in the insurance group.  

17.13.18 Whether the group-wide internal model is appropriate for regulatory 
purposes given the nature, scale and complexity of the risks depends on the 
regulatory capital requirements of a jurisdiction. While the risk coverage by an 
internal model may look reasonable from a group-wide perspective, it may not be 
reasonable from the point of view of each member of the insurance group. For 
example, in a group of many non-life insurers and one small life insurer it may be 
appropriate from an overall perspective to place less emphasis on the modelling 
of the life insurance risks. However this may not be appropriate from the life 

17.13.16 監督者が、承認プロセスを別の監督者に委託する、または監督責任を
保持しながらその決定に拘束されることに同意することがある。または、グル

ープ全体の監督者が、関連する一部または全ての監督者に対する最終的意思決

定権限を有することもある。複数の管轄区域が関係する場合、このような権限

が法的拘束力を有するようにするために管轄区域間の条約が必要な場合があ

る。有効にするために、それぞれの取り決めにおいて、監督者間で緊密に協力

しなければならない。モデルがあらゆる種類のリスクに適切に対処することを

確実にするため、判断を行う監督者は、グループが事業を行う現地の状況につ

いて充分な知識を必要とする。

17.13.17 監督者は、規制上の資本算定を目的としたグループ全体の内部モデル
の使用についての承認プロセスが、保険グループのそれぞれの組織レベル（グ

ループ／サブグループ／個々の保険法人）の特性、規模および複雑性に適した

アプローチを実行するために、充分に柔軟であることを確保すべきである。保

険法人レベルで大きい影響を与えるリスクが、保険グループレベルでははるか

に小さい影響しか与えないこともある。これとは逆に、保険法人レベルでは小

さい影響しか与えないリスクが集まって、グループレベルでリスクにより大き

い影響を与えることもある。リスクの性質および複雑性は、保険グループの異

なるレベルによっても多様となることがある。

17.13.18 リスクの特性、規模および複雑性を考慮した場合に、グループ全体の
内部モデルが規制上の資本算定目的に適しているかどうかは、管轄区域の規制

上の資本要件によって異なる。内部モデルによるリスクのカバーが、グループ

全体の観点から合理的であるように見えても、保険グループのそれぞれのメン

バーの観点から見れば合理的ではない場合がある。例えば、多数の損害保険会

社と小規模の1社の生命保険会社のグループにおいては、全体的観点からは、生
命保険のリスクのモデル化にあまり重点を置かないのが適切かもしれない。し

かし、これは、生命保険会社または監督者の観点から見れば適切でないことが



- 360 - 

英文 仮訳

insurer’s or supervisor’s perspective. In such circumstances, it may be necessary 
for the group to upgrade its model to include an adequate life insurance risk 
component or to set up a self-contained internal model for the life insurer in order 
to gain approval. 

Statistical quality test for internal models 

17.14 Where a supervisor allows the use of internal models to determine 
regulatory capital requirements, the supervisor requires: 

• the insurer to conduct a “statistical quality test” which assesses the base 
quantitative methodology of the internal model, to demonstrate the 
appropriateness of this methodology, including the choice of model 
inputs and parameters, and to justify the assumptions underlying the 
model; and 

• that the determination of the regulatory capital requirement using an 
internal model addresses the overall risk position of the insurer and that 
the underlying data used in the model is accurate and complete. 

17.14.1 Given the importance of an embedded internal model to an insurer's risk 
management policy and operations, an internal model would generally be 
constructed to deliver a probability distribution of the required risk capital rather 
than a “point estimate”. A range of approaches could constitute an effective 
internal model for risk and capital management purposes, and supervisors should 
encourage the use of a range of different approaches appropriate to the nature, 
scale and complexity of different insurers and different risk exposures. There are 
several different techniques to quantify risk which could be used by an insurer to 
construct its internal model. In broad terms, these could range from basic 
deterministic scenarios to complex stochastic models. Deterministic scenarios 

ある。このような状況においては、承認を得るために、グループがモデルをア

ップグレードして生命保険の適切なリスク要素を組み入れるか、生命保険会社

のための独立した(self-contained)内部モデルを構築する必要があるかもしれな
い。

内部モデルのための統計的品質テスト

17.14 監督者が、規制上の資本要件を算定するために内部モデルを使用するこ
とを認める場合、監督者は、下記の事項を要求する：

・ 内部モデルの基礎となる定量的手法を評価する「統計的品質テスト」を実

施し、モデルのインプットおよびパラメータの選択を含むこの手法の適切

性を証明し、モデルの基礎となる計算基礎を正当化すること。

・ 内部モデルを使用する規制上の資本要件の算定が、保険会社の全体的リス

クポジションに対応し、モデルで使用される基礎となるデータが正確かつ

完全であること。

17.14.1 保険会社のリスク管理方針および運営に組み込まれた内部モデルの重
要性を鑑みると、一般的に、内部モデルは「推定値」よりも必要なリスク資本

の確率分布を求めるために構築されることになろう。リスクおよび資本管理目

的のための効果的な内部モデルの構成要素として様々な手法があり、監督者は

各保険会社およびリスクエクスポージャごとの特性、規模および複雑性に適合

する多種多様な方法を使用するよう促すべきである。内部モデルを構築するた

めに保険会社が使用できるリスクの定量化には様々な技法がある。大きく見る

と、これらは基本的な決定論的シナリオから複雑な確率論的モデルまで多岐に

わたることがある。決定論的シナリオは、一般的に、保険会社の資本の状況－

これは根底となる計算基礎を定める基になるものであるが－に対する特定の事
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would typically involve the use of stress and scenario testing reflecting an event, 
or a change in conditions, with a set probability to model the effect of certain 
events (such as a drop in equity prices) on the insurer's capital position, in which 
the underlying assumptions would be fixed. In contrast, stochastic modelling often 
involves simulating very large numbers of scenarios in order to reflect the likely 
distributions of the capital required by, and the different risk exposures of, the 
insurer.  

17.14.2 The IAIS recognises that there are numerous methodologies which an 
insurer could use as part of its stress and scenario testing. For example, an insurer 
may decide to model the effect of various economic scenarios, such as a fall in 
equity prices or a change in interest rates, on its assets and liabilities. 
Alternatively, an insurer could consider a run-off approach, where the effect of 
various scenarios on a specific portfolio of business as it is run-off is examined. 
The insurer should use scenarios which it regards as most appropriate for its 
business. Where the internal model is used for regulatory capital purposes, the 
onus is on the insurer to demonstrate to the supervisor that the chosen 
methodology is appropriate to capture the relevant risks for its business. This 
includes testing of the model to require that it can replicate its results on request 
and that its response to variation in input data is adequate such as that 
corresponding to changes in base or stress scenarios. Overall capital 
requirements derived from an internal model can be highly sensitive to 
assumptions on the effect of diversification across risks. Supervisors and insurers 
should therefore give particular consideration to aggregation issues. Conducting 
stress and scenario testing to determine the effect of shocks may be a suitable 
tool to validate statistical assumptions. 

17.14.3Where an internal model is established to assess risks at a modular level, 

象（株価の下落など）の影響をモデル化するために所定の確率を適用し、ある

事象あるいは条件の変化を反映させるストレス・テストおよびシナリオ・テス

トの使用を伴う。決定論的シナリオでは、基本となる仮定が定められている。

対照的に、確率論的モデル化では、保険会社が必要とする可能性が高い資本配

分、および異なるリスクエクスポージャを反映させるため、相当多数のシナリ

オのシミュレーションを伴うことが多い。

17.14.2 IAISは、保険会社がストレス・テストおよびシナリオ・テストの一環と
して使用できる多種多様な方法論があると考えている。例えば、保険会社は、

株価下落や金利変動のように、様々な経済シナリオが資産や負債に及ぼす影響

のモデル化を決断するかもしれない。他に、特定の保険契約ポートフォリオが

ランオフ状態の場合、種々のシナリオがそのポートフォリオに与える影響を検

証するランオフ・アプローチを検討する保険会社もある。保険会社は、その事

業に最適と考えるシナリオを使用するべきである。内部モデルが規制上の資本

目的で使用される場合、保険会社は監督者に対し、選択した方法が自社の事業

にそのようなリスクの把握に適切であることを示す責任がある。これには、要

求があればモデルがその結果を再現することができ、インプットデータの変動

に対する反応がベース・シナリオまたはストレス・シナリオの変化に対応する

のに充分となるよう要求するためにモデルをテストすることが含まれる。内部

モデルから導き出される全般的な資本要件は、リスク間の分散効果の計算基礎

に高い感応度を有する。したがって、監督者および保険会社は、統合に関する

課題を特に検討するべきである。ショックの影響を判断するためにストレス・

テストおよびシナリオ・テストを行うことは、統計上の計算基礎が正しいこと

を証明するのに適したツールであるかもしれない。

17.14.3 全体的リスク評価を行うために、内部モデルがモジュール・レベル、
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i.e. on a risk-by-risk basis, in order to conduct an overall risk assessment,the 
insurer should aggregate the results for each of these risks both within and across 
business lines. Several methods exist to aggregate the separate results allowing 
for diversification effects. The IAIS considers that an insurer would generally be 
expected to decide how best to aggregate and account for the risks to the whole 
of its business. The determination of overall regulatory capital requirements by the 
internal model should consider dependencies within, as well as across, risk 
categories. Where the internal model allows for diversification effects, the insurer 
should be able to justify its allowance for diversification effects and demonstrate 
that it has considered how dependencies may increase under stressed 
circumstances. 

17.14.4Internal models need high quality data in order to produce sufficiently 
reliable results.The data used for an internal model should be current and 
sufficiently credible, accurate, complete and appropriate. Hence, a “statistical 
quality test”should examine the appropriateness of the underlying data used in the 
construction of the internal model. A“statistical quality test”would include the 
examination of the aggregation of data, the modelling assumptions and the 
statistical measures used to construct the internal model.This could include an 
annual (or more frequent) review of the various items that are being measured 
(claims, lapses, etc.) updated for the additional data available together with a 
scrutiny of data from previous periods to determine whether this data continues to 
be relevant. Older data may no longer be relevant possibly due to changes in risks 
covered, secular trends or policy conditions and guarantees attaching. Similarly, 
new data may not be of substantive use when modelling items that require a long-
term view of experience (such as testing the predictions of cash flows for 
catastrophic events). 

つまり個々のリスクベースでリスク評価するように構築される場合、保険会社

は、保険種目内および保険種目間のこれらのリスクのそれぞれの結果を集計す

べきである。分散効果を考慮して別々の結果を集計する方法がいくつか存在す

る。IAISは、保険会社は一般的に、事業全体のリスクを集計し計上するための
最適の方法を決定するよう期待されると考えている。内部モデルを使用して規

制上の全資本要件を算定するには、リスク区分内およびリスク区分間の依存性

を考慮すべきである。内部モデルが分散効果を考慮する場合、保険会社は、分

散効果の考慮が正しいことを証明し、ストレスが与えられた状況下で依存性が

どのよう増大するかを考慮したことを証明できるべきである。

17.14.4 内部モデルは、信頼性の高い結果を得るために、質の高いデータを必
要とする。内部モデルに使用されるデータは、最新で、充分に信頼性があり、

正確、完全かつ適切であるべきである。また、「統計的品質テスト」は、内部モ

デルの構築に使用される基盤となるデータの適切性を検証するべきである。「統

計的品質テスト」には、内部モデルの構築に使用されたデータの集計、モデル

化計算基礎および統計的測定値を検証することが含まれる。これには、計測対

象となる様々な項目（保険金請求、保険の失効など）について、データが引き

続き妥当であるかを検証するために、前年のデータの精査とともに、入手可能

な追加的データを加えて更新される年次（またはより頻繁な）レビューが含ま

れる。古いデータは、対象とするリスクや経年動向、保険契約条件や付加保証

の変動によりもはや適切ではなくなっている場合もあるからである。また、新

しいデータの使用は、モデル化項目が長期的な経験的観測を必要とする場合は

本質的ではないかもしれない（例えば、巨大災害時のキャッシュフローの予測

に関するテストなど）。



- 363 - 

英文 仮訳

17.14.5 An insurer may not always have sufficient reliable data in-house. In 
instances where an insurer lacks fully credible data it may rely on industry or other 
sufficiently credible data sources to supplement its own data. For example, a new 
company may lack its own historical data and so could use market data sources 
in constructing its internal model. Some supervisors have published jurisdictional 
data which may be of some use. 

17.14.6 Another possible source of data may be from reinsurers - whose data pool 
is typically larger and covers a wider spectrum of the market. It is, however, 
important to consider that such industry data may not be entirely appropriate for 
all insurers. Reinsurers often only receive data in aggregated form and sometimes 
are only informed of larger claims or from smaller insurers whose market may not 
be applicable for all or many insurers. Therefore, any data not specific to the 
insurer would need to be carefully considered before deciding it was appropriate 
for use as the basis for an insurer's “statistical quality test”. Even where deemed 
appropriate, it may still be necessary to adjust the data to allow for differences in 
features between the data source and the insurer.  

17.14.7 In assessing suitability of data and of other inputs, e.g. assumptions, to 
the internal model, expert judgment should be applied and supported by proper 
justification, documentation and validation.  

17.14.8 As part of the “statistical quality test”, the insurer should be able to 
demonstrate that the base quantitative methodology used to construct its internal 
model is sound and sufficiently reliable to support the model's use, both as a 

17.14.5 保険会社が必ずしも信頼できる充分なデータを社内で得られるとは限
らない。保険会社に充分に信頼できるデータが不足している場合、自社データ

を補足するために業界または充分に信頼できる他のデータベースを使用するこ

とがある。例えば、新設の会社は自社の過去のデータが不足している場合、内

部モデルを構築する際に市場データソースを使用することができよう。一部の

監督者は、管轄区域としてのデータを公表しており、これが役立つこともあろ

う。

17.14.6 もうひとつ可能性があるデータソースは、再保険会社からのデータで
ある。再保険会社のデータプールは、通常、市場の広範囲にわたる領域を対象

としている。ただし、こうした業界データは、必ずしも全ての保険会社に全面

的に適切であるとはいえないことを考慮する必要がある。再保険会社は、総計

のみの形態でデータを得ているに過ぎないことも多く、時には高額保険金請求

に関する情報、あるいはその市場が全てまたは多くの保険会社に適用可能とは

限らない、小規模の保険会社からの情報のみを受け取っている場合もある。従

って、当該保険会社固有のデータでないものについては、保険会社の「統計的

品質テスト」の基礎として使用することが適切であると判断する前に、慎重に

検討する必要がある。適切であると考えた場合であっても、そのデータソース

と保険会社の特性との違いを考慮に入れるためにデータを調整する必要がある

かもしれない。

17.14.7 内部モデルに関するデータおよび他のインプット、例えば計算基礎、
の適切性を評価する際には、専門家の判断が適用され、適切な根拠、文書化お

よび検証によって裏付けられるべきである。

17.14.8 保険会社は、「統計的品質テスト」の一環として、自社の内部モデルの
構築に使用される基本となる定量化方法論が、戦略的および資本の管理ツール

として、そのモデルの使用を支援し、また、適切な場合、保険会社の規制上の
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strategic and capital management tool, and to calculate the insurer's regulatory 
capital requirements, if appropriate. The methodology should also be consistent 
with the methods used to calculate technical provisions.  

17.14.9 A “statistical quality test” should also include a review of the internal model 
to determine whether the assets and products as represented in the model truly 
reflect the insurer's actual assets and products. This should include an analysis of 
whether all reasonably foreseeable and relevant material risks have been 
incorporated, including any financial guarantees and embedded options. Insurers 
should also consider whether the algorithms used are able to take into account 
the action of management and the reasonable expectation of policyholders. 
Testing should include future projections within the model and to the extent 
practicable “back-testing” (the process of comparing the predictions from the 
model with actual experience).  

Additional guidance for group-wide internal models  

17.14.10 For use in determining the regulatory capital requirements of an 
insurance legal entity, a group-wide internal model should meet the same 
standards as applicable to a stand-alone internal model of that insurer.  

17.14.11 For use for group-wide regulatory capital requirements, group members 
should be sufficiently engaged with a group-wide internal model and its application 
to their businesses (through their input to the model, local Board involvement, 
capital allocation, performance measurement etc.), even if the insurance group 
does not use the model to determine the regulatory capital requirements of 
individual group members.  

資本要件を算出するために、健全かつ充分に信頼に足るものであることを実証

できるべきである。また、その方法論は、保険契約準備金の算出に用いられる

手法と整合しているべきである。

17.14.9 「統計的品質テスト」には、内部モデルに示されているとおりに、資
産および商品が確かに保険会社の実際の資産と商品を反映するものであるかに

ついて判断するために、内部モデルの検証も含めるべきである。これには、金

融保証および組込オプションを含む、合理的に予測可能で関連する全ての重大

なリスクが含まれているかどうかの分析も包含すべきである。また、保険会社

は、使用されているアルゴリズムが経営者の行動および保険契約者の合理的な

期待も考慮しているか検討するべきである。テストには、当該モデル内での将

来予測、および実行可能な範囲で「バックテスト」（モデルの予測値と実際の経

験値を比較するプロセス）を含めるべきである。

グループ全体の内部モデルの追加指針

17.14.10 保険法人の規制上の資本要件を算定するために使用する場合、グルー
プ全体の内部モデルは、その保険会社の独立した内部モデルに適用される基準

と同じ基準を満たすべきである。

17.14.11 グループ全体の規制上の資本要件の算定に使用する場合、グループの
メンバーは、保険グループがグループの個々のメンバーの規制上の資本要件を

算定するためにモデルを使用しない場合でも、（モデルへのインプット、現地の

取締役会の関与、資本の配分、業績評価などを介して）グループ全体の内部モ

デルとメンバーの事業へのモデルの適用に充分に従事すべきである。
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Calibration test for internal models 

17.15 Where a supervisor allows the use of internal models to determine 
regulatory capital requirements, the supervisor requires the insurer to 
conduct a “calibration test” to demonstrate that the regulatory capital 
requirement determined by the internal model satisfies the specified 
modelling criteria. 

17.15.1 As part of a “calibration test”, where an internal model is used for 
determining regulatory capital, the insurer should assess the extent to which the 
output produced by its internal model is consistent with the modelling criteria 
defined for regulatory capital purposes, and hence, confirm the validity of using its 
internal model for that purpose.  

17.15.2 The “calibration test” should be used by the insurer to demonstrate that 
the internal model is calibrated appropriately to allow a fair, unbiased estimate of 
the capital required for the particular level of confidence specified by the 
supervisor. Where an insurer uses different modelling criteria than those specified 
by the supervisor for regulatory capital purposes, it may need to recalibrate its 
model to the supervisor’s modelling criteria to achieve this.  

Additional guidance for group-wide internal models 

17.15.3 See Guidance 17.14.10 and 17.14.11 for additional guidance for group-
wide internal models.  

Use test and governance for internal models 

内部モデルのための較正テスト

17.15 監督者が、規制上の資本要件を算定するために内部モデルを使用するこ
とを認める場合、監督者は、「較正テスト」を実施し、内部モデルによって算定

された規制上の資本要件が所定のモデル化判断基準を満たしていることを証明

するよう保険会社に要求する。

17.15.1 保険会社は、規制上の資本の決定に内部モデルが使用される場合に、
「較正テスト」の一環として、内部モデルから得られた結果が、規制上の資本

のために定義されたモデル化判断基準とどの程度整合的であるかを評価し、ま

た、資本規制目的のために内部モデルを使用することの有効性を確認するべき

である。

17.15.2 保険会社は、「較正テスト」を用いることにより、監督者によって規定
された特定の信頼水準において要求される資本が、公正かつ偏りなく見積もら

れるようにするために、内部モデルが適切に較正されたことを実証すべきであ

る。保険会社が規制上の資本要件のために監督者が規定するモデル化判断基準

と異なる基準を使用する場合は、これを達成するために、監督者のモデル化判

断基準に合わせて自社のモデルを再較正する必要があるかもしれない。

グループ全体の内部モデルの追加指針

17.15.3 グループ全体の内部モデルの追加指針については、指針17.14.10および
17.14.11を参照。

内部モデルのための有用性テストおよびガバナンス
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17.16 Where a supervisor allows the use of internal models to determine 
regulatory capital requirements, the supervisor requires: 

• the insurer to fully embed the internal model, its methodologies and 
results, into the insurer’s risk strategy and operational processes (the 
“use test”); 

• the insurer's Board and Senior Management to have overall control of 
and responsibility for the construction and use of the internal model for 
risk management purposes, and ensure sufficient understanding of the 
model's construction at appropriate levels within the insurer's 
organisational structure. In particular, the supervisor requires the 
insurer’s Board and Senior Management to understand the 
consequences of the internal model's outputs and limitations for risk and 
capital management decisions; and

• the insurer to have adequate governance and internal controls in place 
with respect to the internal model. 

17.16.1 In considering the use of an internal model for regulatory capital purposes 
by an insurer, the supervisor should not merely focus on its use for that narrow 
purpose, but should consider the wider use of the internal model by the insurer for 
its own risk and capital management.  

17.16.2 The “use test” is the process by which the internal model is assessed in 
terms of its application within the insurer's risk management and governance 
processes. In order for the insurer’s internal model to be most effective it should 
be genuinely relevant for use within its business for risk and capital management 
purposes.  

17.16.3 Where an insurer decides to adopt a higher confidence level than the level 

17.16 監督者が、規制上の資本要件を算定するために内部モデルを使用するこ
とを認める場合、監督者は、下記の事項を要求する：

・ 保険会社は、内部モデル、その方法論および結果を、保険会社のリスク戦

略および事業プロセスに完全に組み込むこと（「有用性テスト」）。

・ 保険会社の取締役会および上級管理職は、リスク管理を目的とした内部モ

デルの構築および使用を全般的に管理し、これに責任を負い、保険会社の

組織構造において、適切なレベルでモデルの構造を充分に理解しているこ

とを確実にすること。特に、監督者は、保険会社の取締役会および上級管

理職に対して、内部モデルのアウトプット結果およびリスクと資本管理決

定の限界について理解するよう要求する。

・ 保険会社は、内部モデルに関する充分なガバナンスおよび内部統制を整備

すること。

17.16.1 規制上の資本目的のための保険会社による内部モデルの使用を検討す
るにあたって、監督者は、その限られた目的に使用することのみに焦点を置く

のではなく、保険会社の自社のリスクおよび資本管理に内部モデルを幅広く使

用することを考慮すべきである。

17.16.2 「有用性テスト」は、保険会社のリスク管理およびガバナンスプロセ
スへの適用に関し内部モデルを評価するプロセスである。保険会社の内部モデ

ルが最も効果的であるために、事業におけるリスクおよび資本管理の目的で使

用するために、真の意味で妥当なものであるべきである。

17.16.3 例えば、特定レベルの投資格付を維持するなど自社の目的のために、
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required for regulatory capital purposes for its own purposes, for example, in order 
to maintain a certain investment grade rating, then “calibration” testing should also 
be conducted by the insurer to allow the insurer to determine the level of capital 
needed at this higher level. The insurer should then assess whether holding this 
amount of capital is consistent with the insurer's overall business strategy.  

17.16.4 The insurer should have the flexibility to develop its internal model as an 
important tool in strategic decision making. An insurer should therefore have the 
flexibility to use the most appropriate risk measure and modelling techniques in its 
internal models. It may be beneficial if the insurer is able to demonstrate why it 
has chosen a particular risk measure, and it should include in its internal model 
an appropriate recalibration or reconciliation, if necessary, between the modelling 
criteria used in the model for its own risk and capital management purposes and 
those set by the supervisor for regulatory capital purposes. Differences between 
the economic capital and the regulatory capital requirements should be explicit 
and capable of being explained by the insurer to its Board and the supervisor.  

17.16.5 The “use test” is a key method by which the insurer can demonstrate that 
its internal model is integrated within its risk and capital management and system 
of governance processes and procedures. As part of the “use test”, an insurer 
should examine how the internal model is used for operational management 
purposes, how the results are used to influence the risk management strategy and 
business plan of the insurer, and how senior management are involved in applying 
the internal model in running the business. An insurer should demonstrate to the 
supervisor that an internal model used for regulatory capital purposes remains 
useful and is applied consistently over time and that it has the full support of and 
ownership by the Board and Senior Management.  

保険会社が規制上の資本目的で求められる水準よりも高い信頼水準を採用する

ことを決めた場合、較正テストは、この高い水準に必要とされる資本レベルを

決定することを許容するように行われるべきである。その後、保険会社はこの

資本額を保有することが保険会社全体の事業戦略に整合するかどうかを評価す

るべきである。

17.16.4 保険会社は、戦略的意思決定の重要な手段として、内部モデルを開発
する柔軟性を備えるべきある。つまり、保険会社は内部モデルに最適なリスク

評価およびモデル化技術を使用する柔軟性を備えるべきである。保険会社が、

特定のリスク評価を選択した理由を実証することができることは有用であり、

また、必要に応じて、自社のリスクおよび資本管理のためにモデルで使用され

るモデル化判断基準と監督者が規制上の資本要件のために定めたモデル化判断

基準間の差異を適切に再較正・再調整することがその内部モデルに含まれるべ

きである。経済資本と規制上の資本要件との差異は明示的であるべきであり、

保険会社が取締役会および監督者に対し説明できるものであるべきである。

17.16.5 「有用性テスト」は、内部モデルがリスクおよび資本管理、またガバ
ナンスプロセス／手続きシステムに統合されていることを保険会社が実証でき

る重要な方法である。保険会社は、「有用性テスト」の一環として、内部モデル

が経営管理にどのように使用されているか、また、保険会社のリスク管理戦略

および事業計画に影響を及ぼすものとしてその結果がどのように使用されてい

るか、事業運営に内部モデルを使用する際に上級管理職がどのように関与して

いるかを検証するべきである。保険会社は監督者に対し、規制上の資本目的に

使用する内部モデルの有効性が継続し、長期にわたり一貫して適用されている

こと、ならびに取締役会および上級管理職が全面的に支援し、所有しているこ

とを実証すべきである。
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17.16.6 The insurer's Senior Management should take responsibility for the design 
and implementation of the internal model, in order to ensure full embedding of the 
model within the insurers' risk and capital management processes and operational 
procedures. The methodology used in building the model should be compatible 
with the overall enterprise risk management framework agreed to by the Board 
and Senior Management. Although the Board and Senior Management may not 
be able to de-construct the internal model in detail, it is important that the Board 
has overall oversight of the model's operation on an ongoing basis and the level 
of understanding necessary to achieve this. The Board and Senior Management 
should also ensure that processes are in place to update the internal model to 
take into account changes in the insurer's risk strategy or other business changes. 

17.16.7 Various business units within the insurer may be involved in the 
construction and operation of the internal model, such as risk management, capital 
management, finance and actuarial departments, depending on the size of the 
insurer. The experience and technical ability of staff involved in the construction 
and operation of the internal model should be an important consideration for the 
insurer. For a model to pass the “use test” it would be expected that an insurer 
would have a framework for the model's application across business units. This 
framework should define lines of responsibility for the production and use of 
information derived from the model. It should also define the purpose and type of 
management information available from the model, the decisions to be taken using 
that information, and the responsibilities for taking those decisions. The “use test” 
should also ensure the adequacy of systems and controls in place for the 
maintenance, data feeds and results of the model. The IAIS notes that internal 
models may require significant IT resources and costs, which should be a 
consideration for the insurer in developing its models.  

17.16.6 保険会社の上級管理職は、内部モデルが保険会社のリスクおよび資本
管理プロセス、および運営手続きに完全に組み込まれているよう確保するため

に、内部モデルの設計と運用に対する責任を負うべきである。モデル構築に使

用される方法論は、取締役会と上級管理職が認めた総合的な全社的リスク管理

の枠組みに適合するべきである。取締役会および上級管理職は、内部モデルの

細部に関与することはできないだろうが、取締役会はモデル運用に対する全般

的な監視を継続的に行うこと、またそのために必要なレベルの理解を行うこと

が重要である。取締役会および上級管理職は、保険会社のリスク戦略の変更あ

るいはその他事業運営における変化を考慮して内部モデルを更新するプロセス

が整備されていることを確実にするべきである。

17.16.7 内部モデルの構築と運用には、保険会社の規模に応じ、様々な事業部
門（リスク管理、資本管理、財務および保険数理など）が関与するだろう。内

部モデルの構築と運用に関与するスタッフの経験および専門的能力を保険会社

にとっての重要な考慮事項とすべきである。モデルが「有用性テスト」に合格

するには、保険会社がモデルを事業部門全体に適用するために枠組みを設ける

ことが期待される。この枠組みではモデルから作成される情報の導出と使用に

関する責任範囲を定めるべきである。また、枠組みでは、モデルから得られる

経営情報の目的と種類、その情報を使用し下されるべき決定、およびその決定

を下すことにおける責任についても定めるべきである。「有用性テスト」はモデ

ルの維持、データ供給のために整備されたシステムと統制、および内部モデル

の結果適切性も確保するべきである。IAISは、内部モデルには膨大なIT資源と
費用を要し、これは保険会社がモデル開発において考慮すべき事項であること

を注記する。
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17.16.8 The IAIS considers that governance processes and communication in 
respect of an internal model are as important as its construction. An internal model 
should be subject to appropriate review and challenge so that it is relevant and 
reliable when used by the insurer. The key elements and results from the internal 
model should be understood by the key personnel within the insurer, including the 
Board, and not only by those who have constructed it. This understanding should 
ensure that the internal model remains a useful decision-making tool. If the internal 
model is not widely understood, it will not be achieving its purpose and adding 
value to the business. The “use test” is key in ensuring the relevance of the internal 
model to the insurer’s business. 

Additional guidance for group-wide internal models 

17.16.9 See Guidance 17.14.10 and 17.14.11 for additional guidance for group-
wide internal models.  

Documentation for internal models 

17.17 Where a supervisor allows the use of internal models to determine 
regulatory capital requirements, the supervisor requires the insurer to 
document the design, construction and governance of the internal model, 
including an outline of the rationale and assumptions underlying its 
methodology. The supervisor requires the documentation to be sufficient to 
demonstrate compliance with the regulatory validation requirements for 
internal models, including the statistical quality test, calibration test and use
test outlined above.  

17.17.1 The insurer should document the design and construction of the internal 

17.16.8 IAISは、内部モデルに関するガバナンスプロセスおよびコミュニケーシ
ョンは、その構築と同様に重要であると考えている。内部モデルは、保険会社

が使用するにあたり、そのモデルが妥当で信頼できるものであるよう、適切な

審査と異議申し立て(challenge)の対象とすべきである。内部モデルから得られ
る重要な要素および結果は、モデル構築に携わった者だけではなく、取締役を

含む、社内の重要な役職員にも理解されるべきである。この理解は、内部モデ

ルが依然有用な意思決定手段であることを確実なものとするであろう。内部モ

デルに対する理解が充分なされなければ、その目的を果たし、事業に価値を付

与することにはならないであろう。「有用性テスト」は内部モデルが保険会社の

事業に対して妥当であることを確かなものとする際に重要である。

グループ全体の内部モデルの追加指針

17.16.9 グループ全体の内部モデルの追加指針については、指針17.14.10および
17.14.11を参照。

内部モデルのための文書化

17.17 監督者が、規制上の資本要件を算定するために内部モデルを使用するこ
とを認める場合、監督者は、内部モデルの方法論の基礎となる原理および計算

基礎の概要を含む、内部モデルの設計、構築およびそのガバナンスについて文

書化するよう保険会社に要求する。監督者は、文書化が、上記に概説した統計

的品質テスト、較正テストおよび有用性テストを含む、内部モデルの規制上の

検証要件の遵守（状況）を実証するのに充分であることを要求する。

17.17.1 保険会社は、内部モデルの設計および構築に関し、当該分野の専門家
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model sufficient for a knowledgeable professional in the field to be able to 
understand its design and construction. This documentation should include 
justifications for and details of the underlying methodology, assumptions and 
quantitative and financial bases, as well as information on the modelling criteria 
used to assess the level of capital needed.  

17.17.2 The insurer should also document, on an ongoing basis, the development 
of the model and any major changes, as well as instances where the model is 
shown to not perform effectively. Where there is reliance on an external 
vendor/supplier, the reliance should be documented along with an explanation of 
the appropriateness of the use of the external vendor/supplier.  

17.17.3 The insurer should document the results of the “statistical quality test”, 
“calibration test” and “use test” conducted to enable the supervisor to assess the 
appropriateness of its internal model for regulatory capital purposes.  

Additional guidance for group-wide internal models 

17.17.4 In view of the potential complexity of a group-wide internal model, the 
flexibility required and the potential need for multiple supervisory approvals, it is 
essential that the group fully document all aspects of the group-wide internal 
model clearly and unambiguously. This enables supervisors to identify what is 
approved and what is not approved. Supervisors should require the insurance 
group to provide thorough documentation of the scope of an internal model, 
clarifying what falls within and outside of the model boundaries and what parts of 
the group universe are modelled. Supervisory authorities should know the 
boundary to the internal model. 

がその設計と構築を充分理解できるような形で内部モデルの設計と構築につい

て文書化するべきである。この文書化には、基礎となる方法論、計算基礎、お

よび定量的かつ財政的基盤が正当である根拠および詳細、ならびに必要な資本

のレベルを評価するために使用されるモデル化判断基準に関する情報を盛り込

むべきである。

17.17.2 また、保険会社は、モデルが効果的に運用されない事例のほか、モデ
ルの作成および重大な変更を継続的に文書化するべきである。外部のベンダー/
供給者が信頼できる場合、外部のベンダー/供給者を使用することの適切性に関
する説明と併せて、その信頼性について文書化するべきである。

17.17.3 保険会社は、監督者が規制上の資本目的のために内部モデルの適切性
を評価できるよう、「統計的品質テスト」、「較正テスト」および「有用性テス

ト」の結果を文書化するべきである。

グループ全体の内部モデルの追加指針

17.17.4 グループ全体の内部モデルの潜在的な複雑性、必要とされる柔軟性お
よび複数の監督者の承認を必要とする可能性を鑑みると、グループが、グルー

プ全体の内部モデルの全ての面を明確かつ明白に完全に文書化することは不可

欠である。文書化することにより、監督者は何が承認され、何が承認されない

かを明らかにすることができる。監督者は、モデルの境界線の範囲内に何が入

り、何が入らないか、またグループのどの領域がモデル化されるかを明らかに

した、内部モデルの範囲の完全な文書を提供するよう保険グループに要求する

べきである。監督当局は、内部モデルの境界線を知るべきである。
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17.17.5 As a minimum, the documentation of the group-wide internal model should 
include: 

• a full description of the risk profile of the insurance group and how the group 
models those risks, including the underlying central assumptions and methods; 

• the parts, entities and geographical locations of the insurance group and which 
are included or excluded from the scope of the model submitted for approval; 

• specification of which risks are modelled, with particular focus on group-wide 
risks;  

• intra-group transactions such as (subordinated) loans and other hybrid 
instruments together with their different level of triggers, guarantees, 
reinsurance, capital and risk transfer instruments, contingent assets and 
liabilities; off-balance sheet items and special purpose vehicles;  

• the effect of these instruments, either on individual insurance legal entities or 
on the insurance group considered as one single economic entity or on both, 
depending on supervisory requirements and how these effects are modelled; 

• justifications for specific decisions taken in terms of assumptions, scope, 
simplifications;  

• the flexibility of the model architecture to cope with central assumptions ceasing 
to be valid;  

• more generally the insurance group’s processes for validating, maintaining and 
updating the model including the use of stress testing and scenario analysis 
and the results of those tests and analyses;  

• how the model allows for and models fungibility of capital, transferability of 
assets and liquidity issues, the assumptions made especially regarding the 
treatment of intra-group transactions and the free flow of assets and of liabilities 
across different jurisdictions, and how the group uses the model for an analysis 
or a qualitative assessment of liquidity issues; and  

• the allocation of capital to insurance legal entities implied by the group-wide 

17.17.5 グループ全体の内部モデルの文書化には、少なくとも下記の情報を盛
り込むべきである：

・ 保険グループのリスク・プロファイルの詳細な説明、および基礎となる中

心的な計算基礎および方法を含む、グループがこれらのリスクをモデル化

する方法

・ 承認を得るために提出されるモデルの範囲に含まれる、または除外される

保険グループの部分、事業体および地理的所在

・ グループ全体のリスクに特に焦点を当てた、どのリスクがモデル化されて

いるかについての詳細な説明

・ （劣後）ローンなどのグループ内取引、および、様々なレベルの誘因、保

証、再保険、資本およびリスク移転手段、偶発資産および負債、オフバラ

ンスシート項目および特別目的ビークルを伴った他のハイブリッド商品

・ 監督要件および影響がモデル化される方法に応じた、個々の保険法人、ま

たは1つの経済主体とみなされる保険グループ、またはこれらの両方に関
するこれらの商品の影響

・ 計算基礎、範囲および単純化に関してなされた固有の決定を正当化する根

拠

・ 無効になる中心的な計算基礎に対処するためのモデル化の技術

(architecture)の柔軟性
・ さらに一般的には、ストレステストおよびシナリオ分析の使用およびこれ

らのテストおよび分析の結果を含む、モデルを検証し、維持し、更新する

ための保険グループのプロセス

・ モデルが、資本の流用可能性、資産譲渡性および流動性の問題、特にグル

ープ内取引の取り扱いに関して設けられた前提条件、および異なる管轄区

域間の資産および負債の自由な流れを考慮し、モデル化する方法、ならび

にグループが、流動性の問題の分析または定性的評価のためにモデルを使

用する方法

・ グループ全体のモデルで示唆される各保険法人への資本の配分、および複
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model and how this would change in times of stress for insurance groups 
established in more than one jurisdiction. Such allocation is required by 
supervisors, even if an insurance group uses a different allocation, e.g. by 
region or business line, for management purposes.  

17.17.6 If elements are omitted from the group-wide internal model, the 
supervisors should require an explanation within the required documentation, for 
example if and why a standardised approach is used for some insurance legal 
entities, lines of business or risks.  

17.17.7 The supervisors should require the insurance group to provide 
documentation describing whether and how the modelling is consistent over 
different jurisdictions or insurance legal entities regarding, for example, modelling 
criteria, risks, lines of business, intra-group transactions or capital and risk transfer 
instruments (CRTIs) with suitable explanations for any differences in approach. 

17.17.8 Diversification/concentration of risks means that some risks or positions 
are offset or increased by other risks or positions. The supervisors should require, 
within the framework of the required internal model documentation, a description 
of how the insurance group:  

• incorporates diversification/concentration effects at the relevant different levels 
within the group-wide internal model;  

• measures such effects in normal and in adverse conditions;  
• confirms those measurements for reasonableness, and  
• allocates diversification effects across the group according to supervisory 

requirements.  
Credit for diversification effects should only be allowed where appropriate having 
regard to risk correlations in adverse financial conditions.  

数の管轄区域に設立されている保険グループにストレスが発生した場合に

配分が変更される方法。このような配分は、保険グループが、管理目的

で、例えば地域または保険種目によって異なる配分を使用する場合でも、

監督者によって要求される。

17.17.6 グループ全体の内部モデルから要素が除外される場合、監督者は、一
部の保険法人、保険種目またはリスクについて標準化アプローチが使用される

場合にはその理由などを、要求されている文書内で説明するよう求めるべきで

ある。

17.17.7 監督者は、例えば、モデル化判断基準、リスク、保険種目、グループ
内取引または資本およびリスクの移転手段（CRTIs）に関して、異なる管轄区
域または保険法人間でモデル化に整合性があるかどうか、また、どのようにし

て整合性が保たれるかを、アプローチの違いについての適切な説明を添えて記

述した文書を提供するよう、保険グループに要求するべきである。

17.17.8 リスクの分散／集中は、一部のリスクまたはポジションが、他のリス
クまたはポジションによって相殺される、または増大することを意味する。監

督者は、要求されている内部モデルの文書化の枠組み内で、保険グループが下

記の事項を行った方法を説明するよう要求するべきである：

・ グループ全体の内部モデル内に、関連する様々なレベルの分散／集中効果

を組み入れる

・ 標準状態および不利な状態におけるそれらの効果を測定する

・ 当該測定の合理性を確認する

・ 監督要件に応じて、グループ間で分散効果を配分する

分散効果の付与は、必要に応じて、財務状況が悪化した場合のリスクの相関関

係を考慮する場合にのみ認められる。
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Ongoing validation and supervisory approval of the internal model 

17.18 Where a supervisor allows the use of internal models to determine 
regulatory capital requirements, the supervisor requires: 
• the insurer to monitor the performance of its internal model and regularly 

review and validate the ongoing appropriateness of the model’s 
specifications. The supervisor requires the insurer to demonstrate that 
the model remains fit for regulatory capital purposes in changing 
circumstances against the criteria of the statistical quality test, 
calibration test and use test; 

• the insurer to notify the supervisor of material changes to the internal 
model made by it for review and continued approval of the use of the 
model for regulatory capital purposes; 

• the insurer to properly document internal model changes; and 
• the insurer to report information necessary for supervisory review and 

ongoing approval of the internal model on a regular basis, as determined 
appropriate by the supervisor. The information includes details of how 
the model is embedded within the insurer’s governance and operational 
processes and risk management strategy, as well as information on the 
risks assessed by the model and the capital assessment derived from its 
operation.  

17.18.1 Over time an insurer's business may alter considerably, as a result of 
internal factors or events (such as a change in insurer strategy) and external 
factors or events (such as a change in interest rates), so that the internal model 
may no longer fully capture the risks to which the insurer is exposed unless 
adapted. The supervisor should reassess an insurer's internal model and the 

内部モデルの継続的検証および監督認可

17.18 監督者が、規制上の資本要件を算定するために内部モデルを使用するこ

とを認める場合、監督者は、下記の事項を要求する：

・ 保険会社が、内部モデルの実績を監視し、モデルの仕様の継続的適切性を

定期的にレビューし、検証すること。監督者は、モデルが、変化する状況

において、統計的品質テスト、較正テストおよび有用性テストの判断基準

について規制上の資本算定目的に依然として適していることを証明するよ

う保険会社に要求する。

・ 保険会社は、行った内部モデルの重要な変更を監督者に通知し、規制上の

資本算定目的でモデルを使用することについて、レビューおよび継続的承

認を受けること。

・ 保険会社は、内部モデルの変更を適切に文書化すること。

・ 保険会社は、監督者が適切と判断する場合、監督者が内部モデルを定期的

にレビューし、継続的に承認するために必要な情報を報告すること。この

情報には、モデルによって評価されたリスクおよび事業から派生した資本

評価に関する情報のほか、内部モデルがどのように保険会社のガバナンス

や事業運営プロセスおよびリスク管理戦略に組み込まれているかに関する

詳細な情報が含まれる。

17.18.1 時間の経過とともに、内部の要因あるいは事象（例えば、保険会社の

戦略の変更）または外部の要因あるいは事象（例えば、金利の変化）により、

保険会社の事業が大幅に変化し、その結果、内部モデルが調整されない限り、

保険会社が晒されているリスクを充分に把握できなくなることがある。監督者

は、保険会社の自社のリスクおよび資本管理における戦略的意思決定手段とし
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results that it produces on a regular basis against the criteria of the statistical 
quality test, calibration test and use test so that it remains valid for use, both as a 
strategic decision-making tool in the context of the insurer’s own risk and capital 
management, and as a means of calculating regulatory capital requirements 
where appropriate. In general only material changes to the model (such as 
changing the underlying model structure or the risk measure used) or to the risks 
faced by the insurer should require the model to be reassessed by the supervisor. 
A “model change policy” could be agreed between the supervisor and the insurer 
regarding the degree and timing of changes made to the internal model. This 
would enable the insurer to enact minor changes to its internal model without 
seeking prior supervisory approval (provided the changes are in accordance with 
the agreed policy), thereby allowing the model to be updated in a quicker and 
more flexible way.  

17.18.2 The insurer should be required to notify the supervisor of material changes 
to the internal model and to properly document changes to enable the supervisor 
to assess, for continued approval, the ongoing validity of the model for use in 
determining regulatory capital requirements. Following any material changes to 
an internal model, the supervisor may give the insurer a reasonable amount of 
time so that the updated model is embedded in its risk strategies and operational 
processes.  

17.18.3 The insurer should demonstrate that the data used in the internal model 
remains appropriate, complete and accurate for this purpose.  

17.18.4 The supervisor should take care that its ongoing validation requirements 
do not unduly restrict the use of the internal model by the insurer for its own risk 
and capital management purposes and thereby reduce its ability to comply with 

て、また適切な場合には、規制上の資本要件の算出手段として、引き続き有用

であるよう、統計的品質テスト、較正テスト、および有用性テストの判断基準

と照らし合わせ、保険会社の内部モデルおよびモデルから得る結果を定期的に

再評価するべきである。通常、（例えば基になるモデルの構造や使用するリスク

測定方法の変更などの）モデルに対する、または保険会社が直面するリスクに

関る重要な変更があった場合のみに監督者による当該モデルの再評価が行われ

るべきである。監督者および保険会社の間で、内部モデルの変更度合いおよび

タイミングに関する「モデル変更方針」についての合意がなされうる。このこ

とは、保険会社が監督者の事前認可を得なくとも（当該変更が合意された方針

に従っていることを前提に）、微細な変更を行うことが可能になり、その結果、

モデルをより迅速かつ柔軟に最新化できるだろう。

17.18.2 保険会社は、内部モデルの重大な変更を監督者に通知し、規制上の資

本要件の算定において使用するモデルの継続的有効性の継続的な承認を得るた

めに、監督者が評価することができるように変更を適切に文書化するよう要求

されるべきである。内部モデルの重大な変更の後、監督者は保険会社に対し、

最新化されたモデルが保険会社のリスク戦略および運営プロセスに組み込まれ

るよう確保するための妥当な時間を与えるかもしれない。

17.18.3 保険会社は、内部モデルで使用されるデータが、この目的上、引き続

き適切、完全かつ正確であることを証明すべきである。

17.18.4 監督者は継続的な検証要件によって保険会社の自社のリスクおよび資

本管理目的における内部モデルの使用を過度に制限し、故に保険会社の有用性

テストを満たす能力を低下させないよう注意すべきである。
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the use test.  

Additional guidance for group-wide internal models 

17.18.5 The insurance group should adjust the model for material changes in 
group composition and operations, including mergers, acquisitions and other 
structural changes of affiliated entities or jurisdictional changes. 

17.18.6The supervisor should require the insurance group to provide 
documentation of material changes in group operations and the reasons why 
continued use of the group-wide internal model would remain appropriate 
following the change. If such reasons cannot be given or are not sufficient the 
supervisor should require the group to propose appropriate model changes as a 
result ofthe material change for re-assessment of approval by the supervisor. 

Supervisory responsibilities

17.18.7The IAIS considers that it is essential that supervisors are able to 
understand fully the insurers'internal models and be able to appraise their 
quality.To this end, the supervisor should have access to experienced personnel 
with appropriate technical ability, as well as sufficient resources. It is likely to take 
time for supervisors to acquire the necessary experience to appraise an insurer’s 
internal model. Without the experience and resources, the supervisor may be 
unable to reliably approve the use of aninsurer’s internal model for regulatory 
purposes. The supervisor may wish to use external specialists that are considered 
to have the appropriate experience, such as actuarial consultants, accountancy 
firms and ratings agencies, to assist it in reviewing an insurer's internal models. In 
such instances, the supervisor should retain the final responsibility for review and 

グループ全体の内部モデルの追加指針

17.18.5 保険グループは、関連会社の吸収、買収および他の構造上の変化、ま

たは管轄区域の変更を含む、グループの構成および事業経営の重大な変更に合

わせてモデルを調整すべきである。

17.18.6 監督者は、グループの事業経営の重大な変更、およびグループ全体の

内部モデルの継続的使用が変更後も依然として適切である理由を記載した文書

を提供するよう保険グループに要求するべきである。上記の理由が提供されな

い、または充分ではない場合、監督者は、監督者の承認の再評価を受けるため

に、重大な変更の結果としてのモデルの適切な変更を提案するようグループに

要求するべきである。

監督上の責任

17.18.7 IAISは、監督者が保険会社の内部モデルを完全に理解し、その質を適正

に評価する能力を備えていることが不可欠であると考えている。このために

は、監督者は適切な専門能力を備えた経験豊富な人材を、充分な資源と併せ

て、確保するべきである。監督者が保険会社の内部モデルの評価に必要な経験

を得るには時間を要するであろう。監督者は、こうした経験および資源なくし

て、保険会社の規制上の目的のための内部モデルの使用に関する承認を適切に

行うことができないであろう。監督者は、保険会社の内部モデルのレビューを

支援する、保険計理コンサルタント、会計事務所、格付機関といった適切な経

験を持っていると考えられる外部の専門家を起用することもあるだろう。その

場合、監督者は、規制上の資本算定を目的とした内部モデルの使用のレビュー

および承認について最終的責任を負うべきである。
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英文 仮訳

approval of the use ofthe internal model for regulatory purposes. 

17.18.8 It may be appropriate for a supervisor to consider transitional measures 
when permitting insurers to use internal models for regulatory capital purposes for 
their first time. Such measures will permit the necessary time for both insurers and 
the supervisor to become familiar with the internal models and their uses. For
example, during a transition period, the supervisor could include the use o fpartial 
internal modelling, to allow the insurer to move gradually to full use of internal 
models or the supervisor could require parallel reporting of regulatory capital 
determined by both the internal model and standardised approach.The supervisor 
may also consider applying a minimum capital level during the transition period. 

17.18.9The supervisor may need to impose additional capital requirements(capital 
add-ons) or take other supervisory action to address any identified weaknesses in 
an internal model, either prior to approving the use ofthe model,as a condition on 
the use of the model or in the context of a review of the ongoing validity of an 
internal model for regulatory capital purposes.It may be necessary to introduce 
additional supervisory powers,to allow such supervisory actions and measures, 
when internal models are allowed for regulatory capital purposes by a supervisor.

17.18.10 Where an insurer which is a subsidiary of an insurance group seeks 
approval for the use of an internal model which itself is part of a broader “group 
model”, the supervisor of this subsidiary should conduct the approval process in 
close co-operation with the group-wide supervisor. In particular, the supervisor of 
the subsidiary should check the status of the “group model” and seek information 
from the group-wide supervisor about its own approval process.  

17.18.8 監督者が、保険会社に対して初めて規制上の資本目的で内部モデルの

使用を認める場合、その移行措置を検討することが適切かもしれない。こうし

た措置は、保険会社と監督者、双方が内部モデルおよびその使用に習熟するた

めに必要な時間を認めるものとなる。例えば、移行期間中については、監督者

は、保険会社が内部モデルの全面的使用に段階的に移行することができるよ

う、部分的内部モデルの使用を認めることや、内部モデルおよび標準化アプロ

ーチの両方を用いて決定された規制上の資本を同時に報告することを要求する

ことなどが考えられる。また監督者は、移行期間中は最低資本レベルを適用す

ることを考えるかもしれない。

17.18.9 監督者は、内部モデルを使用する条件として、モデル使用に対する承

認を与える前か、または規制上の資本要件のために使用する内部モデルの持続

的有効性を検証するという観点において、内部モデルに内在する脆弱性に対応

するため、追加的な資本要件（追加資本）を課す、あるいはその他の監督的措

置をとる必要がある可能性がある。内部モデルが規制上の目的に監督制度で許

可される場合、そのような監督上の行動および措置が実施できるよう、監督者

による追加的な監督権限を導入する必要があるかもしれない。

17.18.10 保険グループの子会社である保険会社が、それ自体がより広範な「グ

ループモデル」の一部である内部モデルの使用について、認可を求めた場合、

当該子会社の監督者は、当該グループ全体の監督者と密接に協力して、認可プ

ロセスを実施するべきである。特に、子会社の監督者は、「グループモデル」の

状況を確認し、グループ全体の監督者に認可プロセスに関する情報を求めるべ

きである。
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英文 仮訳

Supervisory reporting 

17.18.11 For supervisory approval purposes, supervisors should require the 
insurer to submit sufficient information for them to be able to approve the use of 
the internal model for regulatory capital purposes and to give confidence to the 
supervisor that the insurer is appropriately carrying out its responsibility to manage 
its risks and protect the interests of policyholders. This should include the results 
of analysis conducted under the “statistical quality test”, “calibration test” and “use 
test”. While supervisors should have the power to determine the exact nature and 
scope of the information they require, supervisory reporting should be appropriate 
to the nature, scale and complexity of an insurer's business.  

17.18.12 The level of information on internal models necessary to allow 
meaningful assessment by supervisors would be expected to include appropriate 
information regarding the insurer's risk and capital management strategy – for 
example, how the model is embedded into the insurer's governance procedures, 
overall business strategy, operational procedures and risk processes. An insurer 
should report details of the risks assessed by the model, including how these are 
identified and measured, as well as information on the results of the internal model 
analysis, the economic capital derived from these results and how the results of 
the internal model compare to those derived from the supervisory standardised 
approach.

73 

監督上の報告

17.18.11 監督上の認可において、監督者は、保険会社に対し、規制上の目的で

の内部モデルの使用に承認を与えることができるよう、また、保険会社がリス

クを管理し、保険契約者の利益を守る責任を適切に果たしているとの確信を得

られるよう、充分な情報を提供することを求めるべきである。これには、「統計

的品質テスト」、「較正テスト」および「有用性テスト」に基づいて行われた分

析結果も含まれるべきである。監督者は、保険会社に求める情報の種類および

範囲を的確に判断する権限を持つべきであるが、監督上の報告は、保険会社の

事業の特性、規模および複雑性に適したものとすべきである。

17.18.12 監督者による有意義な評価を可能とするために必要な内部モデルに関

する情報のレベルには、保険会社のリスクおよび資本管理戦略に関する適切な

情報が含まれることが期待される－例えば、保険会社のガバナンスプロセス、

全体的な経営戦略、事業運営プロセスおよびリスクプロセスに内部モデルがど

のように組み込まれているかなどである。保険会社は、内部モデルの分析結

果、その結果から導き出した経済資本、および内部モデルの結果と監督者のス

タンダード･アプローチから導き出した結果の比較という点に関する情報のほ

か、リスクをどのように認識し、評価するのかを含む、モデルに基づいて評価

されたリスクの詳細情報を報告するべきである73。

73 Supervisors may consider that the comparison between the capital requirements from an internal model and a supervisory standardised approach should only be required during a transition period. 
内部モデルから得られる資本要件と、監督上の標準化されたアプローチから得られる資本要件との比較は、移行期間のみに要求されると、監督者がみなす場合がある。
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ICP 18  Intermediaries74 ICP 18 仲介人74
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),

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

74 Amended November 2017   
2017年 11月改定。
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provided that the purpose of that professional activity is not to intermediate an insurance 
contract.

 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 policies, processes and procedures that relate to individual customer 
relationships and individual transactions.

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 

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、
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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.

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。

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 

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
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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.

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 18.0.21
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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, 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.

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、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 18.0.26
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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.

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 
 ICP 22 Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT).

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 
 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 

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
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direct sales staff or its authorised representatives are covered by the insurer’s licence; in 
others these may require separate intermediary licensing. 

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; 
 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; 

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 
 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
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○ 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. 

○ 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。
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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。

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;

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
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 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 
 details of advertising and marketing expenditure relating to particular types of 

products or distribution channels. 

 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 
 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;

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
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 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.

 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 intermediaries are effectively supervised.

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。

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。 
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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。

Professional knowledge and experience 専門職業的な知識および経験
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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;

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

 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 complementary to the relevant legislation and may address any aspect of 
dealings between insurance intermediaries and their customers.

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, 

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
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such as through file reviews and interviews of selected staff. 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。

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。
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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:

 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.

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。 

 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 
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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 

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。
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whether reiterating this information is necessary. Further information on terms of business 
might only be necessary where there are changes to the terms. 

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 information may be provided orally and followed up with written documentation within 
a reasonable period of time. 

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。
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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 
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.

18.5.14
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 18.5.17
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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.

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 determining whether the customer or the insurer is at risk in respect of such funds. 

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
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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 18.7.1
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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.

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。

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;

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
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 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.

 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

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 

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
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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.

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。
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ICP 19  Conduct of Business75 ICP 19 事業行為75
The supervisor requires that insurers and intermediaries, in their conduct of insurance 
business, treat customers fairly, both before a contract is entered into and through to the 
point at which all obligations under a contract have been satisfied.

監督者は、保険会社および仲介人が、保険事業行為において、契約締結前および契約
上の全ての義務が果たされる時点までの双方の期間で顧客を公正に取り扱うことを
求める。

Introductory guidance 導入指針
19.0.1 
Requirements for the conduct of insurance business help to: 

 protect policyholders and promote fair consumer outcomes; 
 strengthen public trust and consumer confidence in the insurance sector; 
 minimise the risk of insurers and intermediaries following business models that are 

unsustainable or pose reputational risk, thereby complementing the risk management 
framework of a solvency regime; and 

 support a sound and resilient insurance sector by creating level playing fields in terms 
of the basis on which insurers and intermediaries can compete while maintaining 
business practices that support the fair treatment of customers 

19.0.1
保険事業行為に係る要件は、以下に役立つ： 

 契約者の保護および消費者にとっての公正な結果の促進 
 保険セクターに対する公衆の信用および消費者の信頼の向上 
 保険会社および仲介人が持続不可能または風評リスクをもたらす事業モデルを
取るリスクを最小化し、もってソルベンシー制度のリスク管理枠組みを補完す
ること 

 顧客の公正な取扱いに資する商慣行を維持しつつ、保険会社および仲介人が競
争をすることができる基盤の観点から公平な競争条件を整備することによっ
て、健全かつ活発な保険セクターを支えること

19.0.2 
Fair treatment of customers encompasses achieving outcomes such as: 

 developing, marketing and selling products in a way that pays due regard to the 
interests and needs of customers; 

 providing customers with information before, during and after the point of sale that is 
accurate, clear and not misleading; 

 minimising the risk of sales which are not appropriate to customers’ interests and 
needs; 

 ensuring that any advice given is of a high quality; 
 dealing with customer claims, complaints and disputes in a fair and timely manner; and
 protecting the privacy of information obtained from customers. 

19.0.2
顧客の公正な取扱いは、以下のような成果を挙げることを含む： 

 顧客の利益およびニーズに十分に配慮した形での商品の開発、マーケティング
および販売 

 顧客に対する、販売前、販売期間中、および販売後の、正確、明確かつ誤解を
招かない情報の提供 

 顧客の利益およびニーズに適合しない販売のリスクの最小化 
 提供されるあらゆるアドバイスの質が高いことの確保 
 顧客からの支払請求、苦情および紛争に対する公正かつタイムリーな方法での
対処 

 顧客から取得した情報のプライバシーの保護
19.0.3 
Conduct of business, including business practices, is closely linked with jurisdictions’ 
tradition, culture, legal regime and the degree of development of the insurance sector. For 
this reason,  supervisory approaches to the conduct of business also tend to vary. Such 

19.0.3
事業行為は、事業の実務を含め、管轄区域の伝統、文化、法体系および保険セクター
の発展度と密接に関係している。そのため、事業行為へ監督上のアプローチもまた
様々である傾向がある。顧客の公正な取扱いという成果を挙げるため、本 ICP ならび

75 Amended November 2017   
2017年 11月改定。
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diversity should be taken into consideration in implementing this ICP, and related standards 
and guidance material, in order to achieve the outcome of fair treatment of customers. The 
fair treatment of customers encompasses concepts such as ethical behaviour, acting in good 
faith and the prohibition of abusive practices.

に関連する基準および指針の実施において、こうした多様性が考慮されるべきであ
る。顧客の公正な取扱いは、倫理的行動、善意に基づく行動および不正な実務の禁止
などの概念を包含する。 

19.0.4 
Requirements for the conduct of insurance business may differ depending on the nature of 
the customer with whom an insurer or intermediary interacts and the type of insurance 
provided. The scope of requirements for conduct of insurance business should reflect the risk 
of unfair treatment of customers, taking into account the nature of the customer and the 
type of insurance provided.

19.0.4
保険事業行為に係る要件は、保険会社または仲介人が接触する顧客の性質、および、
提供される保険の種類によって異なる場合がある。保険事業行為に係る要件の対象と
なる範囲は、顧客の性質および提供される保険の種類を考慮し、顧客の不公平な取扱
いのリスクを反映するべきである。 

19.0.5 
As part of assessing the fulfilment of requirements for conduct of insurance business, the 
supervisor should consider the consumer outcomes that are being achieved under these 
requirements. This includes consumer outcomes that arise due to industry-wide – as well as 
firm-specific – factors.

19.0.5
保険事業行為に係る要件の充足の評価の一環として、監督者は、これらの要件の下で
達成されている顧客成果を考慮すべきである。これには会社に固有の要因のみならず
業界が抱える要因に起因する顧客成果も含まれる。 

19.0.6 
Supervisors may wish to issue guidelines or rules on their expectations to help insurers and 
intermediaries achieve fair treatment of customers. In addition, the supervisor could support 
industry guidelines or best practices with this objective. 

19.0.6
監督者は、保険会社および仲介者が顧客の公正な取扱いの実現の支援となることを期
待して、ガイドラインまたはルールを定めたいと考える場合がある。また、監督者は、
この目的で業界のガイドラインまたはベストプラクティスを支援することがありう
る。

19.0.7 
Detailed conduct of business rules may not be appropriate for reinsurance transactions, 
where benefits under a policy are not affected by the reinsurance arrangements(see ICP 13 
Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer. Nonetheless, this does not relieve insurers and 
reinsurers of their duty to provide each other with complete and accurate information.

19.0.7
詳細にわたる事業行為のルールは、再保険取引については適切でない場合がある（契
約に基づく保険金が再保険取決めによる影響を受けない場合）。（ICP13（再保険およ
び他のリスク移転）参照。）それでもなお、保険者会社および再保険会社は、それぞ
れに対し完全かつ正確な情報を提供する義務を免れるわけではない。

Respective responsibilities それぞれの責任
19.0.8 
The insurer has a responsibility for good conduct throughout the insurance life-cycle, as it is 
the insurer that is the ultimate risk carrier. However, where more than one party is involved 
in the design, marketing, distribution and policy servicing of insurance products, the good 
conduct in respect of the relevant service(s) is a shared responsibility of those involved.

19.0.8
保険会社は、最終的なリスクキャリアが保険会社であることから、保険のライフサイ
クルを通じて適正な事業行為に関して責任を負う。しかし、複数の関係者が保険商品
の設計、マーケティング、販売および保全に関与している場合、関連するサービスに
関する適正な事業行為は、関係者が連帯して責任を負う。

19.0.9 
Intermediaries typically play a significant role in insurance distribution but may also be 
involved in other areas. Their interface between customers and insurers gives them a key 
role, and their good conduct in performing the services in which they are involved is critical 
in building and justifying public trust and confidence in the insurance sector. .

19.0.9
仲介人は、通常、保険の販売において重要な役割を担うが、他の分野にも関与してい
る場合がある。仲介人は、顧客と保険者との接点であることから重要な役割を担って
おり、仲介人が関与するサービスを実行する上での適正な事業行為は、保険業界に対
する公衆の信用および信頼を醸成および裏付けるものとして非常に重要である。
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19.0.10 
Insurers sometimes outsource specific processes, such as claims handling, to third parties 
(including intermediaries). Where an insurer outsources processes, the insurer should only 
deal with third parties whose policies, procedures and processes are expected to result in fair 
treatment of customers; the insurer retains ultimately responsibility for those functions.

19.0.10
保険会社は、保険金請求処理などの特定の手続を第三者（仲介人を含む）に外部委託
することがある。保険会社が手続を外部委託する場合には、保険者は、公正な顧客の
取扱いをもたらすと思われる方針、手順および手続を有する第三者とのみ取引を行う
べきである。保険者は最終的にこれらの機能に対する責任がある。

Cross-border and group considerations クロスボーダーおよびグループについての考慮事項
19.0.11 
Legislation should provide requirements with which insurers and intermediaries must 
comply, including foreign insurers and intermediaries selling products on a cross-border 
basis.

19.0.11
法令により、クロスボーダー・ベースで商品を販売する外国の保険会社および仲介人
を含め、保険会社および仲介人が遵守しなければならない要件を規定するべきであ
る。

19.0.12 
Effective assessment of the quality of conduct of insurance business requires, to a large 
extent, supervisory consideration of strategies, policies, processes, procedures and controls 
that apply to the provision of insurance products and services to customers, and which are 
more easily assessed through supervision at the insurance legal entity, rather than group, 
level.

19.0.12
保険事業行為の質の実効的な評価には、大部分において、顧客に対する保険商品およ
びサービスの提供に適用される戦略、方針、プロセス、手続、手順および統制につい
ての監督上の考慮を必要する。また、保険事業行為の質は、グループレベルよりも、
保険事業法人レベルでの監督を通じた方が容易に評価できる。 

19.0.13 
Where insurance legal entities are part of an insurance group, the application of appropriate 
policies and procedures on conduct of business 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. In addition, there are a number of other group-related 
aspects that are relevant to the supervision of conduct of business by insurers and 
intermediaries, such as: 

 public disclosure by the supervisor of the regulatory requirements in respect of the 
offering of cross-border insurance; 

 disclosure to customers of the group to which an underwriter belongs; and 
 the potential risks from group entities that could affect policies being sold or 

administered. 

The supervisor should consider the implications arising from group structures in applying the 
Standards of this ICP.

19.0.13
保険事業法人が保険グループの一部を成す場合には、事業行為に係る適切な方針およ
び手続の適用は、地域別の要件および個別の事情を勘案しつつもグループを通じて整
合的であり、グループ全体での顧客の公正な取扱いにつながるべきである。加えて、
保険会社および仲介人による事業行為に対する監督に関連する、グループに関する以
下のその他の多くの側面が存在する： 

 監督者による、クロスボーダー保険の提供に関する規制上の要件の公開 

 契約引受者が属するグループの顧客への開示
 販売または管理される契約に影響を与える可能性のある、グループ事業体から
生じる潜在的なリスク 

監督者は、本 ICP における基準を適用する上で、グループ構造から生じる影響を考慮
すべきである。

Supervisory cooperation 監督協力
19.0.14 
Supervisors should be aware of the conduct of business requirements set by the regulators 
of other financial services sectors with a view to minimising unnecessary inconsistencies, 
possible duplication and the potential for regulatory arbitrage.

19.0.14
監督者は、不必要な不整合、重複の可能性および規制上の裁定の可能性を最小化する
目的で、その他の金融サービスセクターの規制者によって設定された事業行為の要件
を認識すべきである。



- 405 - 

19.0.15 
In some jurisdictions responsibility for the supervision of insurers or intermediaries is shared 
between more than one authority, or between different departments within a single 
authority, with different authorities or departments responsible for conduct and prudential 
supervision. Where this is the case, the relevant authorities or departments should 
communicate, and cooperate where possible, to ensure that there is an understanding of all 
the relevant risks.

19.0.15
一部の管轄区域においては、保険会社または仲介人の監督の責任は、複数の当局間で、
または単一当局内の異なる部門の間で、業務およびプルデンシャル監督を担当する当
局または部門と共有される。この場合、関係当局または部門は、関連するすべてのリ
スクの理解を確保するために、コミュニケーションをとり、可能な限り協力するべき
である。 

19.0.16 
The supervisor should also consider having in place adequate coordination arrangements to 
deal with conduct of business issues arising in cross-border business.

19.0.16
監督者はまた、クロスボーダービジネスで生じる事業行為の問題に対処するための適
切な取り決めを設けることを考慮するべきである。

Fair treatment of customers 顧客の公正な取扱い
19.1  
The supervisor requires insurers and intermediaries to act with due skill, care and diligence 
when dealing with customers.

19.1
監督者は、保険会社および仲介人に対し、顧客に対応する際に、十分な技術、注意お
よび配慮をもって行動するよう求める。

19.1.1 
The supervisor should require insurers and intermediaries to have policies and procedures in 
place to achieve this outcome, including taking appropriate measures to ensure that their 
employees and agents meet high standards of ethics and integrity.

19.1.1
監督者は、保険会社および仲介人に対し、被用者およびエージェントが高い倫理基準
および誠実性基準を満たすよう確保するために適切な対策を講じることを含め、この
成果を挙げるための適切な方針および手続きを整備するよう求めるべきである。

19.2 
The supervisor requires insurers and intermediaries to establish and implement policies 
and procedures on the fair treatment of customers, as an integral part of their business 
culture.

19.2
監督者は、保険会社および仲介人に対し、自社の企業風土に不可欠な一部として、顧
客の公正な取扱いに関する方針および手続を確立し実行するよう求める。 

19.2.1 
Supervisors should require insurers and intermediaries to have policies and procedures in 
place to achieve the fair treatment of customers and should monitor whether such policies 
and procedures are adhered to.

19.2.1
監督者は、保険会社および仲介人に対し、顧客の公正な取扱いを達成するための適切
な方針および手続を整備するよう求めるべきであり、またそうした方針および手続が
遵守されているかをモニターするべきである。

19.2.2 
Proper policies and procedures dealing with the fair treatment of customers are likely to be 
particularly important with respect to retail customers, because of the greater asymmetry of 
information that tends to exist between the insurer or intermediary and the individual retail 
customer.

19.2.2
顧客の公正な取扱いに対応する適切な方針および手続は、保険会社または仲介人と
個々のリテール顧客との間に存在しがちな情報の非対称性によって、リテール顧客に
ついて、特に重要なものとなる可能性が高い。 

19.2.3 
Supervisory requirements with respect to fair treatment of customers may vary depending 
on the legal framework in place in a particular jurisdiction. The desired outcome of fair 
treatment of customers may be achieved through a variety of approaches, with some 
jurisdictions favouring a principles-based set of requirements, some favouring a rules-based 

19.2.3
顧客の公正な取扱いに関する監督上の要件は、特定の管轄区域で整備された法的枠組
みによって異なる場合がある。顧客の公正な取扱いにつき求められる成果は、様々な
アプローチを通じて達成される場合があり、一部の管轄区域においてはプリンシプ
ル・ベースの要件が好まれ、他の一部の管轄区域においてはルール・ベースのアプロ
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approach, and others following some combination of approaches.. ーチが好まれ、またさらに他の一部の管轄区域においては何らかの形でのアプローチ
の組み合わせを取る。

19.2.4 
Ensuring the achievement of fair outcomes for customers will tend to require that insurers 
and intermediaries adopt the fair treatment of customers as an integral part of their business 
culture and that policies and procedures to support this objective are properly embedded in 
the organisation. Embedding a culture of fair treatment of customers may include the 
following: 

 Strategy: Fair treatment of customers should be an objective taken into consideration 
in the design of the business strategy, product design, product distribution, and 
product performance. 

 Leadership: Overall responsibility for fair treatment of customers should be at the level 
of the Board and Senior Management, who should design, implement, and monitor 
adherence to, policies and procedures aimed at ensuring that customers are treated 
fairly. This sets the tone for the business. 

 Decision making: All decisions that impact on customers should be subject to particular 
scrutiny in terms of whether they support the fair treatment of customers. 

 Internal controls: Monitoring the fair treatment of customers requires relevant 
management information to be identified, collected and evaluated. Internal reports 
should include the most useful information and indicators to allow the Board and 
Senior Management to measure the insurer’s or intermediary’s performance with 
respect to fair treatment of customers. Mechanisms and controls should be 
established to ensure that departures from policies and procedures as well as other 
situations that jeopardise the interests of customers, are promptly remedied. 

 Performance management: Appropriate attention should be paid to the recruitment 
of staff and agents who meet high standards of ethics and integrity. Relevant staff 
should be trained to deliver appropriate outcomes in terms of fair treatment of 
customers. Evaluation of performance should include the contribution made to 
achieving these outcomes. There should be appropriate performance management 
consequences for staff who fail to meet these standards. 

 Reward: Remuneration and reward strategies should take account of the fair treatment 
of customers . Reward structures need to reflect quality issues and not encourage or 
reward the unfair treatment of customers. Remuneration structures that create 
conflicts of interest may lead to poor customer outcomes. 

19.2.4
顧客に対して公正な成果の達成を確保することには、保険会社および仲介人が自身の
企業風土に不可欠な一部として顧客の公正な取扱いを採用し、またこの目的を支える
方針および手続が当該組織に正しく組み込まれていることを求める傾向があるだろ
う。顧客の公正な取扱いという企業文化を組み込むことには、以下が含まれる場合が
ある： 

 戦略：顧客の公正な取扱いは、事業戦略立案、商品設計、商品販売および商品
実績において考慮される目標とされるべきである。 

 リーダーシップ：顧客の公正な取扱いに係る全般的な責任は、顧客が公正に取
扱われるよう確保することを狙いとする方針および手続を立案し、実施し、そ
してその遵守をモニターする取締役会および上級管理職のレベルにあるべきで
ある。こうした方針および手続が事業の姿勢を定める。 

 意思決定：顧客に影響を及ぼす全ての決定は、それが顧客の公正な取扱いに資
するかどうかの観点から特に緻密な審査を受けるべきである。 

 内部統制：顧客の公正な取扱いのモニタリングにおいては、適切な経営情報が
認識、収集および評価されることが必要とされる。内部報告は、取締役会およ
び上級管理職が顧客の公正な取扱いに関し保険会社または仲介人の実績を評価
できるようにする最も有用な情報および指標を含むべきである。方針および手
順からの逸脱ならびに顧客の利益の保護を危うくするその他の状況が、意思決
定者により直ちに改善されることを確実にするためにも、仕組みおよび統制が
確立されるべきである。 

 業績管理：高い倫理基準および誠実性基準を満たすスタッフおよびエージェン
トの採用に適切な注意が払われるべきである。さらに、該当するスタッフは顧
客の公正な取扱いに関して適切な成果をもたらすよう訓練されるべきである。
業績評価には、これらの成果達成への貢献が含まれるべきである。これらの基
準を満たすことができなかったスタッフについては、適切な業績管理上の処分
がなされるべきである。 

 報奨：報酬および報奨に係る方針は、消費者の公正な取扱いを考慮に入れるべ
きである。報奨の仕組みは、質の問題を反映する必要があり、また顧客の不公
平な取扱いを後押ししまたはこれに報いてはならない。利益相反を生み出す報
奨の仕組みは、消費者にとっての不適切な結果につながる場合がある。
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19.2.5 
Insurers’ and intermediaries’ strategies, policies and procedures dealing with the fair 
treatment of customers should be made available to the supervisor. The supervisor should 
encourage insurers and intermediaries to make relevant policies and procedures publicly 
available as good practice, in particular their claims handling, complaints handling and 
dispute resolution policies and procedures.

19.2.5
保険会社および仲介人の顧客の公正な取扱いに対応する方針および手続は、監督者が
入手できるようにすべきである。監督者は、保険会社および仲介人に対し、関連する
方針および手続きを、特に保険金請求処理、苦情処理および紛争解決方針ならびに手
続につき、グッド・プラクティスとして、公表するよう奨励すべきである。 

19.3 
The supervisor requires insurers and intermediaries to avoid or properly manage any 
potential conflicts of interest.

19.3
監督者は、保険会社および仲介人に対し、あらゆる利益相反の可能性を回避または適
切に管理するよう求める。

19.3.1 
In their dealings either with each other or with customers, insurers and intermediaries may 
encounter conflicts of interest. 

19.3.1
保険会社および仲介人は、相互間の取引または顧客との取引の中で利益相反に直面す
る場合がある。

19.3.2 
Where conflicting interests compete with duties of care owed to customers, they can create 
risks that insurers and intermediaries will not act in customers’ best interests. Conflicts of 
interest can arise from compensation structures as well as other financial and non-financial 
incentives.  

19.3.2
相反する利益が顧客に対して負う注意義務と競合する場合、保険会社および仲介人が
顧客の最善の利益のために行動しないリスクを生じさせる場合がある。利益相反は、
報酬体系ならびにその他の金融的および非金融的インセンティブから生じる場合が
ある。

19.3.3 
Where compensation structures do not align the interests of the insurer and intermediary, 
including those of the individuals carrying out intermediation activity, with the interests of 
the customer, they can encourage behaviour that results in unsuitable sales or other breach 
of the insurer’s or intermediary’s duty of care towards the customer.

19.3.3
報酬体系が、仲介活動を行う個人を含む保険会社および仲介人の利益と顧客の利益を
調整しない場合、不適当な販売またはその他の顧客に対する保険会社または仲介人が
負う注意義務への違反につながる行動を後押しする場合がある。 

19.3.4 
Other incentives that may create a conflict of interest include performance targets or 
performance management criteria that are insufficiently linked to customer outcomes. They 
also include the soliciting or accepting of inducements where this would conflict with the 
insurer’s or intermediary’s duty of care towards its customers.  

19.3.4
利益相反を生じさせる場合のあるその他のインセンティブには、顧客における結果と
十分に結びついていない業績目標または業績管理規準を含む。そこには、顧客に対す
る保険会社または仲介人の注意義務と相容れないであろう特別利益（inducements）
の要請または受入が含まれる。

19.3.5 
An inducement can be defined as a benefit offered to an insurer or intermediary, or any 
person acting on its behalf, incentivising that firm/person to adopt a particular course of 
action. This can include, but is not limited to, cash, cash equivalents, commission, goods and 
hospitality. Where intermediaries who represent the interests of customers receive 
inducements from insurers, this could result in a conflict of interest that could affect the 
independence of advice given by them.

19.3.5
特別利益は、保険会社もしくは仲介人、または、それらのために行動する者に提供さ
れる給付であって、保険会社／仲介人が特定の一連の活動を行うインセンティブを与
えるものとして定義することができる。これには、これらに限られるものではないが、
現金、現金に代わるもの、コミッション、贈物、歓待が含まれうる。顧客の利益を代
表する仲介人が保険会社から特別報酬を受け取る場合、これは、仲介人が行うアドバ
イスの独立性に影響しうる利益相反がもたらされる結果となりうる。
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19.3.6 
As an insurance intermediary interacts with both the customer and the insurer, an 
intermediary is more likely than an insurer to encounter conflicts of interest. For an insurance 
intermediary, examples of where a conflict of interest may occur include: 

 where the intermediary owes a duty to two or more customers in respect of the same 
or related matters – the intermediary may be unable to act in the best interests of one 
without adversely affecting the interests of the other; 

 where the relationship with a party other than the customer influences the advice 
given to the customer; 

 where the intermediary is likely to make a financial gain, or avoid a financial loss, at 
the expense of the customer; 

 where the intermediary has an interest in the outcome of a service provided to, or a 
transaction carried out on behalf of, a customer which is distinct from the customer’s 
interest; 

 where the intermediary has significant influence over the customer’s decision (such as 
in an employment relationship) and the intermediary’s interest is distinct from that of 
the customer; 

 where the intermediary receives an inducement to provide a service to a customer 
other than the standard or “flat” fee or commission for that service; and 

 where the intermediary has an indirect interest in the outcome of a service provided 
to, or a transaction carried out on behalf of, a customer due to an association with the 
party that directly benefits (such as soliciting insurance products which are sold 
together with other financial services in a bancassurance relationship) and where such 
indirect interest is distinct from the customer’s interest (such as the cross-selling or 
self-placement of business).

19.3.6
保険仲介人は顧客および保険会社の双方と接することから、仲介人は、保険会社と比
べ、利益相反に直面する可能性がより高い。保険仲介人について、利益相反が生じる
可能性がある例には、以下が含まれる。 

 仲介人が、同一のまたは関連した事柄について 2 以上の顧客に対する義務を有
している場合。その仲介人は、他方の利益に悪影響を与えることなくして、一
方の最善の利益のために行動することが出来ない場合がある 

 顧客以外の者との関係性が、顧客に与えられるアドバイスに影響を与える場合

 仲介人が、顧客の犠牲のもとに、金銭的利益を得る、または金銭的損失を回避
する可能性がある場合 

 仲介人が、顧客に提供されるサービスまたは顧客に代わって実施する取引の結
果として、顧客の利益と一致しない利益を得る場合 

 仲介人が、顧客の意思決定に重要な影響を与え（雇用関係など）、仲介人の利益
が顧客の利益と一致しない場合 

 仲介人が、サービスに対する標準的または「定額の」フィーまたはコミッショ
ン以外に、サービス提供に対する特別利益を受け取る場合 

 仲介人が、顧客に提供されるサービスまたは顧客に代わって実施する取引の結
果として、直接的な利益を得る当事者とのつながりがあるために間接的な利益
を得る場合（バンカシュアランス関係の下で他の金融サービスと共に販売され
る保険商品の勧誘をすることなど）、および、そのような間接的な利益が顧客の
利益と一致しない場合 

19.3.7 
The supervisor should require that insurers and intermediaries take all reasonable steps to 
identify and avoid or manage conflicts of interest, and communicate these through 
appropriate policies and procedures. 

19.3.7
監督者は、保険会社および保険仲介人が利益相反を認識、回避および管理する合理的
な全ての措置を講じ、また適切な方針および手順を通じてこれらを周知することを求
めるべきである。 

19.3.8 
Appropriate disclosure can provide an indication of potential conflicts of interests, enabling 
the customer to determine whether the sale may be influenced by financial or non-financial 
incentives. It can thus help in managing conflicts of interest where it empowers consumers 
to identify and challenge or avoid potentially poor advice or selling that may arise through 
the conflict of interest. However, managing conflicts of interest through disclosure or 
obtaining informed consent from customers, has limitations, including where the customer 

19.3.8
適切な開示により、経済的または非経済的インセンティブによって販売が影響を受け
る場合があるかどうかを顧客が判断することが可能になり、潜在的な利益相反の兆候
を捉えることができる。それゆえ、適切な開示は、消費者が利益相反によって生じる
場合のある不適正なアドバイスまたは販売を認識し、異議を唱え、または回避できる
ようにする点で、利益相反の対処に役立つ。しかし、開示または情報を得た上での顧
客の同意を通じた利益相反の対処には、顧客が利益相反やその影響を十分に理解しな
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does not fully appreciate the conflict or its implications, and could be seen to place an 
unreasonable onus on the customer.

い場合も含め限界があり、顧客に不合理な責任を負わせるものと見られる可能性があ
る。

19.3.9 
Where conflicts of interest cannot be managed satisfactorily, this should result in the insurer 
or intermediary declining to act. In cases where the supervisor may have concerns about the 
ability of insurers and intermediaries to manage conflicts of interest adequately, the 
supervisor may consider requiring other measures.

19.3.9
利益相反が満足に管理されない場合には、保険会社または仲介人が行動を拒否する結
果につながるべきである。監督者が保険会社または仲介人の利益相反に適正に対処す
るための能力に懸念を抱いている可能性がある場合において、監督者は、その他の措
置を求めることを検討する場合がある。

19.4 
The supervisor requires insurers and intermediaries to have arrangements in place in 
dealing with each other to ensure the fair treatment of customers.

19.4
監督者は、保険会社および仲介人に対し、顧客の公正な取扱いを確実にするため、互
いに取引を行う際の取り決めを整備することを求める。

19.4.1 
The supervisor should require insurers to conduct business only with intermediaries that are 
licensed, and to verify that the intermediaries under such arrangements have the appropriate 
knowledge and ability with which to conduct such business.

19.4.1
監督者は、保険会社に対し、免許を受けている仲介人とのみ事業を行い、こうした取
り決めの下にある仲介人が業務を遂行するための適切な知識および能力を有するこ
とを検証するよう求めるべきである。

19.4.2 
The supervisor may require insurers to report any significant issues of which they become 
aware and have transparent mechanisms to handle complaints against intermediaries. This 
might include identifying whether particular intermediaries or particular matters are the 
subject of regular or frequent complaints. Documentation on this will enable insurers to 
report recurring issues to the supervisor where the matters identified may be relevant to the 
supervisor’s assessment of the intermediaries concerned.

19.4.2
監督者は、保険会社に対し、発見した重要な問題を報告し、また仲介人に対する苦情
を処理する透明な仕組みを有することを求める場合がある。これには、特定の仲介人
または特定の事項が、恒常的または頻繁な苦情の対象となっているかどうかの特定が
含まれる場合がある。これを文書化することにより、保険会社は、監督者の関係する
仲介人に対する評価に関連する場合がある際には、繰り返し発生する問題を監督者に
報告することが可能になるだろう。

19.4.3 
Supervisory measures to prevent or respond to a breach of regulatory requirements by an 
intermediary may include action against insurers in the case of direct sales or where an 
insurer knowingly cooperates with an intermediary that is in breach of its regulatory 
requirements.

19.4.3
仲介人による規制要件の違反を防止またはこれに対処するための監督措置には、直接
販売の場合または保険会社の規制要件に違反する仲介者と悪意で協力する場合に保
険会社に対し講じられる措置を含む場合がある。 

19.4.4 
Insurers and intermediaries should ensure that written agreements are established in respect 
of their business dealings with each other, to clarify their respective roles and promote the 
fair treatment of customers. Such agreements would include, where relevant, respective 
responsibilities on matters such as: 

 product development; 
 product promotion; 
 the provision of pre-contractual and point of sale information to customers; 
 post-sale policy servicing; 
 claims notification and handling;

19.4.4
保険会社および仲介人は、互いに事業取引に関する書面による合意を徹底して、それ
ぞれの役割を明確にし、また顧客の公正な取扱いを促進するべきである。このような
合意には、必要に応じ、次のような事項に関するそれぞれの責任が含まれるだろう。

 商品開発 
 販売促進 
 顧客に対する契約前および販売時点における情報提供 
 販売後の契約保全 
 保険金請求通知と請求処理
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 complaints notification and handling; 
 management information and other documentation required by the insurer; 
 remedial measures; and 
 any other matters related to the relationship with customers.

 苦情通知と処理
 保険会社から求められる経営情報およびその他文書 
 改善措置 
 顧客との関係に関するその他のあらゆる事項

Product development and pre-contractual stage 商品開発および契約前の段階
19.5 
The supervisor requires insurers to take into account the interests of different types of 
consumers when developing and distributing insurance products.

19.5
監督者は、保険会社に対し、保険商品を開発し販売する際、様々な種類の顧客の利益
を考慮するよう求める。

19.5.1 
This can be achieved through a product approval approach, a “principles-based” approach or 
a combination of both. In a product approval approach, the supervisor requires insurers to 
submit insurance product proposals for supervisory review and approval prior to product 
launch. In a “principles-based” approach, the onus is placed on the insurer’s Board and Senior 
Management to ensure that products and distribution strategies are developed in 
accordance with the principles.

19.5.1
これは、商品認可アプローチ、「プリンシプル・ベース」のアプローチまたは両者の
組み合わせを通じて達成することができる。商品認可アプローチにおいては、監督者
は、保険会社に対し、商品の発売前に、監督上のレビューおよび認可を得るために保
険商品の提案を提出するよう求める。「プリンシプル・ベース」のアプローチにおい
ては、保険会社の取締役会および上級管理職に対し、商品および販売戦略が原則に則
って開発されたことを確保する義務が課される。

19.5.2 
In some cases, product development is undertaken by intermediaries on behalf of insurers 
for whom they act. In such cases, the intermediaries involved are responsible for taking 
customers’ interests and needs into account in performing this work. Nevertheless, the 
insurer should retain oversight of, and remains accountable for, the development of its 
products and its distribution strategies.

19.5.2
一部の場合には、商品開発は、保険会社に代わって活動する仲介人によって行われる。
そのような場合、関係する仲介者は、この作業を実行する際に、顧客の利益およびニ
ーズを考慮に入れる責任がある。それでもなお、保険会社は、商品開発および販売戦
略を監視し続け、責任を負い続けるべきである。 

Product approval approach 商品認可アプローチ
19.5.3 
Where supervisors have the power to approve contract conditions or pricing, the approval 
process should balance the protection of customers against the potential benefits to 
customers of innovation and choice in insurance products. For example, supervisory approval 
of contract conditions or pricing is likely to be more appropriate in certain circumstances, 
such as where the insurer is dealing with less financially-capable or vulnerable customers, 
where products are new to the market or complex, or insurance contracts that are required 
by law such as automobile liability insurance or health insurance.

19.5.3
監督者が契約条件または保険料率設定を認可する権限を有する場合には、認可プロセ
スでは、顧客保護と、保険商品のイノベーションおよび選択肢拡大による顧客にとっ
ての利益とのバランスが保たれるべきである。例えば、契約条件または保険料率設定
の監督上の認可は、保険会社が経済能力の比較的低い顧客をと取引を行っている場
合、商品が市場にとって新たなものであるまたは複雑である場合、もしくは自動車賠
償責任保険または健康保険などの法律に基づき必要とされる保険契約である場合な
どの特定の状況において、より適切なものとなる可能性が高い。

19.5.4 
In such situations the supervisor may review products for compliance with things such as: 

 mandated policy limits; 
 coverage of specified risks, procedures or conditions; 
 absence of prohibited exclusions; and 
 compliance with specifically required policy language.

19.5.4
こうした状況においては、監督者は、以下のような項目の遵守について商品をレビュ
ーする場合がある： 

 認められた契約限度額 
 特定のリスクの保障、手続、または条件 
 禁止されている免責事項が含まれないこと
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 具体的に求められた約款上の文言の遵守
Principles-based approach プリンシプル・ベースのアプローチ
19.5.5 
Where supervisors follow a more principles-based approach, supervisors may issue guidance 
in terms of what is expected of insurers and intermediaries. This may include the following:

 Development of products and distribution strategies should include the use of 
adequate information to assess the needs of different consumer groups. 

 Product development (including a product originating from a third party) should 
provide for a thorough assessment of the main characteristics of a new product and of 
the related disclosure documents by every appropriate department of the insurer.  

 Before bringing a product or service to the market, the insurer should carry out a 
diligent review and testing of the product in relation to its business model, the existing 
rules and regulations and its risk management approach. In particular, the policies, 
procedures and controls put into place should enable the insurer to: 

○ offer a product that delivers the reasonably expected benefits; 
○ target the consumers for whose needs the product is likely to be appropriate, 

while preventing, or limiting, access by consumers for whom the product is likely 
to be inappropriate 

○ ensure that distribution methods are appropriate for the product, particularly in 
light of the legislation in force and whether or not advice should be provided; 

○ assess the risks resulting from the product by considering, among other things, 
changes associated with the environment or stemming from the insurer’s policies 
that could harm customers; and 

○ monitor a product after its launch to ensure it still meets the needs of target 
customers, assess the performance of the various methods of distribution used 
with respect to sound commercial practices and, if necessary, take the necessary 
remedial action. 

 Insurers should provide relevant information to intermediaries to ensure that they 
understand the target market (and thus reduce the risk of mis-selling), such as 
information related to the target market itself, as well as the characteristics of the 
product. 

 The intermediary should, in return, provide information to the insurer on the types of 
customers to whom the product is sold and whether the product meets the needs of 
that target market, in order to enable the insurer to assess whether its target market 
is appropriate and to revise its distribution strategy for the product, or the product 
itself, when needed

19.5.5
監督者がよりプリンシプル・ベースのアプローチを取る場合、監督者は、保険会社お
よび仲介人に対して期待されるものに関する指針を策定する場合がある。これには以
下の内容が含まれる場合がある： 

 商品開発および販売には、異なる顧客ニーズを評価するための適切な情報の利
用が含まれるべきである 

 （第三者が考案した商品を含む）商品開発は、保険会社の全ての適切な部門に
よる、新商品の主要な特徴および関連する開示書類に対する綿密な評価をとも
なうべきである 

 商品またはサービスの販売開始前に、保険会社は、事業モデル、既存のルール
および規則ならびにリスク管理アプローチに関連して、その商品の入念な審査
およびテストを実施すべきである。特に、整備された方針、手続、および統制
により、保険会社が以下のことを行うことができるべきである： 

○ 合理的に期待される利益をもたらす商品を提供すること 
○ 商品が消費者のニーズに適している可能性の高いその顧客をターゲットし
つつも、商品が適していない可能性が高い消費者からのアクセスを防止ま
たは制限すること 

○ 販売方法が、特に、施行されている法令およびアドバイスが提供されるべ
きか否かに照らして、商品に適したものであるよう確保すること 

○ 環境に関連する変化または顧客に害を与えうる保険会社の方針から生じる
変更を特に検討することによって、その商品に起因するリスクを評価する
こと 

○ ターゲットとする顧客のニーズを商品が満たしている状態を保っているこ
とを確保するために、発売後に当該商品を監視し、健全な商慣行の観点か
ら用いられる多様な販売方法の実績を評価し、また、必要に応じ、必要な
是正措置を講じること 

 保険会社は、仲介人のターゲット市場の理解（その結果としての不適正販売の
リスクの軽減）を確保するため、仲介人に対し、商品特性のみならず、ターゲ
ット市場そのものに関する情報等の関連情報を提供するべきである。 

 仲介人は、その代わりに、保険会社がターゲット市場が適切であるかどうかを
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評価し、必要があれば商品販売戦略または商品自体を改訂することができるよ
う、保険会社に対し、商品が販売されている顧客の種類および商品がターゲッ
ト市場のニーズを満たすかどうかに関する情報を提供するべきである。

19.5.6 
Supervisors may require insurers to submit specific information relating to the manner in 
which the development of insurance products complies with the legislated principles at any 
time, including prior to the launch of the product (pre-notification).

19.5.6
監督者は、保険会社に対し、商品販売開始前の段階（事前通知）も含めいつでも、ど
のような方法で法令上の原則に則った保険商品の開発が行われているかについての
具体的な情報の提出を求める場合がある。

19.6  
The supervisor requires insurers and intermediaries to promote products and services in a 
manner that is clear, fair and not misleading.

19.6
監督者は、保険会社および仲介人に対し、分かりやすく、公正かつ誤解を招かない方
法で、商品およびサービスの販売を促進するよう求める。

19.6.1 
The insurer should be responsible for providing promotional material that is accurate, clear 
and not misleading not only to customers but also to intermediaries who may rely on such 
information.

19.6.1
保険会社は、顧客のみならず、保険会社から提供される情報に依拠する場合がある仲
介人に対しても、正確で、分かりやすくかつ誤解を招かない販促資料を提供する責任
を負うべきである。

19.6.2 
Before an insurer or intermediary promotes an insurance product, it should take reasonable 
steps to ensure that the information provided is accurate, clear and not misleading. 
Procedures should provide for an independent review of promotional material intended for 
customers other than by the person or organisation that prepared or designed it. For 
example, where promotional material is developed by an intermediary on behalf of an 
insurer, the insurer should verify the accuracy of promotional material before it is used.

19.6.2
保険会社または仲介人は、保険商品の販売促進を行う前に、提供される情報が正確で、
分かりやすく、かつ誤解を招かないものであることを確保するための合理的な手順を
踏むべきである。手順には、顧客向けの販促資料を準備または作成した人物または組
織以外の者による、それらの素材に対する独立の立場からの審査を設けるべきであ
る。例えば、保険会社に代わり仲介人によって販促資料が開発される場合には、保険
会社は、販促資料が使用される前にその正確性を検証すべきである。

19.6.3 
If an insurer or intermediary becomes aware that the promotional material is not accurate 
and clear or is misleading, it should:  

 inform the insurer or intermediary responsible for that material; 
 withdraw the material; and  
 notify any person that it knows to be relying on the information as soon as reasonably 

practicable.

19.5.3
保険会社または仲介人が、販促資料が正確かつ明確でない、または誤解を招くおそれ
があることを認識した場合には、保険会社または仲介人は、以下を行うべきである。

 当該資料に対する責任を負う保険会社または仲介人に対し通知すること 
 当該資料を回収すること 
 合理的に可能な限り速やかに、その情報に依拠していることが掴めているあら
ゆる者に対し通知すること

19.6.5 
In addition, to promote products in a fair manner, the information provided by an insurer or 
intermediary should: 

 be easily understandable; 
 accurately identify the product provider 
 be consistent with the coverage offered; 
 be consistent with the result reasonably expected to be achieved by the customers of 

that product;

19.6.5
また、公正な方法で商品の販促を行うために保険会社または仲介人によって提供され
る情報は、次の通りであるべきである。 

 容易に理解することができる 
 商品の提供者を正確に示す 
 提供される保障内容と整合する 
 その商品の顧客において得られることが合理的に期待できる結果と整合する 
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 state prominently the basis for any claimed benefits and any significant limitations; and
 not hide, diminish or obscure important statements or warnings.

 支払請求および給付基準およびあらゆる重大な制限をはっきりと示す
 重要な記述または警告を隠さず、矮小化せず、または曖昧にしない

19.7 
The supervisor requires insurers and intermediaries to provide timely, clear and adequate 
pre-contractual and contractual information to customers.

19.7
監督者は、保険会社および仲介人に対し、タイムリーに、分かりやすくかつ適切な、
契約締結前および契約上の情報を顧客へ提供するよう求める。

19.7.1 
The insurer or intermediary should take reasonable steps to ensure that a customer is given 
appropriate information about a product in order that the customer can make an informed 
decision about the arrangements proposed. Such information is also useful in helping 
customers understand their rights and obligations after sale.

19.7.1
保険会社または仲介人は、顧客が提案された契約内容につき情報に基づく判断ができ
るよう、顧客が商品についての適切な情報を提供されていることを確保するための合
理的な手順を踏むべきである。こうした情報はまた、販売後に顧客がその権利および
義務の理解を助けるものとしても有用である。

19.7.2 
Where insurers use intermediaries for the distribution of insurance products, the insurer 
should be satisfied that the intermediaries involved are providing information to customers 
in a manner that will assist them in making an informed decision.

19.7.2
保険会社が保険商品の販売に仲介人を利用する場合、保険会社は、関係する仲介人が
顧客に対する情報提供を、十分な情報に基づいた選択に資する形で行っているかを確
認すべきである。

Timing of the provision of information to customers 顧客に対する情報提供のタイミング
19.7.3 
Customers should be appropriately informed before and at the point of sale. Information 
should enable an informed decision to be made by the customer before entering into a 
contract. In determining what is “timely”, an insurer or intermediary should consider the 
importance of the information to the customer's decision-making process and the point at 
which the information may be most useful.

19.7.3
顧客は、販売前および販売時点において適切に情報提供を受けるべきである。情報に
より、契約を締結する前に、顧客による情報に基づく判断が可能となるべきである。
何をもって「タイムリー」とするかを判断するにあたり、保険会社および仲介人は、
顧客の意思決定プロセスにおける情報の重要性および情報が最も有用である場合が
あるのはいずれの時点であるかを考慮すべきである。

Clear delivery of information to customers 顧客に対する情報の分かりやすい提供
19.7.4 
Information should be provided in a way that is clear, fair and not misleading. Wherever 
possible, attempts should be made to use plain language that can easily be understood by 
the customer.

19.7.4
情報は、分かりやすく、公正で、かつ誤解を招かない方法で提供されるべきである。
可能である場合は常に、顧客が理解しやすい平易な言葉を用いるよう試みられるべき
である。

19.7.5 
Mandatory information should be prepared in written format, on paper or in a durable and 
accessible medium (electronic, for instance).

19.7.5
必須の情報は、文書または別の耐久性がありアクセス可能な媒体（例えば電子媒体）
で用意されるべきである。

19.7.6 
Focus should be on the quality rather than quantity of information, as there is a risk that if 
the disclosure becomes too voluminous then the customer may be less likely to read the 
information.

19.7.6
開示が量的に過大になった場合、顧客がその情報を読む可能性が低くなる場合がある
というリスクがあることから、情報の分量よりも、質に焦点を当てるべきである。 

19.7.7 
The quality of disclosure may also be improved by the introduction of a standardised format 
for disclosure (such as a product information sheet), which will aid comparability across 

19.7.7
開示の質は、標準化された開示フォーマット（商品情報シートなど）の導入によって
向上する場合がある。このフォーマットは、競合商品の比較可能性を高め、より多く
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competing products and allow for a more informed choice. Standard formats should be 
tested to ensure that they help understandability.

の情報に基づいた選択を可能にするだろう。標準フォーマットは、理解可能性を高め
ることを確実にするため、テストされるべきである。

19.7.8 
There is likely to be an enhanced need for clear and simple disclosure for more complex or 
“bundled” products, which are difficult for consumers to understand, such as packaged retail 
insurance-based investment products (PRIIPS), particularly regarding the costs, risks involved 
and performance.

19.7.8
パッケージ型リテール投資商品（PRIIPS）などの、消費者にとって理解が困難である
より複雑な商品または「組合せ型」の商品については、特にコストおよび関連するリ
スクに関して、分かりやすくかつ簡潔な開示に対するニーズが高まる可能性がある。

19.7.9 
 Insurers and intermediaries should be able to demonstrate to the supervisor that customers 
have received information necessary to understand the product

19.7.9
保険会社および仲介人は、監督者に対し、顧客が商品理解に必要な情報を受け取って
いることを裏付けることができるべきである。

Adequacy of information provided to customers 顧客に提供された情報の適切性
19.7.10 
The information provided should be sufficient to enable customers to understand the 
characteristics of the product they are buying and help them understand whether and why it 
may meet their requirements.

19.7.10
提供された情報は、購入しようとしている商品の特性を顧客が理解し、また顧客がそ
の商品が顧客の求めるものに合致しているか否かおよびその理由の理解の助けにな
るべきである。

19.7.11 
The level of information required will tend to vary according to matters such as: 

 the knowledge and experience of a typical customer for the policy in question; 
 the policy terms and conditions, including its main benefits, exclusions, limitations, 

conditions and its duration; 
 the policy's overall complexity; 
 whether the policy is bought in connection with other goods and services; and 
 whether the same information has been provided to the customer previously and, if 

so, when. 

19.7.11
求められる情報のレベルは、以下のような事項に応じ様々に異なる傾向にあるだろ
う。 

 対象となっている契約に関する一般的な顧客の知識および経験 
 主な給付、免責事由、制限、条件、およびその期間を含む契約条件 

 契約全体としての複雑性 
 契約が他の商品およびサービスとの関連の上で購入されるかどうか 
 同じ情報が以前に顧客に提供されたことがあるか、および、もし提供されたこ
とがある場合、その時期

Disclosure of product features 商品特性の開示
19.7.12 
While the level of product information required may vary, it should include information on 
key features, such as: 

 the name of the insurer, its legal form and, where relevant, the group to which it 
belongs; 

 the type of insurance contract on offer, including the policy benefits; 
 a description of the risk insured by the contract and of the excluded risks; 
 the level of the premium, the due-date and the period for which the premium is 

payable, the consequences of late or non-payment, and provisions for premium 
reviews.;

19.7.12
求められる商品情報のレベルは様々である場合があるが、以下のような主要な特性に
ついての情報が含まれるべきである。 

 保険会社の社名、法的形態、および関連する場合には、当該保険会社が属する
グループ 

 保険給付を含む、提案に係る保険契約の種類 
 契約によって保障されるリスクおよびその対象外とされるリスクの説明 
 保険料水準、保険料が支払われるべき期日およびその期間、支払遅滞または不
支払いの場合の取扱、ならびに保険料見直しに関する定め。 

 提示される保険料から控除される、または提示される保険料に上乗せされるチ
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 the type and level of charges to be deducted from or added to the quoted premium, 
and any charges to be paid directly by the customer; 

 when the insurance cover begins and ends; and 
 prominent and clear information on significant or unusual exclusions or limitations. A 

significant exclusion or limitation is one that would tend to affect the decision of 
consumers generally to buy. An unusual exclusion or limitation is one that is not 
normally found in comparable contracts. In determining what exclusions or limitations 
are significant, an insurer or intermediary should, in particular, consider the exclusions 
or limitations that relate to the significant features and benefits of a policy and factors 
which may have an adverse effect on the benefit payable under it. Examples of 
significant or unusual exclusions or limitations may include: 

○ deferred payment periods; 
○ exclusion of certain conditions, diseases or pre- existing medical conditions; 
○ moratorium periods; 
○ limits on the amounts of cover; 
○ limits on the period for which benefits will be paid; 
○ restrictions on eligibility to claim such as age, residence or employment; and 
○ excesses.

ャージ、ならびに、顧客から直接に支払われるべきあらゆるチャージの種類お
よび水準 

 保険保障の開始時期および終了時期 
 重大なまたは通常とは異なる免責または制限についての目立つ、かつ分かりや
すい情報。重大な免責または制限は、一般的に消費者の購入の意思決定に影響
を与える傾向があるものをいう。通常とは異なる免責または制限は、同種の契
約には通常は見られないものをいう。どの免責または制限が重大であるかを判
断する上で、保険会社または仲介人は、特に、契約の重大な特徴および便益に
関連する免責または制限、ならびに、その契約において支払うべき給付に悪影
響をもたらす可能性のある要素を考慮するべきである。重大なまたは通常とは
異なる免責または制限の例として、以下のものが含まれる場合がある： 

○ 延払期間 
○ 所定の状態、疾病または既存の病状の除外 
○ 支払猶予期間 
○ 保障金額の上限 
○ 給付が支払われる対象期間の制限 
○ 例えば年齢、居住地、または職業など、保険金請求資格についての制限 
○ 免責額（excesses）

19.7.13 
Where a policy is bought in connection with other goods or services, the premium should be 
disclosed separately from any other prices. It should be made clear whether buying the policy 
is compulsory and, if so, whether it can be purchased elsewhere. 

19.7.13
契約が他の財またはサービスと関連して購入される場合、保険料は、他の価格とは別
個に開示されるべきである。契約加入が義務であるか否か、また義務である場合には
別途に購入することができるか否かについて明らかにされるべきである。

19.7.14 
For investment-based insurance products, information on investment performance is 
generally provided. Where this includes an indication of past, simulated or future 
performance, the information should include any limits on upside or downside potential and 
a prominent warning that past performance is not a reliable indicator of future performance.

19.7.14
投資要素を有する保険商品では、運用実績に関する情報が提供されるのが一般的であ
る。過去の、シミュレートされたまたは将来の実績が含まれる場合、その情報には、
上昇または下落の可能性に置かれた上下限、および過去の実績が将来の実績を示す信
頼に足る指標ではないという目立った警告が含まれるべきである。

19.7.15 
A helpful means to ensure that accurate and comprehensible information is provided to the 
customer is a product information sheet containing information on key product features that 
are of particular significance to the conclusion or performance of the insurance contract. The 
product information sheet should be clearly identified as such and it should be pointed out 
to the customer that the information is not exhaustive. Insofar as the information concerns 
the content of the contract, reference should be made as appropriate to the relevant 
provisions of the contract or to the general policy conditions underlying the contract. 
Insurers, and intermediaries where they are involved, should consider the use of evaluation 

19.7.15
正確かつ理解しやすい情報が顧客に提供されるよう確保するための有益な手段は、保
険契約の締結または実績に関し特に重要な主要な商品特性に関する情報を含む商品
情報シートである。商品情報シートは、商品情報シートであることが明記されるべき
であり、また、顧客に対し、その情報は網羅的なものではないことが示されるべきで
ある。その情報が契約内容に関わるものである限り、その契約の関連規定、または、
必要に応じその契約の基礎をなす普通保険約款（general policy conditions）に言及
すべきである。保険会社、および関係する場合には仲介人は、商品情報シートの策定
において、当該シートの理解可能性を確保するため、消費者テストなどの、第三者に
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by third parties, such as consumer testing, in developing product information sheets in order 
to ensure their understandability.

よる評価の使用を検討すべきである。

Disclosure of rights and obligations 権利および義務の開示
19.7.16 
Retail customers, in particular, often have only limited knowledge about the legal rights and 
obligations arising from an insurance contract. Before an insurance contract is concluded, the 
insurer or intermediary, should inform a retail customer on matters such as: 

 General provisions – including applicable law governing  the contract; 
 Obligation to disclose material facts – including prominent and clear information on 

the obligation on the customer to disclose material facts truthfully. Ways of ensuring a 
customer knows what he or she must disclose include explaining the duty to disclose 
all circumstances material to a policy and what needs to be disclosed, and explaining 
the consequences of any failure to make such a disclosure. Alternatively, rather than 
an obligation of disclosure, the customer may be asked clear questions about any 
matter material to the insurer; 

 Obligations to be complied with when a contract is concluded and during its lifetime, 
as well as the consequences of non-compliance; 

 Obligation to monitor cover – including a statement, where relevant, that the customer 
may need to review and update the cover periodically to ensure it remains adequate;

 Right to cancel – including the existence, duration and conditions relating to the right 
to cancel. If there are any charges related to the early cancellation or switching of a 
policy, this should be prominently disclosed; 

 Right to claim benefits – including conditions under which the policyholder can claim 
and the contact details to notify a claim; 

 Obligations on the customer in the event of a claim; 
 Right to complain – including the arrangements for handling policyholders' complaints, 

which might include an insurer’s internal claims dispute mechanism or the existence 
of an independent dispute resolution mechanism. 

19.7.16
リテール顧客は、特に、保険契約から生じる法的権利および義務についてごく限られ
た知識しか持っていないことが多い。保険契約が締結される前に、関連する保険会社
または仲介人は、リテール顧客に対し以下のような事項を知らせるべきである。 

 一般的な規定－契約を規律する法律を含む
 重要な事実を開示する義務－重要な事実を正直に開示する顧客の義務について
の目立つ、かつ分かりやすい情報を含む。顧客が開示しなければならない項目
についての顧客の理解を確保する手段には、契約にとって重要な全ての事情を
開示する義務および開示される必要のある項目を説明すること、ならびに、そ
のような開示を行わない場合の結果を説明することが含まれる。あるいは、開
示義務ではなく、顧客が保険会社にとって重要な事項に関する分かりやすい質
問を受けることが求められる場合がある。 

 契約締結時および契約期間中に遵守すべき義務ならびに遵守しなかった場合の
法的効果についての情報 

 保障をモニターする義務－顧客が、適宜、保障が引き続き適正であることを確
保するために定期的に保障を見直し、更新する必要がある場合があるとのステ
ートメントを含む。 

 解約の権利－解約の権利の存在、期間、および条件を含む。契約の早期解約ま
たは切替（switching）に関してなんらかのチャージが課せられる場合、これは
はっきりと開示されるべきである。 

 保険金支払請求の権利－保険契約者が請求できる条件および請求の通知先の詳
細な情報を含む。 

 支払請求時の顧客の義務 
 苦情申し立ての権利－保険会社の内部の紛争処理メカニズムまたは独立した紛
争処理メカニズムの存在を含みうる、保険契約者の苦情を処理するための体制
を含む。

19.7.17 
Where applicable, the customer may also be provided with information on any policyholder 
protection scheme or compensation scheme in the case of an insurer not being able to meet 
its liabilities and any limitations on such a scheme.

19.7.17
該当する場合、顧客はまた、保険会社が債務を履行できない場合のあらゆる保険契約
者保護制度または補償制度、およびそのような制度に対するあらゆる制限について
も、情報提供を受ける場合がある。

19.7.18 
If the insurance undertaking is a foreign insurer, the insurer or intermediary should be 
required to inform the customer, before any commitment is entered into, of details such as:

19.7.18
保険事業者が外国保険会社である場合、保険会社または仲介人は、契約が締結される
前に、顧客に対して次のような詳細を知らせるよう求められるべきである。
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 the home authority responsible for the supervision of the insurer; 
 the jurisdiction in which the head office or, where appropriate, the branch with which 

the contract is to be concluded is situated; and 
 the relevant provisions for making complaints or independent dispute resolution 

arrangements.

 保険会社を監督する責任を負う本店所在地の当局
 本店、または適切な場合、締結される契約を管轄する支店が所在する管轄区域

 苦情申し立てまたは第三者による紛争解決の体制に関連する定め 

Disclosure specific to internet sales or sales through other digital means インターネット販売またはその他のデジタル手法を通じた販売に特有の開示
19.7.19 
Insurers and intermediaries are increasingly using digital distribution channels to market and 
sell insurance products, including internet and mobile phone solutions

19.7.19
保険会社および仲介人によるインターネットや携帯電話のソリューションを含む電
子媒体チャネルを利用した保険商品のマーケティングや販売が広がっている。

19.7.20 
It may be more difficult for consumers to understand from which location the insurer or 
intermediary is operating, their identity, and by whom and where they are licensed. This may 
especially be the case where more than one insurer or intermediary is involved in the 
distribution chain.

19.7.20
消費者にとって、保険会社または仲介人がどの場所から業務を展開しているのか、そ
の身元、ならびに誰からどこで免許を受けているかを理解することは、より困難にな
っている場合がある。これは特に、流通チェーンに複数の保険会社または仲介人が関
与している場合に当てはまる場合がある。

19.7.21 
In conducting insurance business through digital channels, insurers and intermediaries 
should take into account the specificities of the medium used, and use appropriate tools to 
ensure that customers receive timely, clear and adequate information that helps their 
understanding of the terms on which the business is conducted.

19.7.21
デジタルチャネルを通じて保険事業を行う際には、保険会社および仲介人は、使用さ
れる媒体の特殊性を考慮し、適切なツールを使用して、事業が拠って立つ条件の理解
に役立つ、タイムリーな、分かりやすい、適切な情報を顧客が受け取ることを確実に
するべきである。

19.7.22 
The supervisors should require that insurers and intermediaries which offer insurance 
products through digital means disclose relevant business and contact information (eg on 
their website), such as: 

 the address of the insurer’s head office and the contact details of the supervisor 
responsible for the supervision of the head office; 

 contact details of the insurer, branch or intermediary, and of the supervisor responsible 
for the supervision of the business, if different from the above; 

 the jurisdictions in which the insurer or intermediary is legally permitted to provide 
insurance; 

 procedures for the submission of claims and a description of the claims handling 
procedures; and 

 contact information on the authority or organisation dealing with dispute resolution 
and/or consumer complaints.

19.7.22
監督者は、デジタル手法を通じて保険商品を提供する保険会社および仲介人が次のよ
うな関連する事業情報および連絡先情報を開示すること（例えばウェブサイトへの掲
示）を求めるべきである。 

 保険会社の本店住所、および、本店の監督に責任を負う監督者の連絡先 

 保険会社、支店または仲介人、および、上記と異なる場合には、事業の監督に
責任を有する監督者の連絡先 

 保険会社または仲介人が保険を提供することが法令に則り認められている管轄
区域 

 保険金請求の申し出のための手続き、および、保険会社の保険金支払処理の進
め方 

 紛争解決および／または消費者からの苦情に対処する機関または組織について
の連絡先情報

19.7.23 
The supervisor should apply to digital insurance activities requirements on transparency and 
disclosure so as to provide an equivalent level of protection to customers as those applied to 

19.7.23
監督者は、デジタル以外の手段で行われた保険業務と同等のレベルの保護を顧客に提
供するために、デジタル保険活動に対しても、透明性および開示に関する要件を適用
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insurance business conducted through non-digital means. するべきである。
19.8 
Where customers receive advice before concluding an insurance contract the supervisor 
requires that the advice provided by insurers and intermediaries takes into account the 
customer’s disclosed circumstances.

19.8
監督者は、顧客が保険契約を締結する前にアドバイスを受ける場合、保険会社および
仲介人によって提供されるそのようなアドバイスが、顧客が開示した事情を考慮した
ものであることを求める。

19.8.1 
Advice goes beyond the provision of product information and relates specifically to the 
provision of a personalised recommendation on a product in relation to the disclosed needs 
of the customer.

19.8.1
アドバイスは、商品情報の提供を越えるものであり、また、開示された顧客のニーズ
を踏まえた商品の推薦に、特に関連している。 

19.8.2 
The insurer or the intermediary should make it clear to the customer whether advice is 
provided or not.

19.8.2
保険会社または仲介人は、顧客に対し、アドバイス提供の有無を説明すべきである。

19.8.3 
Insurers and intermediaries should seek the information from their customers that is 
appropriate for assessing their insurance demands and needs, before giving advice. This 
information may differ depending on the type of product and may, for example, include 
information on the customer’s: 

 financial knowledge and experience; 
 needs, priorities and circumstances; 
 ability to afford the product; and 
 risk profile.

19.8.2
保険会社および仲介人は、アドバイスを行う前に、顧客が保険に求めるものおよびニ
ーズを把握するために適切な情報を顧客から求めるべきである。この情報は、商品種
類によって異なる場合があり、また、例えば、以下についての顧客の情報が含まれる
場合がある。 

 金融に関する知識および経験 
 ニーズ、優先事項および事情 
 商品を購入することができる能力 
 リスク・プロファイル

19.8.4 
The supervisor may wish to specify particular types of policies or customers for which advice 
is not required to be given. Typically, this may include simple to understand products, 
products sold to customer groups that have expert knowledge of the type of product or, 
where relevant, mandated coverage for which there are no options. Even if no advice is given 
the supervisor may require the insurer or intermediary to take into account the nature of the 
product and the customer’s disclosed circumstances and demands and needs.

19.8.4
監督者はまた、アドバイスの提供が期待されない特定の種類の契約または顧客をする
ことを望む場合がある。一般的に、これには、簡単に理解できる商品、その種類の商
品につき専門知識を有する顧客グループに販売される商品、または、場合によっては、
選択の余地のない強制的な保障が含まれうる。アドバイスが提供されない場合であっ
ても、監督者は、保険会社および仲介人に対し、商品の性質および開示された顧客の
事情ならびに要求およびニーズを考慮することを求める場合がある。

19.8.5 
In cases where advice would normally be expected, such as complex or investment-related 
products, and the customer chooses not to receive advice, it is advisable that the insurer or 
intermediary retains an acknowledgment by the customers to this effect.

19.8.5
複雑または投資型商品など、通常アドバイスが期待されるところで顧客がアドバイス
を受けないことを選んだ場合、保険会社または仲介人は、顧客による承諾を記録に残
すことが望ましい。
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18.8.6 
The basis on which a recommendation is made should be explained and documented, 
particularly in the case of complex products and products with an investment element. All 
advice should be communicated in a clear and accurate manner, comprehensible to the 
customer. Where advice is provided, this should be communicated to the customer in written 
format, on paper or in a durable and accessible medium, and a record kept in a “client file”. 

19.8.6
提言がなされる根拠は、複雑な商品および投資要素を備える商品の場合に特に、説明
がなされ、また、文書化されるべきである。全てのアドバイスは、顧客に分かりやす
い、明確かつ正確な方法で伝達されるべきである。投資についてのアドバイスが提供
される場合、これは、紙、または顧客がアクセス可能な他の耐久性のある媒体により
書面により伝達され、また「顧客ファイル」に記録が残されるべきである。 

19.8.7 
The insurer or intermediary should retain sufficient documentation to demonstrate that the 
advice provided was appropriate, taking into account the customer’s disclosed 
circumstances.

19.8.7
保険会社または仲介人は、提供されたアドバイスが開示された顧客の事情を踏まえ、
適切であったことを裏付けるための十分な文書を保持するべきである。 

19.8.8 
In addition, insurers and intermediaries should review the “client files” of those under their 
responsibility to exercise control after the fact on the quality of the advice given, take any 
necessary remedial measures with respect to the delivery of advice and, if applicable, be in 
a position to examine fairly any complaints submitted to it.

19.8.8
加えて、保険会社および仲介人は、提供されたアドバイスの質について事後的に監査
するため、その監督下にある者の「顧客ファイル」をレビューすべきであり、アドバ
イスの提供に関して必要な改善策を講じ、また、該当する場合、申し出られたいかな
る苦情に対しても公正に精査する立場にあるべきである。

19.8.9 
There should be a responsibility on the insurer and the intermediary to promote quality 
advice. In order to ensure the delivery of quality advice, the insurer and intermediary should, 
in particular, establish continuous training programmes that allow the persons giving advice 
to: 

 keep abreast of market trends, economic conditions, innovations and modifications 
made to the products and services; 

 maintain an appropriate level of knowledge about their industry segment, including 
the characteristics and risks of the products and services; 

 know the applicable legal and regulatory requirements; 
 know the requirements for the communication of information regarding the products 

and services and for appropriate disclosure of any situation liable to compromise the 
impartiality of the advice given or limit such advice; and 

 be familiar with the documentation regarding the products and services and answer 
reasonably foreseeable questions. 

This could include insurers providing training to their sales staff and to intermediaries in 
respect of specific products.

19.8.9
保険会社および仲介人には、質の高いアドバイスを促進する責任を負わせるべきであ
る。質の高いアドバイスの提供を確保するために、保険会社および仲介人は、特に、
アドバイスを行う人物が以下を行えるようにする継続的な研修プログラムを確立す
るべきである。 

 市場の動向、経済状況、商品およびサービスのイノベーションおよび改訂に取
り残されないようにすること 

 商品およびサービスの特徴およびリスクを含む、保険業界のセグメントについ
ての適切な知識レベルを維持すること 

 適用される法律上および規制上の要件を知っていること 
 商品およびサービスに関する情報の伝達に係る要件、および、与えられるアド
バイスの公平性を危うくしがちな状況、または、そのようなアドバイスを制限
しがちな状況の適切な開示に係る要件を知ること 

 商品およびサービスに関する文書についてよく理解し、十分に予見しうる質問
に答えること 

ここでは、特定の商品につき自社の販売スタッフおよび仲介人に対し研修を提供して
いる保険会社も含まれる。

Policy servicing 契約保全
19.9 
The supervisor requires insurers to:

19.9
監督者は、保険会社に対し、次のことを求める。
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 service policies appropriately through to the point at which all obligations under 
the policy have been satisfied; 

 disclose to the policyholder information on any contractual changes during the life 
of the contract; and 

 disclose to the policyholder further relevant information depending on the type of 
insurance product.

 契約上の全ての義務が履行される時点まで、その契約を適切に保全すること

 契約期間中になされるあらゆる契約上の変更についての情報を保険契約者に対
して開示すること 

 保険商品の種類に応じて更なる関連情報を保険契約者に開示すること
19.9.1 
For the purposes of this standard, “policyholder” refers only to the party to whom a contract 
of insurance is issued by an insurer (as opposed to the broader IAIS definition).

19.9.1
本基準においては、「保険契約者」とは、（IAIS のより広い定義とは異なり）保険者に
よって保険契約が交わされた当事者のみを指す。

19.9.2 
Supervisors should require insurers to satisfy obligations under a policy in an appropriate 
manner and in accordance with the contractually agreed terms and legal provisions. This 
should include fair treatment in the case of switching between products or early cancellation 
of a policy. To enable them to do so, insurers should maintain a relationship with the 
customer throughout the policy lifecycle.

19.9.2
監督者は、保険会社に対し契約に基づく義務を適切な形で、また合意された契約条件
および法令の定めに従って履行するよう求めるべきである。これには、商品の切り替
えまたは契約の早期解約の場合における公正な取扱いも含むべきである。それらを可
能にするため、保険会社は、契約のライフサイクルを通じて顧客との関係を維持すべ
きである。

19.9.3 
Although ongoing policy servicing is traditionally seen as primarily the responsibility of the 
insurer, intermediaries are often involved, particularly where there is an ongoing relationship 
between the customer and the intermediary. The insurer should remain ultimately 
responsible for servicing policies throughout their lifecycle, and ensuring that intermediaries 
have appropriate policies and procedures in place in respect of the policy servicing activities 
that they perform on the insurer’s behalf.

19.9.3
継続中の契約の保全は、伝統的に主に保険会社の責任と考えられているが、特に顧客
と仲介人との間に継続的な関係がある場合は、仲介人が関与することが多い。保険会
社は、ライフサイクルを通じて保険契約の保全を行うこと、および仲介人が保険会社
に代わって行う保全業務に関する適切な方針および手順を整備するよう確保するこ
とにつき、最終的な責任を負うべきである。 

19.9.4 
Policy servicing includes the provision of relevant information to customers throughout the 
life of the policy.

19.9.4
保険契約の保全には、契約の存続期間を通じた顧客に対する関連情報の提供を含む。

Information on the insurer 保険会社に関する情報
19.9.5 
Information to be disclosed by the insurer to the policyholders includes: 

 any change in the name of the insurer, its legal form or the address of its head office 
and any other offices as appropriate; 

 any acquisition by another undertaking resulting in organisational changes as far as the 
policyholder is concerned; and 

 where applicable, information on a portfolio transfer (including policyholders’ rights in 
this regard).

19.9.5
保険会社により保険契約者に対し開示されるべき情報には、以下が含まれる。 

 保険会社名、その法的形態、または、本店および必要に応じてその他オフィス
の住所の変更 

 保険契約者に関係する限りでの、組織上の変更につながる他の事業者による買
収 

 該当する場合には、契約の包括移転に関する情報（この点に関する保険契約者
の権利を含む）。 
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Information on terms and conditions 契約条件についての情報提供
19.9.6 
Insurers should provide evidence of cover (including policy inclusions and exclusions) 
promptly after inception of a policy.

19.9.6
保険会社は、契約開始後、遅滞なく保障の証拠（契約の保障対象および免責事項を含
む）を提供するべきである。

19.9.7 
Information to be provided on an ongoing basis, including changes in policy terms and 
conditions or amendments to the legislation applicable to the policy, will vary by type of 
policy and may cover for example: 

 main features of the insurance benefits, in particular details on the nature, scope and 
due-dates of benefits payable by the insurer; 

 the total cost of the policy, expressed appropriately for the type of policy, including all 
taxes and other cost components; premiums should be stated individually if the 
insurance relationship comprises several independent insurance contracts or, if the 
exact cost cannot be provided, information provided on its basis of calculation to 
enable the policyholder to verify the cost; 

 any changes to the cost structure, if applicable, stating the total amount payable and 
any possible additional taxes, fees and costs not levied via or charged by the insurer, 
as well as any costs incurred by the policyholder for the use of communication methods 
if such additional costs are chargeable; 

 duration of the contract, terms and conditions for (early) termination of the contract 
and contractual consequences; 

 means of payment of premiums and duration of payments; 
 premiums for each benefit, both main benefits and supplementary benefits; 
 information to the policyholder about the need to report depreciation/appreciation; 
 information to the policyholder about other unique circumstances related to the 

contract; 
 information on the impact of a switch option of an insurance contract; 
 information on a renewal of the contract; and 
 information on the ongoing suitability of the product, if such a service is provided by 

the insurer or intermediary.

19.9.7
契約条件の変更または当該契約に適用される法律の改正を含む、継続的に提供される
情報は、契約の種類によって異なり、また、例えば以下のものが含まれる場合がある。

 保険給付の主な特徴、特に、保険会社によって支払われるべき給付金の質、範
囲、および支払期日についての詳細 

 税金およびその他費用要素の全てを含む、契約種類に適した方法で表わされる、
その契約の費用総額；保険料は、その保険の関係性が、幾つかの独立した保険
契約から構成される場合には、個別に記載されるものとし、または、正確な費
用の提供ができない場合には、保険契約者がその費用を確かめられるよう、計
算の根拠に関して定められた情報が記載されるものとする 

 費用構造に対する変更。該当する場合には、支払われるべき総額ならびに、保
険会社を通じて課されない、または、保険会社から請求されない、追加的に発
生する可能性のある税金、フィー、および費用、ならびにそのような費用が請
求される場合に、保険契約者が利用した通信手段の費用 

 契約期間、契約の（早期）解約に関する条件および契約上の影響 

 保険料の支払方法および支払期間 
 主たる保険金および追加の保険金のそれぞれについての保険料 
 価値下落／価値上昇の報告の必要性についての、保険契約者への情報 
 契約に関するその他の特有な状況についての、保険契約者への情報 
 保険契約の切替オプションの影響についての情報 
 契約更新についての情報 
 そのようなサービスが保険会社または仲介人によって提供される場合には、商
品が引き続き適合していることに関する情報

19.9.8 
Additional information provided to the policyholder regarding products with an investment 
element should at a minimum include: 

 participation rights in surplus funds; 
 the basis of calculation and state of bonuses; 
 the current surrender value;

19.9.8
投資要素を備える商品に関して保険契約者に対し提供される追加情報には、少なくと
も以下が含まれるべきである。 

 剰余金分配への参加権 
 配当の計算根拠および状況 
 現在の解約返戻金額
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 premiums paid to date; and 
 for unit-linked life insurance, a report from the investment firm (including performance 

of underlying funds, changes of investments, investment strategy, number and value 
of the units and movements during the past year, administration fees, taxes, charges 
and current status of the account of the contract).

 既払保険料額
 ユニットリンク生命保険係る投資会社からの報告書（原資産の実績、投資の変
更、投資戦略、ユニットの数量および価値、過去 1 年間の変動、事務手数料、
税金、手数料、ならびに契約の勘定の現状） 

19.9.9 
Where there are changes in terms and conditions, the insurer should notify the 
policyholder of their rights and obligations regarding such changes and obtain the 
policyholder’s consent as appropriate.

19.9.9
契約条件に変更がある場合には、保険会社は、保険契約者に対して、そのような変
更に関する保険契約者の権利および義務を通知し、必要に応じて保険契約者の同意
を得るべきである。

19.10 
The supervisor requires insurers to handle claims in a timely, fair and transparent manner.

19.10
監督者は、タイムリー、公正かつ透明性のある方法で保険金支払請求を処理するよう
求める。

19.10.1 
Supervisors should require that insurers have fair and transparent claims handling and claims 
dispute resolution policies and procedures in place.

19.10.1
監督者は、保険会社が公正かつ透明性のある保険金支払請求処理および保険金支払に
係る紛争処理手続に関する方針および手順を整備するよう求めるべきである。

Claims handling 保険金支払請求処理
19.10.2 
Insurers should maintain written documentation on their claims handling procedures, which 
include all steps from the claim being raised to its settlement. Such documentation may 
include expected timeframes for these steps, which might be extended in exceptional cases.

19.10.2
保険会社は、保険金支払請求の開始からその支払までの全ての段階を含む、保険金支
払請求処理の手続について文書化された書面を整備するべきである。そのような書面
には、例外的な場合には拡張される可能性がある、これらの各段階の想定期間が含ま
れる場合があり、この想定期間は例外的な場合には延長される場合もある。

19.10.3 
Claimants should be informed about procedures, formalities and common timeframes for 
claims settlement.

19.10.3
保険金支払請求者は、保険金支払の手続、形式、および標準的期間について知らされ
るべきである。

19.10.4 
Claimants should be given information about the status of their claim in a timely and fair 
manner.

19.10.4
保険金支払請求者は、保険金支払請求の状況について、タイムリーかつ公正な方法で
情報提供を受けるべきである。

19.10.5 
Claim-determinative factors such as depreciations, discounting or negligence should be 
illustrated and explained in comprehensive language to claimants. The same applies where 
claims are denied in whole or in part.

19.10.5
保険金支払の決定要因となるような要素、例えば、価値下落、割引または過失などは、
請求者に対し平易な言葉で示され、説明されるべきである。同様のことが、保険金支
払の全部または一部が拒絶される場合にも当てはまる。

19.10.6 
Sometimes intermediaries serve as an initial contact for claimants, which may be in the 
common interest of the policyholder, intermediary and insurer.

19.10.6
仲介人は、時に保険金支払請求者の最初の窓口として役割を果たし、これは、保険契
約者、仲介人および保険会社の共通の利益となる場合がある。

19.10.7 
A fair claims assessment process requires avoidance of conflicts of interest, as well as 

19.10.7
公正な保険金支払査定には、利益相反の回避ならびに関与するスタッフの適切な能力
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appropriate competence, and ongoing training, of the staff involved. および継続的な研修を必要とする。
19.10.8 
Competence requirements for claims assessment differ depending on the type of insurance 
policy and generally include technical and legal expertise.

19.10.8
保険金支払査定のために求められる能力は、保険契約の種類によって異なり、一般的
に、技術的および法的な専門知識が含まれる。

Claims disputes 保険金支払に係る紛争
19.10.9 
In the course of claims settlement, a dispute may arise between the claimant and the insurer 
on the claims settlement amount, or coverage. Staff handling claims disputes should be 
experienced in claims handling and be appropriately qualified. 

19.10.9
保険金支払請求処理の過程において、保険金請求者と保険会社との間で、支払保険金
額または保障範囲に関する紛争が生じる場合がある。保険金支払に係る紛争に対処す
るスタッフは、保険金支払請求処理の経験があるべきであり、また、適切な資格を有
しているべきである。

19.10.10 
Dispute resolution procedures should follow a balanced and impartial approach, bearing in 
mind the legitimate interests of all parties involved. Procedures should avoid being overly 
complicated, such as having burdensome paperwork requirements. Decisions should include 
the reasoning in clear language relating closely to the specific disputable issues.

19.10.10
紛争解決手続は、全ての関係者の正当な利益を念頭に置きバランスが取れ偏りのない
アプローチに則るべきである。手続きにおいて、負担の多い書面作成を求めるなど、
過度な複雑化は避けられるべきである。決定では、議論の余地がある特定の問題と密
接に関係した、分かりやすい言葉で表現された論拠が含まれるべきである。

19.10.11 
Supervisors may encourage insurers to have mechanisms in place to review claims disputes 
within the insurer to promote fair play and objectivity in the decisions. 

19.10.11
監督者は、保険会社に対し、その決定における公正な行為および客観性を確保するた
めに、保険会社の内部に保険金支払に係る紛争をレビューする仕組みを設けることを
奨励する場合がある。

Outsourcing 外部委託
19.10.12 
If any of the claims handling processes are outsourced in part or in full, then supervisors 
should require insurers to maintain close oversight and ultimate responsibility for the 
provision of fair and transparent claims handling and claims dispute resolution.

19.10.12
保険金支払請求処理手続の一部または全部が外部委託されている場合には、監督者
は、保険会社に対し、公正かつ透明な保険金支払請求処理および保険金支払に係る紛
争解決の提供につき厳重に監視し、また最終的な責任を負うよう求めるべきである。

19.11 
The supervisor requires insurers and intermediaries to handle complaints in a timely and 
fair manner.

19.11
監督者は、保険会社および仲介人に対し、タイムリーかつ公正な方法で苦情を処理す
るよう求める。

19.11.1 
A complaint can be defined as an expression of dissatisfaction about the service or product 
provided by an insurer or intermediary. It may involve, but should be differentiated from, a 
claim and does not include a pure request for information.

19.11.1
苦情は、保険会社または仲介人によって提供されたサービスについての不満足の表明
であると定義することができる。これには、上記と区別されるべきであるが、保険金
請求が含まれる場合があり、単なる情報の請求は含まれない。

19.11.2 
Insurers and intermediaries should establish policies and procedures to deal in a fair manner 
with complaints which they receive. These should include keeping a record of each complaint 
and the measures taken for its resolution. 

19.11.2
保険会社および仲介人は、公正な方法で受け付けた苦情に対処するための方針および
手続を策定するべきである。これには、個々の苦情およびその解決に向けて取られた
措置の記録を保存することが含まれるべきである。 
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19.11.3 
Insurers and intermediaries should make information on their policies and procedures on 
complaints handling available to customers.

19.11.3
保険会社および仲介人は、苦情処理に関する方針および手続に関する情報を顧客が閲
覧できるようにすべきである。

19.11.4 
Insurers and intermediaries should respond to complaints without unnecessary delay; 
complainants should be kept informed about the handling of their complaints.

19.11.4
保険会社および仲介人は、不必要な遅滞なく苦情に対応するべきである。苦情申立人
は、苦情処理の状況について継続的に知らされているべきである。

19.11.5 
Insurers and intermediaries should analyse the complaints they receive to identify trends and 
recurring risks. Analysis of what leads to individual complaints can help them to identify, and 
enable them to correct, common root causes.

19.11.5
保険会社および仲介人は、傾向および繰り返し発生するリスクを特定するため、受け
付けた苦情を分析するべきである。何が個々の苦情につながったかを分析することに
より、共通の根本原因を特定し、修正することが可能になる。

19.11.6 
Insurers should analyse complaints that they receive against intermediaries in respect of 
products that the intermediaries have distributed on their behalf, to enable them to assess 
the complete customer experience and identify any issues that need to be addressed.

19.11.6
保険会社は、すべての顧客の満足度を評価し、対処する必要のある問題を特定できる
ようにするため、仲介者が自らに代わって提供した商品に関して仲介者が受け付けた
苦情を分析するべきである。

19.11.7 
Supervisors may choose to have their own complaints monitoring systems in place in order 
to benefit from the findings resulting from policyholder complaints.

19.11.7
監督者は、保険契約者の苦情から得られた知見を活用するために、自ら苦情モニタリ
ングのシステムを設けることを選択する場合がある。

19.11.8 
Some insurers and intermediaries may decide to establish a mechanism to review complaints, 
in order to ensure respective policies on complaint handling are in place.

19.11.8
保険会社および仲介人の一部は、それぞれの苦情処理に関する方針を徹底するため
に、苦情をレビューする仕組みを設けるとの判断を行う場合がある。

Independent dispute resolution mechanisms 独立の紛争解決メカニズム
19.11.9 
It is important that there are simple, affordable, easily accessible and equitable mechanisms 
in place, independent of insurers and intermediaries, to resolve disputes that have not been 
resolved by the insurer or intermediary. Such mechanisms, collectively referred to here as 
Independent Dispute Resolution (“IDR”) mechanisms, may vary across jurisdictions and may 
include mediation, an independent review organisation, or an ombudsman. These are out of 
court mechanisms.

19.11.9
保険会社または仲介人によりいまだ解決されていない紛争を解決するための、保険会
社および仲介人から独立した、簡素で、低廉で、容易に利用できかつ公平なメカニズ
ムが整備されていることが重要である。この文書において「独立紛争解決手続
（「IDR」）メカニズム」と総称されているこのようなメカニズムは、管轄区域間で異
なる場合があり、また、調停、独立したレビューを行う組織、またはオンブズマンを
含む場合がある。これらは裁判外のメカニズムである。

19.11.10 
IDR mechanisms often operate on the basis of a code of procedure, or in some cases 
legislative rules, and may be restricted to retail policyholders. They are sometimes free of 
charge for such policyholders. Decisions are generally non-binding for the policyholder but 
may be binding for the insurer or intermediary within certain limits. As consumers may still 
avail themselves of court processes if the dispute is not satisfactorily resolved, it is usually 
agreed that the period of limitation is suspended during an IDR procedure. 

19.11.10
IDR メカニズムは訴訟法(code of procedure)または一部の場合には法令上のルール
を基礎として運営されることが多く、利用が個人の保険契約者に限定される場合があ
る。また、そのような保険契約者については、費用が無料とされる例がある。一般に
決定は、保険契約者に対する拘束力を持たないが、保険会社または仲介人に対しては、
所定の制限の下で拘束力を持つ場合がある。消費者は、もし紛争に関して満足のいく
ような解決をみない場合、さらに、裁判所における手続を利用する場合があることか
ら、通常、IDR 手続の間は時効が中断されるものと理解されている。
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19.11.11 
Mediators serving IDR mechanisms should meet high standards of professional knowledge, 
integrity and competence. This would be evidenced, for example, where the mediator is 
qualified to exercise the functions of a judge and is well grounded in the field of insurance 
law. Although IDR mechanisms are usually financed by insurers and/or intermediaries, their 
mediators must be independent from them. Doubts over independence might be expected 
if the mediator: 

 is subject to instructions from insurers/intermediaries; 
 is a former employee of an insurer/intermediary; or 
 simultaneously performs other functions which could affect their independence.

19.11.11
IDR メカニズムに従事する仲裁人は、専門知識、誠実性、および能力に係る高い基準
を満たすべきである。これは、例えば、仲裁人が裁判官の職責を果たす資格を有し、
また、保険法の分野における十分な知識を有している場合に証明されるだろう。通常、
IDR メカニズムは保険会社および／または仲介人から資金が提供されているが、仲裁
人は、それらから独立していなければならない。仲裁人が以下の状況にある場合、独
立についての疑念が予想される場合がある。 

 保険会社／仲介人からの指示を受ける場合 
 保険会社／仲介人の元従業員である場合 
 自身の独立性に影響しうるその他の職務を同時に担っている場合

19.12 
The supervisor requires insurers and intermediaries to have policies and procedures for 
the protection and use of information on customers.

19.12
監督者は、保険会社および仲介人に対し、顧客に関する情報の保護および利用に係る
方針および手順を整備することを求める。

19.12.1 
Insurers and intermediaries collect, hold, use or communicate to third parties information on 
their customers in the course of their business. It is important that they have in place policies 
and procedures on the appropriate use and, in the case of personal information, the privacy 
of such data.

19.12.1
保険会社および仲介人は、業務の過程で顧客に関する情報を収集、保持、使用し、ま
たは第三者に対して伝達する。適切な利用に関する方針および手順、そして個人情報
の場合にはデータのプライバシーを確保することが重要である。

Protecting the privacy of personal information 個人情報のプライバシー保護
19.12.2 
Significant amounts of the information collected, held or processed represent customers’ 
financial, medical and other personal information. Security over such information is 
extremely important, regardless of the format of the information (eg whether physical or 
electronic). Hence safeguarding personal information on customers is one of the key 
responsibilities of the financial services industry.

19.12.2
収集、保持、または処理される大量の情報には、顧客の財務、医療およびその他の個
人情報が含まれる。このような情報に対するセキュリティは、情報の形式（物理的ま
たは電子的なものなど）に関係なく、非常に重要である。したがって、顧客の個人情
報の保護は、金融サービス業界の重要な責務の 1つである。 

19.12.3 
Legislation identifies the provisions relating to privacy protection under which insurers and 
intermediaries are allowed to collect, hold, use or communicate personal information on 
customers to third parties. Generally, the legislation also identifies who is the competent 
authority.

19.12.3
法令により、プライバシー保護に関する規定が定められており、保険会社および仲介
人は、その下で顧客の個人情報を収集、保持、使用または第三者に対し伝達すること
が認められる。一般に、法令は、所管する官庁も定める。 

19.12.4 
Although data protection laws vary from jurisdiction to jurisdiction, insurers and 
intermediaries should have a clear responsibility to provide their customers with a level of 
comfort regarding the security of their personal information.

19.12.4
データ保護法は管轄区域ごとに異なるが、保険会社および仲介人は、個人情報のセキ
ュリティに関して顧客に安心を提供する明確な責任を負うべきである。 

19.12.5 
In view of the sensitivity of private information and the risks to consumers and to the 

19.12.5
個人情報の機微性およびこうした情報の保護に失敗した場合の消費者および保険業
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insurance sector in the event of failures to protect the privacy of such information, the 
supervisor should be satisfied that insurers and intermediaries have sufficient safeguards in 
place to protect the privacy of personal information on customers. To achieve this the 
supervisor should require insurers and intermediaries to have appropriate policies and 
procedures in place. Such policies and procedures should seek to embed the importance of 
protecting the privacy of personal information within the organisation, as well as provide 
appropriate management of the risks. Examples of areas that might be covered include: 

 ensuring that the Board and Senior Management are aware of the challenges relating 
to protecting the privacy of personal information on customers; 

 demonstrating that privacy protection is part of the organisation’s culture and strategy, 
through measures such as training to employees that promotes awareness of internal 
and external requirements on this subject; 

 implementing policies, procedures and internal control mechanisms that support the 
objectives of protecting the privacy of personal information on customers and assess 
the risks associated with potential failure to protect the privacy of personal 
information; 

 assessing the potential impact of new and emerging risks that could threaten the 
privacy of personal information, such as the risk of cyber attacks, and taking 
appropriate steps to mitigate these through measures such as internal controls, 
technology and training; and 

 determining the response measures that may be needed where a failure to protect the 
privacy of personal information occurs, including matters such as timely notification to 
affected customers and competent authorities. 

In assessing policies and procedures to protect the privacy of personal information on 
customers, depending on the jurisdiction, the insurance supervisor may need to liaise with 
the relevant competent authority.

界に対するリスクの観点からは、監督者は、保険会社および仲介人が顧客の個人情報
を保護するための充分な安全策が講じられていることを確認すべきである。これを達
成するため、監督者は、保険会社および仲介人に対し、適切な方針および手続を整備
するよう求めるべきである。そのような方針および手続により、組織内に個人情報の
プライバシーを保護することの重要性が周知され、また適切なリスク管理が実施され
るようになるべきである。対象となり得る領域の例には以下が含まれる場合がある。

 取締役会および上級管理職が顧客の個人情報のプライバシー保護に関する課題
を認識していることを確保すること 

 この課題に関する内外からの要求への認識を促す従業員研修などの手段を通
じ、プライバシー保護が組織の文化および戦略の一部であることを裏付けるこ
と 

 顧客の個人情報のプライバシーを保護する目的を支援し、個人情報のプライバ
シー保護の失敗の可能性に関連するリスクを評価する方針、手順、内部統制を
策定・実施すること 

 サイバー攻撃のリスクなどの個人情報のプライバシーを脅かす可能性のある新
しいリスクの潜在的な影響を評価し、また内部統制、技術および研修などの手
段を通じ、これらの影響を軽減するための適切な措置を取ること 

 被害を受けた顧客および管轄当局へのタイムリーな通知などを含め、個人情報
の保護に失敗した場合に必要となる場合がある対応策を定めること 

顧客に関する個人情報保護の方針および手順を評価する際、管轄区域によっては、保
険監督者は、関連する管轄当局と連携する必要がある場合がある。 

Protection against the misuse of customer information 顧客情報の誤用からの保護
19.12.6 
Insurers and intermediaries use personal and other information on customers for a variety of 
purposes within the course of business that include, amongst other things, product 
development, marketing, product pricing, and claims management.

19.12.6
保険会社および仲介人は、ビジネスの過程においてさまざまな目的で個人情報やその
他の顧客情報を利用しており、とりわけ、商品開発、マーケティング、商品価格設定、
保険金請求管理において利用している。

19.12.7 
The supervisor should not allow insurers and intermediaries to use customer information 
that they collect and hold in a manner that results in unfair treatment. Insurers and 
intermediaries should have appropriate policies and procedures in place. The measures that 

19.12.7
監督者は、保険会社および仲介人が収集し、保持する顧客情報を、不当な取扱いとな
る方法で使用することを許すべきではない。保険会社および仲介人は、適切な方針お
よび手続を整備しているべきである。監督者がそうした方針および手続が盛り込むこ
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the supervisor should expect such policies procedures to cover may include.: 
 ensuring that the appropriate technology is available and in place to manage 

adequately the personal and other information an insurer or intermediary is holding 
on a customer; 

 implementing policies and procedures relating to the use of data, ensuring that the 
data collected is not used in an unfair manner including when processed through 
algorithms or other technologies; 

 ensuring that such policies and procedures provide that customer data will not be 
abused to circumvent rules on prohibitions on aggressive marketing practices or 
discrimination; 

 ensuring that customers have a right to access and, if needed, to correct data collected 
and used by insurers and intermediaries; and 

 ensuring that group structures are not abused to circumvent prohibitions on the 
sharing of personal information 

In assessing policies and procedures to prevent the use of customer information in a manner 
that results in unfair treatment, depending on the jurisdiction, the insurance supervisor may 
need to liaise with the relevant competent authority.

とを期待するべき措置には、以下を含む。

 保険会社または仲介人が顧客に関して保有している個人情報およびその他の情
報を管理する適切な技術が利用可能であることを確実にすること 

 データ使用に関する方針および手順が実施され、収集されたデータがアルゴリ
ズムやその他の技術によって処理された場合を含め、不公平な方法で使用され
ないことを確実にすること 

 方針および手続において、顧客情報が、攻撃的なマーケティング方法および差
別を禁止する規則を回避するために濫用されないことを確実にすること 

 保険会社および仲介人が収集し使用するデータについて、顧客がアクセスし、
必要に応じて修正する権利を与えられていることを確実にすること 

 個人情報の共有の禁止を回避するために、グループ構造が濫用されないように
することを確実にすること 

顧客に関する個人情報保護の方針および手順を評価する際、管轄区域によっては、保
険監督者は、関連する管轄当局と連携する必要がある場合がある。 

Outsourcing 外部委託
19.12.8 
Insurers and intermediaries should be aware of outsourcing risk, especially when the 
outsourcing agreement is reached with firms in another jurisdiction. Insurers and 
intermediaries should ensure that the firms to which they outsource processes have 
adequate policies and procedures in place for the protection and use of private information 
on customers they have in their records.

19.12.8
保険会社および仲介人は、特に他の管轄区域内の会社との外部委託について合意する
場合に、その外部委託リスクを認識するべきである。保険会社および仲介人は、クロ
スボーダーな活動から生じる風評リスクを認識するべきであり、また、手続の外部委
託先の会社が、記録に残っている個人情報の悪用または不適切な伝達を防止するため
に、十分な保護措置を整備していることを確保するべきである。

Data access in the event of reorganisation 組織再編時のデータアクセス
19.12.9 
All the necessary data required in the event of restructuring, resolution and liquidation 
should, subject to data protection requirements, be accessible and readable at the insurer’s 
or intermediary’s domicile at any time. This includes all customer-related data, such as claims 
and policy data.

19.12.9
リストラ、破綻処理、清算の際に必要なすべてのデータは、データ保護要件に則った
上で、常に保険会社または仲介人の所在地においてアクセスおよび閲覧が可能である
べきである。これには、保険金支払請求や契約に関するデータなど、すべての顧客関
連データが含まれる。

Information supporting fair treatment 公正な取り扱いを支える情報
19.13 
The supervisor publicly discloses information that supports the fair treatment of 
customers.

19.13
監督者は、顧客の公正な取扱いを支える情報を公開する。
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19.13.1 
The supervisor should publish the policyholder protection arrangements that are in place for 
insurance contracts sold within its jurisdiction and insurers subject to its supervision, and 
confirm the position of policyholders dealing with insurers and intermediaries not subject to 
oversight or supervision within its jurisdiction.

19.13.1
監督者は、管轄区域内の保険会社を対象として整備されている保険契約者保護の体制
およびその監督の対象となる保険会社を公表すべきであり、また、管轄区域内で監視
または監督の対象とならない保険会社および仲介人と取引を行っている保険契約者
の地位を確認すべきである。

19.13.2 
The supervisor should give information to the public about whether and how local legislation 
applies to the cross-border offering of insurance, such as through digital channels. 

19.13.2
監督者は、例えばデジタルチャネルを通じて提供されたクロスボーダーな保険に対し
現地の法律が適用されるのか、およびその適用方法について、公衆に対し情報を提供
するべきである。

19.13.3 
The supervisor should issue warning notices to consumers when necessary in order to avoid 
transactions with insurers or intermediaries that are unlicensed or subject to a suspended or 
revoked licence.

19.13.3
監督者は、免許を受けていないもしくは免許を停止または剥奪された保険会社または
仲介人との取引を回避するために、必要に応じて、消費者に警告する通知を発するべ
きである。

19.13.4 
The supervisor should publish information that promotes consumers’ understanding of 
insurance contracts as well as steps that consumers can take to protect themselves and make 
informed decisions.

19.13.4
監督者は、保険契約ならびに、自身を保護し、および、情報に基づく意思決定を行う
ために消費者が取ることのできる手段についての理解を促進する情報を公表すべき
である。

19.13.5 
The supervisor should have requirements regarding the public disclosure by insurers of 
information on their business activities, performance and financial position, in order to 
enhance market discipline, consumer awareness, and understanding of the risks to which 
insurers are exposed (see ICP 20 Public Disclosure).

19.13.5
監督者は、市場規律、消費者の意識、および保険者がさらされているリスクの理解を
高めるために、事業活動、業績および財務状況に関する保険会社による情報公開に係
る要件を定めるべきである（ICP 20 公開開示 参照）。 
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ICP 20 Public Disclosure 
The supervisor requires insurers to disclose relevant, comprehensive 
and adequate information on a timely basis in order to give 
policyholders and market participants a clear view of their business 
activities, performance and financial position. This is expected to 
enhance market discipline and understanding of the risks to which an 
insurer is exposed and the manner in which those risks are managed. 

Introductory Guidance  

20.0.1 It is important to improve and maintain the quality, timeliness and relevance 
of disclosure of key information needed for credit and investment decisions as well 
as policyholder’s decisions.  

20.0.2 Whereas accounting standards (including IFRS/IAS and local generally 
accepted accounting standards) set out disclosure requirements for general 
purpose financial reporting across sectors, this ICP is only concerned with 
insurers. So far as practicable, information should be presented in accordance 
with any applicable generally accepted national and international standards and 
practices so as to aid comparisons between insurers.  

20.0.3 In setting public disclosure requirements supervisors should take into 
account the information provided in general purpose financial statements and 
complement it as appropriate. Adequate public disclosure supports the 
supervisory process. Supervisors should ensure market discipline is achieved 
through disclosure and that the relevant market participants have adequate 
information available to assess the performance of and risks taken by insurers 

ICP 20 公衆開示
監督者は保険会社に対し、自社の事業活動、業績および財政状態を保険契約

者および市場参加者に明確に示すために、目的適合性のある、包括的かつ十

分な情報をタイムリーなベースで開示するよう、要求する。これにより、市

場規律ならびに、保険会社がさらされるリスクおよびそれらのリスクの管理

方法に対する理解の強化が期待される。

導入指針

20.0.1 保険契約者の決定とともに、融資決定および投資決定に必要な主要情報
の開示の質、適時性、および目的適合性を向上させ、維持することは重要であ

る。

20.0.2  会計基準（IFRS/IASおよび現地の一般に認められた会計基準を含む）
が、セクター横断的な一般目的財務報告に関する開示要件を設定する一方、本

ICPは保険会社にのみ関係している。実務的である限り、情報は、保険会社間
の比較に役立つように、適用可能な一般に認められた各国のおよび国際的な基

準および実務に従って表示されるべきである。

20.0.3  公衆開示要件を設定する上で監督者は、一般目的財務諸表に掲載され
た情報を考慮し、および必要に応じてそれを補足するべきである。十分な公衆

開示は、監督上のプロセスを支援する。監督者は、市場規律が開示を通して達

成されることならびに関係する市場参加者が保険会社の業績および保険会社の

リスク負担を評価することならびに適切に対応することが可能となる十分な情

報を持てるよう確保するべきである。



- 430 - 

英文 仮訳

and to respond appropriately.  

20.0.4 The nature, scale and complexity of insurers is important for the application 
of disclosures and applies to these standards. Where it is not reasonable for some 
entities in some markets to provide information precisely in accordance with these 
standards, the supervisor can ensure that the intent of the standards is met to 
ensure market discipline is achieved through disclosure and that the relevant 
market participants have adequate information available for their needs.  

20.0.5 So that public disclosure is meaningful to market participants, it may 
usefully include an adequate description of how information is prepared, including 
methods applied and assumptions used. Such disclosure of methods and 
assumptions also assists market participants to make comparisons between 
insurers. Accounting and actuarial policies, practices and procedures differ not 
only between jurisdictions but also between insurers within the same jurisdiction. 
Meaningful comparisons can thus only be made where there is adequate 
disclosure of how information is prepared.  

20.0.6 Similarly meaningful comparisons from one reporting period to another can 
only be made if the reader is informed how the methods and assumptions of 
preparation have changed and, if practicable, the impact of that change. Changes 
over time will not be seen as arbitrary if the reasons for changes in methods and 
assumptions are explained. If an insurer uses methods and assumptions in the 
preparation of information which are consistent from period to period and 
discloses these it would assist in the identification of trends over time.  

20.0.7 Where changes in methods and assumptions are made, the nature of such 
changes, the reason for them and their effects, where material, should be 

20.0.4 保険会社の性質、規模および複雑性は開示の適用に重要であり、これら
の基準に適用される。一部の市場内の一部企業がこれらの基準に従い正確に情

報を提供することが合理的でない場合、監督者は、開示を通じて市場規律が達

成されることを確保するために本基準の目的が果たされること、および、関係

する市場参加者がそのニーズに応じた十分な情報を得ることを確保できる。

20.0.5 公衆開示が市場参加者にとって有意義なものであるために、適用され
る方法および用いられる仮定を含め、通常、情報が作成される方法について十

分な説明が含まれうる。方法および仮定のそのような開示はまた、市場参加者

による保険会社間の比較を支援する。会計および保険数理上の方針、実務およ

び手続きは、管轄区域間で異なるだけでなく、また、同一管轄区域の保険会社

間でも異なる。有意義な比較は、ゆえに、情報が作成される方法の十分な開示

がある場合においてのみ、なされる。

20.0.6同様に、ある報告期間と他の報告期間との有意義な比較は、作成の方法
および仮定がどのように変更されたか、および実行可能である場合、その変更

による影響が読み手に通知されている場合にのみ、なされうる。方法および仮

定の変更理由が説明される場合、長期的な変化は恣意的なものとはみなされな

いであろう。、保険会社が、情報の作成において、ある時期からある時期まで一

貫性のある方法および仮定を用い、また、これらを開示する場合、保険会社は

長期的にトレンドの認識を支援することになる。

20.0.7方法および仮定が変更される場合、そのような変更の性質、変更の理由
およびそれらの影響は、重大である場合に開示されるべきである。情報が、前
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disclosed. It is appropriate if information is presented so as to facilitate the 
identification of patterns of development over time including providing comparative 
or corresponding figures from previous periods (e.g. by presenting loss 
triangulations).  

20.0.8 Information is decision useful if there is a substantial likelihood that a 
market participant would consider it important in making a key decision. Typically, 
the key decisions are whether to insure risks with, invest in or effect other 
transactions with an insurer.  

20.0.9 Excessive disclosure requirements will not lead to effective disclosures for 
market participants but will be burdensome for insurers. In developing disclosure 
requirements within a jurisdiction, supervisors should consider the need for 
disclosures to deliver key information rather than significant volumes of data.  

20.0.10 All insurers, whether or not they are required to report under accounting 
standards, must comply with the requirements of this ICP. Insurers that are entities 
that provide public general purpose financial reports (“reporting entities”) may 
largely comply with the standards through these reports. To the extent that 
financial reporting standards, including generally accepted national or 
international standards, are consistent with the standards in this ICP, disclosures 
that are in accordance with those financial reporting standards may be regarded 
as compliant with this ICP.  

20.0.11 Supervisors can decide not to apply these standards to captives, provided 
there is no potential threat to the financial system, no public interest need for 
disclosure and no legitimately interested party is prevented from receiving 
information.  

期からの比較可能なまたは対応する数値の提供を含め、長期的に進展パターン

の認識を容易にするために、（例えば、ロス・トライアングルを表示することに

よって）表示される場合、適切となる。

20.0.8情報は、主要な決定を下すうえで重要であると市場参加者がみなす可能
性が十分ある場合に、意思決定に有用となる。一般的に、主要な決定とは、リ

スクに保険会社の保険を付保するか否か、保険会社に投資するか否か、また

は、その他の取引を行うか否かである。

20.0.9 過剰な開示要件は、市場参加者にとって効果的な開示につながらず、保
険会社にとって重荷となる。管轄区域内の開示要件を策定するうえで、監督者

は大量なデータよりも、主要な情報を伝えるための開示の必要性を考慮すべき

である。

20.0.10全ての保険会社は、会計基準において報告が求められる、または求めら
れないとしても、本 ICP の要件を遵守しなければならない。公衆に一般目的財
務報告書を提供する企業（「報告企業」）である保険会社は、それらの報告書を

通じて、当該基準の大部分を遵守している可能性がある。一般に認められた各

国のまたは国際的な基準を含む財務報告基準が本 ICPの基準と整合的である限
り、こうした財務報告基準と一致している開示は、本 ICPを遵守しているとみ
なすことができる。

20.0.11監督者は、財務システムへの潜在的脅威がないこと、開示に対する公益
上の必要性がないこと、および、法的に関係当事者が情報授受を妨げられない

ことを条件とし、これらの基準をキャプティブ保険会社に適用しないと決定す

ることができる。
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20.0.12 ICP 9 Supervisory Review and Reporting deals with reporting to 
supervisors. In some jurisdictions, reporting to supervisors is made public by 
supervisors or at least some aspects of that reporting to supervisors is made 
public. To demonstrate observance with the standards in this ICP, disclosure can 
be made by supervisors rather than direct disclosure by insurers. There may be 
some overlap in the standards set out in ICP 9 and the standards set out in this 
ICP. ICP 9 and this ICP have very different purposes. ICP 9 covers requirements 
for reporting to supervisors in order for supervisors to be able to exercise their 
functions. Where requirements for reporting to supervisors and for public 
disclosure overlap, supervisors should consider the most efficient way of using 
publicly disclosed information.  

20.0.13 The IAIS considers it is most desirable that the methodologies for 
calculating items for public disclosure can be used for, or are substantially 
consistent with, the methodologies used for regulatory reporting purposes, with as 
few changes as possible to satisfy regulatory requirements. However, the IAIS 
also recognises that this may not be possible or appropriate in all respects, 
considering the differing purposes. To the extent that there are differences, the 
IAIS believes it is essential that they are publicly explained and reconciled.  

20.0.14 There may be differences in the composition of a group in general purpose 
financial reporting because a consolidated group as determined under applicable 
accounting standards might differ from a group for the purposes of insurance 
supervision (see ICP 23 Group-wide Supervision). In certain circumstances where 
this is the case, the insurer could endeavour to provide disclosures based on the 
scope of the group for supervisory purposes to the extent practicable. Where a 
group has been unable to disclose information based on the scope of the group 

20.0.12 ICP 9「監督上のレビューおよび報告」は、監督者への報告を扱ってい
る。一部の管轄区域では、監督者への報告は監督者によって公開される、また

は、少なくとも、そうした監督者への報告の一部の内容が公開される。本 ICP
の基準の遵守を示すため、保険会社による直接開示でなく監督者による開示を

行うことができる。ICP 9で規定された基準と本 ICPで規定された基準には、
一部重複があるかもしれない。ICP 9および本 ICPは、非常に異なる目的を有
する。ICP 9は、監督者がそれらの機能を行使することができるようにするため
に、監督者への報告に対する要件をカバーしている。監督者への報告と公開開

示との間で要件が重複する場合、監督者は、公衆に開示された情報を最も効果

的に利用する方法を検討するべきである。

20.0.13 IAISは、公衆開示項目を算定するための方法論は、規制上の要件を満た
すために可能なかぎりほとんど変更なく、規制上の報告目的のために利用され

る方法論のために利用できること、または実質的に整合的であることが最も望

ましいと考える。しかしながら、IAISは、異なる目的を考えれば、これは、全
ての面で可能ではない、または適切ではないとも認識している。差異がある限

り、IAISは、それらは公開で説明され調整されることが不可欠であると考え
る。

20.0.14適用される会計基準に基づいて決定される連結グループは、保険監督の
ためのグループ（ICP23「グループ全体の監督」を参照）とは異なる可能性が
あるため、一般目的財務報告のグループ構造には相違点がみられる可能性があ

る。これが当てはまる一定の状況下では、保険会社は、監督目的のグループ範

囲に基づいて、実行可能な範囲において開示を提供するよう努力をするかもし

れない。グループが、監督目的のグループ範囲に基づいて情報を開示できてい

ない場合に、理由が提供され、ならびに、開示提供の根拠および、グループ全
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for supervisory purposes, it would be appropriate if reasons are provided and an 
explanation given about the basis on which disclosures have been provided and 
potential differences to the position for group-wide supervisory purposes. It is 
essential to the understanding of market participants that analysis of differences 
between consolidated general purpose financial reporting and consolidated 
reporting for solvency purposes based on the scope of a group determined under 
ICP 23 is provided. Insurance legal entity disclosures are also vital in 
understanding the group from a supervisory perspective.  

20.0.15 This ICP applies to both groups and solo legal entities to the extent that 
is useful and practical. Policyholders will be concerned with information about both 
the group and the individual insurance legal entity within the group offering the 
product to the policyholder. A policyholder’s information needs are also covered 
in ICP 19 Conduct of Business. Other market participants such as investors and 
lenders will be interested in the legal structure in which they have an interest which 
is often the group level.  

20.0.16 Where a group conducts activities at a group level that are applicable to 
insurance legal entities, the disclosure of these activities should only occur at 
group level. Disclosures by the insurance legal entities can cross-refer to these 
group level disclosures for completeness.  

20.0.17 In applying the standards under this ICP in its jurisdiction, a supervisor 
must balance the information needs of the range of market participants also taking 
into account the concerns about excessive disclosures raised in Guidance 20.0.9. 
In some circumstances it may be possible for the needs of most market 
participants to be met with group level disclosures with some additional insurance 
legal entity disclosures specifically for policyholders.  

体の監督目的のための位置付けとの潜在的相違点について説明がなされるな

ら、適切となるだろう。連結一般目的財務報告と、ICP 23において決定された
グループの範囲に基づくソルベンシー目的の連結報告間の違いの分析を提供す

ることは、市場参加者の理解に不可欠である。保険法人の開示は、監督上の観

点からグループを理解する上でも極めて重要である。

20.0.15 本 ICPは、有益かつ実務的である限りグループおよび単体の法人の両
方に適用する。保険契約者は、保険契約者に商品を提供しているグループおよ

びグループ内の個々の保険法人についての情報に関心がある。保険契約者の情

報ニーズは、ICP19「事業行為」においてもカバーされる。投資家および貸手
のような他の市場参加者は、グループレベルであることが多い利害関係を有す

る法的構造に関心がある。

20.0.16 グループが保険法人に適用可能なグループレベルで活動を行う場合、
これらの活動の開示は、グループレベルでのみ生じるべきである。保険法人に

よる開示は、完全にするためにこれらグループレベルの開示に相互参照でき

る。

20.0.17 その管轄区域で本 ICPの基準を適用するうえで、監督者は、指針
20.0.9で提起した過剰な開示についての懸念事項も考慮に入れて、一連の市場
参加者の情報ニーズのバランスをとらねばならない。ある状況下では、特に保

険契約者に対するいくつかの追加的な保険法人の開示をともなうグループレベ

ルの開示により、大部分の市場参加者のニーズを満たすことが可能であるかも

しれない。
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20.0.18 All standards under this ICP are applicable to both non-life and life 
insurers. Some paragraphs of guidance are more applicable to either non-life or 
life insurers.  

20.0.19 Proprietary information comprises information on characteristics and 
details of, for example, (insurance) products, markets, distribution and internal 
models and systems that would negatively influence the competitive position of an 
insurer if made available to competitors. Information about policyholders and 
insured parties is usually confidential on the basis of privacy legislation or 
contractual arrangements with the policyholder.  

20.0.20 This affects the scope of the required disclosure of information by insurers 
about their customer base and details on internal arrangements, for instance 
methodologies used, parameter estimates data etc. The IAIS believes that the 
requirements set out in this ICP strike an appropriate balance between the need 
for meaningful disclosure and the protection of proprietary and confidential 
information. In the case that disclosure of certain items of information required by 
this ICP should seriously prejudice the position of the insurer by making public 
information that is either proprietary or confidential in nature, an insurer need not 
disclose those specific items, but should disclose more general information about 
the subject matter of the requirement.  

20.1 Insurers disclose, at least annually, appropriately detailed quantitative 
and qualitative information in a way that is accessible to market participants 
on their profile, governance and controls, financial position, technical 
performance and the risks to which they are subject. In particular, 
information disclosed must be: 

20.0.18 本 ICPの全ての基準は、損害保険会社および生命保険会社の両者に適
用可能である。一部の指針のパラグラフは、損害保険会社または生命保険会社

のどちらかに、より適用可能である。

20.0.19 秘密情報は、競合企業が入手可能となる場合に、保険会社の競争上の
地位に悪影響を及ぼす、例えば、（保険）商品、市場、販売および内部モデルと

システムの特徴および詳細についての情報を構成する。保険契約者および被保

険者についての情報は、通常プライバシーに関する法令または保険契約者との

契約上の取り決めに基づき、機密である。

20.0.20 これは、自社の顧客基盤、ならびに用いられる方法論およびパラメー
タ推計データなどの内部の取決めに関する詳細について、求められる保険会社

の情報開示の範囲に影響を与える。IAISは、本 ICPで規定される要件が、有用
な開示の必要性と、秘密情報および機密情報保護との間で適切なバランスを取

ると考える。万が一、本 ICPで求められる情報の特定の項目の開示が、本来は
秘密または機密である情報を公開することで、保険会社の地位に深刻な害をも

たらす場合には、保険会社は、それらの特定の項目を開示する必要はないが、

当該要件の対象についてのより一般的な情報を開示すべきである。

20.1 保険会社は、少なくとも年に一度、市場参加者にとって利用しやすい方法
で、彼らのプロファイル、ガバナンスおよび統制、財政状態、技術的業績、な

らびに、保険会社がさらされるリスクについての適切で詳細な定量的および定

性的情報を開示する。特に、開示される情報は以下の通りであるべきである：
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• decision useful to decisions taken by market participants; 
• timely so as to be available and up-to-date at the time those decisions 

are made; 
• comprehensive and meaningful; 
• reliable as a basis upon which to make decisions;
• comparable between different insurers operating in the same market; and 
• consistent over time so as to enable relevant trends to be discerned.  

20.1.1 Disclosures should be presented in a manner that is appropriate to the 
nature of the information disclosed and that takes into account items that comprise 
the insurer’s financial position. Key accounting methodologies and assumptions 
used in preparing the information should be clearly explained.  

20.1.2 Information should be disseminated in ways best designed to bring it to the 
attention of market participants, but taking into account the relative costs of 
different methods of dissemination. One method of dissemination that supervisors 
could strongly encourage is disclosure through electronic channels (e.g. internet). 

20.1.3 Information should be provided with sufficient frequency and timeliness to 
give a meaningful picture of the insurer.  

20.1.4 The requirement for timeliness needs to be balanced against that for 
reliability. Disclosure of information may be delayed for a short period to allow for 
proper verification, but only where such delay would not significantly disadvantage 
users.  

20.1.5 Information needs to be sufficiently comprehensive to enable market 
participants to form a well-rounded view of an insurer’s financial condition and 

・ 市場参加者が行う決定について意思決定に有用である

・ それらの決定がなされる際に利用可能かつ最新であるよう、タイムリーで

ある

・ 包括的かつ有意義である

・ 決定がなされる根拠として信頼性がある

・ 同一の市場で事業を行う異なる保険会社間で比較可能である

・ 関連するトレンドを認識可能とするために、長期にわたり一貫性を有する

20.1.1開示は、開示情報の性質に適切な方法、および、その保険会社の財政状
態を構成する項目を考慮に入れる方法で、表示されるべきである。情報を作成

するうえで用いられる、会計の主要な方法論および仮定は、明確に説明される

べきである。

20.1.2 情報は、市場参加者の注意をひくための最善の方法で、しかし様々な普
及方法の相対的コストを考慮しながら普及されるべきである。監督者が強く奨

励できうる普及方法の一つは、電子的手段（例えば、インターネット）を通じ

ての開示である。

20.1.3情報は、保険会社の有意義な姿を映し出すために、十分な頻度および適
時性を持って提供されるべきである。

20.1.4適時性のための要件は、信頼性のための要件との均衡がとれている必要
がある。情報開示は、正式な確認を可能とするために、短期間遅れてもよい

が、それは、そのような遅延によって利用者が大きな不利益をこうむらない場

合のみである。

20.1.5情報は、市場参加者が保険会社の財務状況および業績、事業活動、なら
びに、それらの活動に関連するリスクの多方面にわたる見解を形成できるよ
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performance, business activities, and the risks related to those activities. In order 
to achieve this, it is expected that information be:  

• sufficiently well-explained so that it is meaningful to a reader who is well-
informed as to the inherent nature of insurance business but has no particular 
knowledge of the insurer except as derived from public disclosures  

• complete so that it covers all material circumstances of an insurer and, where 
relevant, those of the group of which it is a member  

• both appropriately aggregated so that a proper overall picture of the insurer is 
presented and sufficiently disaggregated so that the effect of distinct material 
items may be separately identified.  

20.1.6 Information should faithfully represent the facts which it purports to 
represent, or could reasonably be expected to represent. In particular, it needs to, 
so far as practicable, reflect the economic substance of events and transactions 
as well as their legal form. Where the economic substance of an event or 
transaction is inconsistent with its legal form, the former is expected to prevail. 
The information should be verifiable, neutral (that is free from material error or 
bias) and complete in all material respects. Completeness is important since an 
omission can cause information to be false or misleading.  

20.1.7 In many instances, insurers may have to balance the interests of reliability 
against those of decision usefulness and timeliness. For example, in some long-
tail classes of insurance, realistic projections as to the ultimate cost of incurred 
claims are highly relevant. However, due to uncertainties, such projections are 
subject to inherent errors of estimation. Qualitative or quantitative information can 
be used to convey to users an understanding of the relevance and reliability of the 
information disclosed.  

う、十分に包括的である必要がある。これを達成するために、情報は以下のと

おりとなるよう期待される：

・ 保険事業に固有の性質について広く知識があるが、公衆開示から抽出され

るものを除き、保険会社について特別な知識を有していない読み手にとっ

て有意義なものであるよう、十分によく説明がなされている

・ 保険会社の重大な状況を網羅し、また、適切な場合には、所属しているグ

ループの重大な状況も網羅するよう、完全である

・ 保険会社の正式な全体像が表示されるよう適切に集約され、および、別個

の重大な事項による影響が個別に認識されうるよう十分に細分化されてい

る。

20.1.6 情報が表示することを意図する事実、または、表示することが十分に期
待されうる事実を、情報は忠実に表示すべきである。特に、実行可能である限

り、事象および取引の経済的実態および、それらの法的形態を情報は反映する

必要がある。事象または取引の経済的実態がその法的形態との整合性がない場

合、前者が優先されると期待される。情報は、全ての重大な点において、検証

可能、中立的（つまり重大な誤りまたはバイアスがないこと）、および完全であ

るべきである。情報は、不備があると間違いまたは誤導的となりうることか

ら、完全性が重要である。

20.1.7多くの場合、保険会社は、信頼性の利益と、意思決定の有用性および適
時性の利益との均衡を保たなければならない可能性がある。例えば、一部の長

期的な保険種類において、給付金支払額の最終コストについて現実に基づく予

測は極めて目的適合性がある。しかしながら、不確実性のため、こうした予測

は、見積もりの固有誤差の対象となる。定性的または定量的情報は、開示され

る情報の目的適合性および信頼性を理解することを利用者に伝えるために用い

ることができる。
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20.1.8 To aid comparison, it is important therefore that the methods and 
assumptions used in preparing the information are themselves adequately 
disclosed. This might include an insurer’s rationale for applying particular 
accounting policy choices where such a choice exists in the standards. While this 
will assist users in interpreting publicly disclosed information, it is recognised that 
international standards need to be developed and adopted uniformly for true 
comparability to be achieved.  

20.1.9 It would be usual if disclosures were to include a quantitative analysis of 
the insurer’s sensitivity to changes in key assumptions including, where material, 
the effect of derivatives and other forms of risk mitigation on that sensitivity.  

20.2 Disclosure about the financial position of the insurer includes 
appropriately detailed quantitative and qualitative information about the 
determination of technical provisions. Technical provisions are presented 
by appropriate segment. This disclosure includes, where relevant to 
policyholders and market participants, information about the future cash 
flow assumptions, the rationale for the choice of discount rates, and risk 
adjustment methodology where used or other information as appropriate to 
provide a description of the method used to determine technical provisions. 

20.2.1 Presentation of technical provisions and reinsurance assets on a gross 
basis is expected. However, it may be useful to present information about 
technical provisions on both a net and gross basis depending on typical measures 
of performance and solvency that are applied by market participants.  

20.2.2 The purpose of disclosures in respect of technical provisions is to provide 
market participants with an understanding of how those technical provisions are 

20.1.8比較を助けるために、従って、情報を作成する際に用いられる方法およ
び仮定は、それ自体が十分に開示されていることが重要である。これには、特

定の会計方針の選択肢が基準内に存在する場合にそのような選択肢を適用する

保険会社の根拠が含まれる可能性がある。これが利用者が公衆に開示された情

報を解釈するうえで支援する一方、真の比較可能性が達成されるために、国際

基準が開発され統一的に採用される必要があると認識されている。

20.1.9通常、開示には、主要な仮定の変更に対する保険会社の感応度につい
て、重大な場合にはその感応度へのデリバティブおよびその他のリスク軽減の

形態の影響を含め、定量的な分析が含まれることになる。

20.2保険会社の財政状態についての開示には、保険契約準備金の算定について
適切に詳細な定量的および定性的情報が含まれる。保険契約準備金は、適切な

セグメント毎に表示される。この開示には、保険契約者および市場参加者に関

連する場合、将来キャッシュフローの仮定、割引率の選択の根拠、および使用

される場合はリスク調整の方法論についての情報、ならびに保険契約準備金を

算定するために使用される方法論を説明するために適切なその他の情報が含ま

れる。

20.2.1グロス・ベースでの保険契約準備金および再保険資産の表示が期待され
る。しかしながら、市場参加者によって適用される業績およびソルベンシーの

典型的な手段に応じた、正味およびグロスの両方をベースにした保険契約準備

金に関する情報を表示することは有益となりうる。

20.2.2 保険契約準備金に関する開示の目的は、それらの保険契約準備金の算定
方法についての理解を市場参加者にもたらすことである。そのようなものとし
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determined. As such, disclosures would be expected to include information about 
the amount, timing and uncertainty of future cash flows in respect of insurance 
obligations.  

20.2.3 Information about the determination and adequacy of technical provisions 
may include the run-off result where applicable. 

20.2.4 Absent exceptional circumstances, information should be disclosed about 
the method used to derive the assumptions for calculating the technical provisions 
including the relative weights placed on current experience and relevant past 
experience and allowances made for future changes. Information may also be 
disclosed about significant changes in assumptions.  

20.2.5 Where the current estimate and margin over the current estimate are 
determined separately, the disclosures may include information about the 
methods used for each of these components of the technical provisions.  

20.2.6 It is proposed that the insurer discloses the methodology by which risk is 
taken into account and the reasons why it is regarded as appropriate. If the 
methodology has changed since the last reporting period, it would be useful if the 
insurer discloses the reasons for the change.  

20.2.7 It may be useful if the insurer provides an outline of any model or models 
used and describes how the range of scenarios regarding future experience has 
been derived.  

20.2.8 A description of any method used to treat acquisition costs and whether 
future profits on existing business have been recognised would be useful.  

て、開示には、保険債務に関連する将来キャッシュフローの金額、タイミン

グ、および不確実性についての情報が含まれることが期待されるだろう。

20.2.3 保険契約準備金の算定および十分性についての情報には、適用可能な場
合、ランオフ結果を含める可能性がある。

20.2.4例外的な状況がない限り、現在の経験および関連するかの経験ならびに
将来の変更についてなされる考慮に対する相対的な比重を含む保険契約準備金

を算定するための、その仮定を導くために用いられる方法についての情報が開

示されるべきである。仮定の重要な変更についての情報もまた開示される可能

性がある。

20.2.5現在推計および現在推計を超えるマージンが別々に算定される場合、開
示には、保険契約準備金のこれらの要素の各々に使用された方法についての情

報を含める可能性がある。

20.2.6保険会社は、リスクが考慮されている方法論およびそれが適切であると
みなす理由を開示するよう提案される。もし、その方法論が前回の報告時期以

降変更された場合には、保険会社がその変更理由を開示するなら、有用となり

うる。

20.2.7保険会社が使用されたモデルの概説を提供し、将来の経験に関する一連
のシナリオがどのようにして導き出されたかを述べるなら、有用となりうる。

20.2.8 新契約費を取り扱うために用いられたあらゆる方法、および、既存事業
についての将来利益が認識されているかどうかについての説明は、有用となる
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20.2.9 It may be appropriate in some circumstances that the insurer discloses the 
surrender values payable.  

20.2.10 Disclosure of a reconciliation of technical provisions from the end of the 
previous year to the end of the current year would be particularly useful.  

20.2.11 It would be usual for technical provisions to be disclosed in two parts:  
• One part that covers claims from insurance events which have already taken 

place at the date of reporting (claims provisions including IBNR provisions and 
IBNER provisions) and for which there is an actual or potential liability  

• Another part that covers losses from insurance events which will take place in 
the future (the sum of provision for unearned premiums and provision for 
unexpired risks also termed premium deficiency reserve).  

This split is particularly important for lines of insurance business for which claims 
may take many years to settle.  

Life insurers

20.2.12 It may be useful if the insurer discloses key information on the assumed 
rates and the method of deriving future mortality and disability rates and whether 
customised tables are applied. The insurer should disclose significant 
assumptions about future changes of mortality and disability rates.  

20.2.13 It may enhance understanding if the insurer discloses the conditions for 
the amount and timing of the allocation of participation features and how such 
features are valued in technical provisions. Disclosure could be made as to 

だろう。

20.2.9一部の状況では、保険会社は、支払可能な解約返戻金を開示することが
適切となるかもしれない。

20.2.10前年末から今年末までの、保険契約準備金の調整表を開示することは、
特に有用となるだろう。

20.2.11通常、保険契約準備金は 2つの部分で開示されることになる：
・ 一つの部分は、報告日時点で既に発生している保険事故からで、現在のま

たは将来の負債である保険金請求をカバーする部分である（IBNR準備金
および IBNER準備金を含む支払備金）

・ もう一つの部分は、将来発生する保険事故からの損失をカバーするべき部

分である（未経過保険料のための準備金および未経過リスクのための準備

金の合計額。また、保険料不足引当金とも呼ばれている。）

この分割は、保険金支払が決済されるまでに多くの年数を必要とすることがあ

る保険事業種目にとって特に重要である。

生命保険会社

20.2.12保険会社が、仮定した利率、ならびに、将来の死亡率および就業不能率
を導く方法、ならびに、カスタマイズされた表が適用されているかどうかにつ

いて主な情報を開示するなら、有用となりうる。保険会社は、死亡率および就

業不能率の将来の変更についての重要な仮定を開示するべきである。

20.2.13保険会社は、有配当性の分配の金額およびタイミングの条件を開示し、
また、こうした特徴がどのようにして保険契約準備金に算定評価されるかを開

示するなら、理解を高める可能性がある。有配当性が、契約のグループの履行
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whether participation features are based on the performance of a group of 
contracts, on the realised/unrealised investment returns from a pool of assets, on 
the profit or loss of the company, or on any other element. Disclosure could also 
be made of the extent to which such features are contractual and/or discretionary. 

20.2.14 It is suggested that the insurer discloses quantitative information on 
minimum participation features and actual distributions to policyholders.  

20.2.15 For example, the following quantitative information can be shown by 
segment: 

• guaranteed policyholder benefits paid  
• additional policyholder benefits paid which arise from profit sharing clauses.  

20.2.16 It may be useful if the insurer discloses the assumptions and 
methodologies employed to value significant guarantees and options, including 
the assumptions concerning policyholder behaviour.  

Non-life insurers 

20.2.17 In order to enable market participants to evaluate trends, non-life insurers 
could disclose historical data about earned premiums compared to technical 
provisions by class of business. To assess the appropriateness of assumptions 
and methodology used for determining technical provisions, non-life insurers 
could disclose historical data on:  

• the run off result  
• claims development.  

20.2.18 To facilitate the evaluation of an insurer’s ability to assess the size of the 

に契約上基づいているか、または、それらが資産のプールからの実現/未実現投
資収益もしくは当該企業の損益またはその他の何らかの要素に基づいている

か、および、裁量権があるかどうかまたはその程度について、開示がなされる

かもしれない。

20.2.14 保険会社は、保険契約者への最低有配当性および実際の支給額につい
ての定量的情報を開示するよう提案される。

20.2.15 例として、以下の定量的情報をセグメントごとに示すことができる：

・ 支払われる、保険契約者への保証付の給付金

・ 利益分配条項から生じる、支払われる保険契約者への追加的な給付金

20.2.16 保険会社が、保険契約者の行動に関する仮定を含む、重要な保証およ
びオプションを評価するために用いられる前提条件および方法論を開示するな

ら、有用となりうる。

損害保険会社

20.2.17市場参加者がトレンドの評価を行えるようにするために、損害保険会社
は、事業分類ごとに、保険契約準備金と比較して、経過保険料についての過去

データを開示できる。保険契約準備金を算定するために用いられた仮定および

方法論の妥当性を評価するために、損害保険会社は、以下についての過去デー

タを開示できる：

・ ラン・オフ結果

・ 保険金支払の推移

20.2.18 発行された保険契約がカバーする損失を補償する契約義務の規模を査
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commitments to indemnify losses covered by the insurance contracts issued, it is 
suggested that insurers disclose historical data on the results of the run off of 
technical provisions set aside in previous accounts.  

20.2.19 It is suggested that insurers provide information on the run off results 
defined below for each part of the technical provisions. The run off result in relation 
to provisions for incurred losses is the difference between: 

• the claims provisions made at the beginning of the financial year, and  
• the sum of the payments made during the year on account of claims incurred 

in previous years and the claims provisions shown at the end of the year for 
such outstanding claims.  

The run off result in relation to provisions for future losses is the difference 
between:  

• the sum of provision for unearned premiums and provision for unexpired risks 
made at the beginning of the year, and  

• an evaluation of the payments made during the year and provisions made at 
the end of the year, in both cases relating to insurance events covered by the 
unearned premiums at the beginning of the year.  

20.2.20 It may be useful if the run off results are disclosed as a ratio of the initial 
provisions for the losses in question. When discounting is used, the effect of 
discounting should be shown separately.  

20.2.21 It is suggested that insurers disclose the run off results over several years 
to enable market participants to evaluate long-term patterns, for example, how 
well the insurer estimates the technical provisions. The length of the time period 
reflects how long-tailed the distribution of losses is for the insurance classes in 

定する保険会社の能力の評価を促進するために、保険会社は、以前の会計にお

いて確保していた保険契約準備金のラン・オフ結果について、過去データを開

示するよう提案される。

20.2.19 保険会社は、保険契約準備金の個々の部分について、以下に定義され
るラン・オフ結果について情報を提供するよう提案される。発生損失のための

準備金に関するラン・オフ結果は、以下の項目間の差異である：

・ 会計年度始に積み立てられる保険金支払準備金、および

・ 過年度中に発生した保険金支払について年度中になされる支払額、およ

び、そのような未払い保険金のための年度末に見られる保険金支払準備金

の合計額

将来損失のための準備金に関するラン・オフ結果は、以下の項目間の差異であ

る：

・ 年度始に積み立てられる未経過保険料のための準備金および 未経過リス

クのための準備金の合計額

・ 年度始の時点で未経過保険料によってカバーされる保険事故に関する両方

のケースにおける、年度中になされる支払および年度末に積み立てられる

準備金の双方の評価

20.2.20ラン・オフ結果は、問題となる損失のための初期準備金に対する比で開
示されるなら有用となりうる。割引が用いられる場合、割引による影響は個別

に示されるべきである。

20.2.21保険会社は、例えば、保険会社がいかに良く保険契約準備金を見積もる
かなどについて、市場参加者が長期的なパターンを評価することができるよ

う、数年間にわたりラン・オフ結果を開示するよう提案される。その期間の長

さは、問題となる保険種類において、損失の分配がどの程度長期であるかを反
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question.  

20.2.22 Except for short-tail business, insurers may disclose information on the 
development of claims in a claims development triangle (see Table 20.1 for an 
example). The claims development triangle shows the insurer's estimate of the 
cost of claims (claims provisions and claims paid) as of the end of each year and 
how this estimate develops over time. This information should be reported 
consistently on an accident year or underwriting year basis and reconcile to 
amounts reported in the balance sheet.  

映するべきである。

20.2.22 短期の事業を除き、保険会社は、保険金支払進展表内で、保険金支払
の推移についての情報を開示できる（例として表 20.１を参照）。保険金支払進
展では、毎年末時点での保険金支払の費用（保険金支払準備金および支払った

保険金）の保険会社による見積り、および、この見積りが長期にわたり、どの

ように推移するかが示されている。この情報は、事故発生年ベースまたは引受

年ベースで一貫して報告されるべきであり、また、貸借対照表で報告されてい

る金額と調整するべきである。
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Table 20.1: Example: Claims development triangle 
This example illustrates a possible format for a claims development 
triangle. 
Accident year  1997 1998 1999 2000 2001  
Claims provisions 
and claims paid at 
the end of the 
accident year  

680 790 823 920 968 

One year later  673 785 840 903   
Two years later  692 776 845    
Three years later  697 771     
Four years later  702      
      Total 
Estimate of 
cumulative claims  

702 771 845 903 968  

Cumulative 
payments  

(650) (689) (570) (350) (217)  

Claims provisions 
(undiscounted)  

52 82 275 553 751 1,713 

Earned premiums  822 933 1,052 1,123 1,215  
When discounting is used:   
Effect of discounting (5) (14) (68) (175) (285) (547) 
Present value 
recognised in 
the balance 
sheet  

 47 68 207 378 466 1,166 

表 20.1： 例： 保険金支払進展表

この例は、保険金支払進展表として用いられうる形式が例示されて

いる。

事故発生年 1997 1998 1999 2000 2001  
事故発生年の期末時

点における保険金支

払準備金および支払

保険金

680 790 823 920 968 

1年後 673 785 840 903   
2年後 692 776 845    
3年後 697 771     
4年後 702      

合計

保険金支払総額の見

積り

702 771 845 903 968  

支払総額 (650) (689) (570) (350) (217)  

保険金支払準備金

（割引前）

52 82 275 553 751 1,713 

経過保険料 822 933 1,052 1,123 1,215  
割引がなされる場合

割引の影響 (5) (14) (68) (175) (285) (547) 
貸借対照表上

で認識されて

いる現在価値
 47 68 207 378 466 1,166 
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20.2.23 Figures used to assess the appropriateness of the assumptions and 
methodology used for determining technical provisions may usefully be calculated 
gross of reinsurance and be supported by an accompanying narrative.  

20.3 Disclosure about the financial position of the insurer includes 
appropriately detailed quantitative and qualitative information about capital 
adequacy. An insurer discloses information that enables users to evaluate 
the insurer’s objectives, policies and processes for managing capital and to 
assess its capital adequacy. This information encompasses the generic 
solvency requirements of the jurisdiction(s) in which the insurer operates 
and the capital available to cover regulatory capital requirements. If an 
internal model is used to determine capital resources and requirements, 
information about the model must be provided, having due regard to 
proprietary or confidential information.  

20.3.1 Information about objectives, policies and processes for managing capital 
assist in promoting the understanding of risks and measures which influence the 
capital calculation and the risk tolerance that is applied.  

20.3.2 It may be useful if the insurer discloses quantitative information to allow 
market participants to assess the quantity and quality of its capital in relation to 
regulatory capital requirements. In particular it may be useful if it sets out available 
capital in components and the amount of capital it holds in each component, 
referencing changes from previous periods.  

20.3.3 It is suggested that the insurer discloses qualitative information about its 
management of capital regarding:  

20.2.23 保険契約準備金を算定するために用いられた仮定および方法論の妥当
性を評価するために用いられた数値は、再保険との総計で役立つように算出さ

れ、また、それに付随する記述によって補完できる。

20.3 保険会社の財政状態についての開示には、資本充分性について詳細な定量
的および定性的情報が含まれる。保険会社は、利用者が、保険会社の資本管理

の目的、方針、および手続きのを評価し、かつ資本充分性を評価することを可

能にする情報を開示する。この情報は保険会社が業務を行う管轄区域の一般的

なソルベンシー要件および、規制上の資本要件に対応するために利用可能な資

本を網羅する。資本リソースおよび要件を算定するために内部モデルが用いら

れる場合、そのモデルについての情報は、秘密情報または機密情報に十分に留

意して提供されなければならない。

20.3.1 資本管理の目的、方針および手続きについての情報は、資本計算に影響
するリスクおよび手段ならびに適用されるリスク許容度への理解を促進する上

で役立つ。

20.3.2 保険会社は、市場参加者が、規制上の資本要件に関連してその資本の量
および質を評価することを可能にするための定量的情報を開示するなら、有用

となりうる。特に、保険会社は前期からの変更を参照しながら、要素における

利用可能な資本および保険会社が個々の要素において保持する資本金額を規定

するなら、有用となりうる。

20.3.3 保険会社は、以下に関する自社の資本管理について定性的情報を開示す
るよう提案される：
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• regulatory capital requirements  
• instruments regarded as available capital  
• the policies and processes for managing capital  
• key risks and measures which influence the capital calculation  
• the insurer’s risk tolerance policy.  

20.3.4 In addition to the differences in the composition of a group for the purposes 
of general purpose financial reporting and supervision as outlined in Guidance 
20.0.14, there may be a further difference in the composition of a group for the 
purposes of determining capital adequacy of a group (see ICP 17 Capital 
Adequacy). It may be useful if a description of the group as defined for capital 
adequacy purposes is given and any variation from the composition of the group 
for general purpose financial reporting purposes is explained.  

20.4 Disclosure about the financial position of the insurer includes 
appropriately detailed quantitative and qualitative information about 
financial instruments and other investments by class. In addition, 
information disclosed about investments includes: 

• investment objectives; 
• policies and processes; 
• values, assumptions and methods used for general purpose financial 

reporting and solvency purposes, as well as an explanation of the 
differences (where applicable); and 

• information concerning the level of sensitivity to market variables 
associated with disclosed amounts.  

20.4.1 Where investment management objectives, policies and processes differ 
between segments of the insurer’s investment portfolio, disclosure should be 

・ 規制上の資本要件

・ 利用可能な資本としてみなされる金融商品

・ 資本管理の方針および手続き

・ 資本の計算に影響する主要なリスクおよび手段

・ 保険会社のリスク許容度の方針

20.3.4 指針 20.0.14にまとめられているように、一般目的財務報告および監督
目的のためのグループ構造における差異に加えて、グループの資本充分性を算

定する目的のためのグループ構造 にさらなる差異が存在する可能性がある

（ICP17「資本充分性」を参照）。資本充分性の目的のために定義されたグルー
プについての説明がなされる、また、一般目的財務報告目的のためのグループ

構成のあらゆる多様性も説明されるなら、有用となりうる。

20.4  保険会社の財政状態についての開示には、種類ごとの金融商品およびそ
の他投資について適切に詳細な定量的および定性的情報が含まれる。加えて、

投資について開示される情報には、以下が含まれる：

・ 投資目的；

・ 方針および手続き；

・ 一般目的財務報告およびソルベンシー目的のために用いられる価額、仮定

および方法、（適切な場合に）差異の説明；ならびに

・ 開示金額に関連する市場変数への感応度水準に関する情報。

20.4.1保険会社の投資ポートフォリオのセグメント間で投資管理の目的、方針
およびプロセスが異なる場合、それらの差異の理解を提供するうえで十分な開
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sufficient to provide an understanding of those differences.  

20.4.2 For the purposes of disclosure it may be appropriate if an insurer groups 
assets and liabilities with similar characteristics and/or risks into classes and then 
discloses sufficient information segregated by those classes.  

20.4.3 When providing disclosures around the uncertainty of reported values of 
financial instruments and other investments, it may be useful if the effect of 
derivatives on that uncertainty is disclosed.  

20.4.4 An insurer’s asset portfolio generally consists of many types of instruments 
with a variety of characteristics. These instruments may differ in the manner in 
which they are valued, their expected returns, sensitivity to market variables, level 
of liquidity or constraints on disposal. To allow effective management and 
meaningful analysis of risks and performance, instruments exhibiting similar risk 
and return behaviour need to be grouped. The most common way is grouping 
them by type of asset class. However, for some jurisdictions, grouping by risk 
exposure might be appropriate. It is expected that in those jurisdictions more 
information will need to be disclosed about the risk management techniques used 
to measure the economic effect of risk exposure. Such disclosure may in addition 
include an analysis by type of asset class.  

20.4.5 Materiality considerations should be taken into account when setting up 
asset classes in accordance with the nature, scale and complexity of the insurer 
(see Guidance 20.0.4). Disclosure at an excessive level of segregation may 
overwhelm market participants and incur unnecessary costs for insurers. On the 
other hand, over-aggregation may conceal important information.  

示がなされるべきである。

20.4.2開示の目的で、保険会社は、同様の特徴ならびに/またはリスクを有する
資産および負債を分類してグループ分けし、その後、それらの分類によって区

分された十分な情報を開示するなら、適切となりうる。

20.4.3金融商品およびその他投資について報告される値の不確実性に関して開
示を提供する際、デリバティブによるその不確実性への影響が開示されるな

ら、有用となりうる。

20.4.4保険会社の資産ポートフォリオは、一般的に、多様な特徴を備えた多く
の種類の商品から構成されている。これらの商品は、評価される方法、期待収

益、市場変数への感応度、流動性レベルまたは、処分への制約について異なる

可能性がある。リスクおよび実績の効果的な管理および有意義な分析を可能と

するために、類似のリスクおよび収益行動を提示する商品はグループ化される

必要がある。もっとも一般的な方法は、資産分類の種類ごとにグループ分けす

ることである。しかし、一部の管轄区域においては、リスク・エクスポージャ

ーによるグループ分けが適切である可能性がある。それらの管轄区域において

は、リスク・エクスポージャーの経済効果を測定するために用いられるリスク

管理技術について、より多くの情報を開示することが必要とされることが期待

されている。そのような開示には、資産分類の種類ごとの分析が追加的に含ま

れる可能性がある。

20.4.5 保険会社の性質、規模および複雑性に従って資産分類を設定する際、重
大性の検討が考慮されるべきである（指針 20.0.4を参照）。過度に分離された
開示は、市場参加者を困惑させ、また、不要な費用を保険会社に発生させる可

能性がある。一方で、過度の集約は、重要情報を隠ぺいする可能性がある。
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20.4.6 It may be appropriate if an insurer discloses sufficient information, including 
quantifiable information, about its exposure to:  

• Currency risk  
• Market risk (including interest rate risk)  
• Credit risk  
• Liquidity risk  
• Concentration risk.  

20.4.7 Generally, the return achieved may be disclosed together with the risk 
exposure and investment objective. Disclosure of risk exposures can provide 
market participants with valuable insight into both the level of variability in 
performance that one can expect when economic or market conditions change, 
and the ability of an insurer to achieve its desired investment outcome.  

20.4.8 Guidance 20.4.6 lists key risks related to investment activities. It should be 
noted, however, that these risks may affect both assets and liabilities. Market risk 
arising from interest rate movement is an example. Where an insurer’s liabilities 
for policies issued are valued using market interest rates, both asset and liability 
values change as interest rates move. Furthermore, changes in interest rates may 
also change the amounts that an insurer has to pay for its borrowings. Therefore, 
it is suggested that disclosure of risk exposure includes exposure arising from both 
an insurer’s assets and its liabilities.  

20.4.9 To facilitate the relevant disclosure of risk exposures, it may be appropriate 
if an insurer discloses the intra-period high, median and low exposures where 
there have been significant changes in exposure since the last reporting date. The 

20.4.6 保険会社は、以下に対するエクスポージャーについて、定量化できる情
報を含む十分な情報を開示するなら、適切となりうる：

・為替リスク

・市場リスク（金利リスクを含む）

・信用リスク

・流動性リスク

・集中リスク

20.4.7一般的に、達成される収益は、リスク・エクスポージャーおよび投資目
的と共に、開示されうる。リスク・エクスポージャーの開示は、経済状況およ

び市況が変わった際に予期しうるパフォーマンスの変動性のレベル、および、

望まれる投資成果を達成する保険会社の能力の双方について、有益な見識を市

場参加者に提供しうる。

20.4.8 指針 20.4.6では、投資業務に関連する主要なリスクが挙げられている。
しかしながら、注目すべきは、これらのリスクが資産および負債の双方に影響

を与える可能性があることである。金利の変動から生じる市場リスクが一例で

ある。発行される契約における保険会社の負債が市場の金利を用いて評価され

る場合、資産および負債双方の評価は、金利が変化するにつれて変動する。さ

らに、金利の変化はまた、保険会社がその借入金に対して支払わなければなら

ない金額も変化させる可能性がある。従って、リスク・エクスポージャーの開

示には、保険会社の資産およびその負債の双方から生じるエクスポージャーが

含めるよう提案される。

20.4.9リスク・エクスポージャーの適切な開示を促進するために、保険会社
は、最後の報告日以降、エクスポージャーに重要な変更がある場合、期間内の

最高値、中央値、最低値のエクスポージャーを開示するなら、適切となりう
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amount bought and sold during a reporting period may be disclosed as a proxy for 
turnover. Such risk exposures may be disclosed for each asset class.  

20.4.10 Appropriate disclosure of risk measures may usefully reflect the model 
used by the insurer in managing its market risk and where relevant, for example, 
include the results of sensitivity tests such as the percentage change in capital 
resources or the change in capital resources as a percentage of total assets 
corresponding to a 100 basis point change in interest rates. Such sensitivity 
measures may also be extended to equity price, property price or foreign currency 
sensitivity.  

20.4.11 For debt securities, information concerning the sensitivity of values to 
market variables including credit spreads may include breakdowns by credit rating 
of issue, type of issuer (e.g. government, corporate) and by period to maturity (see 
Table 20.2 for example).  

20.4.12 On the disclosure of credit risk, in addition to breakdowns on ratings and 
types of credit issuers described in Guidance 20.4.11, it is recommended that an 
insurer discloses the aggregate credit risk arising from off-balance sheet 
exposures.  

る。報告期間中に売買される金額は、売上高の代替として開示されうる。その

ようなリスク・エクスポージャーは、個々の資産分類のために開示されうる。

20.4.10通常、リスク手段の適切な開示には、保険会社が市場リスクを管理する
際に用いるモデルが反映し、かつ、関係する場合には、例えば、金利における

100ベーシスポイントの変化に対応する、資本リソースの変化の割合または総
資産に対する資本リソースの割合の変化のような感応度テストの結果が含まれ

る可能性がある。そのような感応度測定はまた、株価、不動産価格または外国

為替の感応度にまで拡大される可能性がある。

20.4.11 債務証券については、信用スプレッドを含む市場変数に対する価値の
感応度に関する情報には、発行格付け、発行者の種類（例．政府、企業）およ

び満期までの期間ごとの内訳を含めることができる（例えば、表 20.2参照）。

20.4.12 信用リスクの開示について指針 20.4.11に記載されている格付別および
与信先の種類別の内訳に加えて、保険会社は、簿外のエクスポージャーから生

じる信用リスクの合計を開示するよう提案される。
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Table 20.2: Example: Information regarding debt securities  
Economic value  Historical costs 

This year Last year  This year  Last year  
Amo
unt 

As % 
of 

total 
for 
this 

class

Amo
unt 

As % 
of 

total 
for 
this 

class

Am
ount

As % 
of 

total 
for 
this 

class

Amo
unt 

As % 
of 

total 
for 
this 

class
Breakdown by 
credit rating         
AA- or better         
Worse than AA- 
but not worse 
than A-         
Worse than A- 
but not worse 
than BBB-         
Worse than 
BBB- but not 
worse than B-         
Worse than B- 
Unrated         
Breakdown by 
residual 
maturity         
Up to 1 year          
More than 1 
year and up to 3 
years         

表 20.2：例：債務証券に関する情報
経済的価値 取得原価

当年 前年 当年 前年
総計 当該

クラ
スに
おけ
る構
成比
（％）

総計 当該
クラ
スに
おけ
る構
成比
（％）

総計 当該
クラ
スに
おけ
る構
成比
（％）

総計 当該
クラ
スに
おけ
る構
成比
（％）

信用格付け別
の内訳
AA- 以上
A-以上 AA-未満

BBB-以上 A-未
満

B-以上 BBB-未
満

B-未満
未格付
満期までの残
存期間別内訳

1年以下
1年超 3年以下
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More than 3 
years and up to 
7 years         
More than 7 
years and up to 
10 years         
More than 10 
years         
Breakdown by 
type of issuer         
Government         
Semi-
government

77 

Corporate 
securities         

20.5 Disclosure about the financial position of the insurer includes 
appropriately detailed quantitative and qualitative information about 
enterprise risk management (ERM) including asset-liability management 
(ALM) in total and, where appropriate, at a segmented level. At a minimum, 
this information includes the methodology used and the key assumptions 
employed in measuring assets and liabilities for ALM purposes and any 
capital and/or provisions held as a consequence of a mismatch between 
assets and liabilities. 

20.5.1 Where derivatives are used, it may be useful that the disclosures include a 
description of both the nature and effect of their use.  

3年超 7年以下

7 年超 10 年以
下

10年超

発行者別の内
訳
政府
準政府76

社債

20.5 保険会社の財政状態についての開示には、全体的なおよび適切な場合に
は、セグメントレベルで、資産-負債管理(ALM) を含む全社的リスク管理
(ERM)についての適切に詳細な定量的および定性的情報が含まれる。少なくと
も、本情報には、ALM目的の資産および負債を測定する際に用いられる方法論
および主要な仮定ならびに資産と負債間のミスマッチの結果として保持される

資本および/または準備金が含まれる。

20.5.1デリバティブが用いられる場合、開示には、その利用の性質および影響
の双方についての説明が含まれるなら、有用となりうる。

76 Include debt securities issued by statutory bodies or municipalities. 
法定組織または自治体が発行する債務証券を含む。
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20.5.2 Asset-liability management is of paramount importance to insurers. An 
unmatched position may increase the risk of loss but can enhance profitability.  

20.5.3 It may be appropriate if insurers disclose how they approach asset-liability 
management. To achieve this, an insurer could disclose qualitative information 
explaining the appropriateness of its management of assets and liabilities and how 
it is co-ordinated. The explanation could take into account the ability to realise its 
investments quickly, if necessary, without substantial loss, and sensitivities to 
fluctuations in key market variables (including interest rate, exchange rate, and 
equity price indices) and credit risks.  

20.5.4 Where the insurer’s ALM is segmented, e.g. by different lines of business, 
the insurer may disclose information on asset-liability management (ALM) at a 
segmented level.  

20.5.5 It may be appropriate if the insurer discloses the sensitivity of regulatory 
capital resources and provisions for mismatching to: 

• changes in the value of assets  
• changes in the discount rate or rates used to calculate the value of the 

liabilities.  

20.6 Disclosure includes appropriately detailed quantitative and qualitative 
information on financial performance in total and by segmented financial 
performance. Where relevant, disclosures must include a quantitative 
source of earnings analysis, claims statistics including claims development, 
pricing adequacy, information on returns on investment assets and 
components of such returns. 

20.5.2 資産-負債管理は、保険会社にとって最も重要なものである。マッチン
グしていない状態は、損失リスクを増大する可能性があるが、逆に、収益性を

高めることができる。

20.5.3 保険会社は、資産-負債管理にどのようにアプローチするかを開示する
なら、適切となりうる。これを達成するため、保険会社は、自社の資産-負債

管理の適切性およびどのようにしてそれが調整されるかを説明する定性的情報

を開示しうる。その説明では、必要な場合に、大きく損なうことなく迅速に投

資を実現する能力、ならびに、主な市場変数（金利、為替レートおよび株価指

数を含む）および信用リスクの変動に対する感応度が考慮されうる。

20.5.4 保険会社の ALMが、例えば、様々な事業種類によって分類される場合
には、保険会社は、資産-負債管理(ALM)についての情報をセグメントレベルで
開示する場合がある。

20.5.5保険会社は、以下に対するミスマッチへの規制上の資本リソースおよび
引当金の感応度を開示するなら、適切となりうる：

・資産価値の変動

・割引率の変更または負債価値の算出に用いられる比率の変更

20.6開示には、全体の財務実績およびセグメント別の財務実績について適切に
詳細な定量的および定性的情報が含まれる。適切な場合、開示には、収益分

析、保険金支払の推移を含む保険金支払統計、保険料率設定の充分性、投資資

産収益についての情報、および、そのような収益の要素の定量的情報源が含ま

れていなければならない。
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General financial performance 

20.6.1 The insurer may provide a statement of changes in equity showing gains 
and losses recognized directly in equity as well as capital transactions with and 
distributions to shareholders, and profit-sharing with policyholders.  

20.6.2 The insurer may disclose information on its operating segments. For each 
segment, the factors used to identify the reportable segments have to be 
disclosed, e.g. the number of contracts or of policyholders.  

20.6.3 An operating segment is a component of an entity that engages in business 
activities from which it may earn revenues and incur expenses and whose 
operating results are regularly reviewed by the entity’s management to make 
decisions about resources to be allocated to the segment. Examples of features 
by which business is segmented are:  

• Type of business: life insurance, non-life insurance, investment management
• Mix of organisational and geographic approach: e.g. Insurance Country X, 

Insurance Country Y, Insurance (other), asset management Country Z.  

20.6.4 These standards do not intend to prescribe a specific format for the 
disclosure of segments and the disclosure of portfolios. Jurisdictions may develop 
a format as well as the threshold of disclosure which is applicable to the insurance 

一般的な財務実績

20.6.1保険会社は、持分において直接認識される利得および損失ならびに、株
主との資本取引および株主への配当および保険契約者への利益分配について示

す持分変動計算書を提供する可能性がある。

20.6.2 保険会社は、事業上のセグメントについて情報を開示する可能性があ
る。個々のセグメントにおいて、例えば契約数または契約者数などの、報告可

能なセグメントを認識する際に用いられる要素が開示されなければならない。

20.6.3事業上のセグメントとは、収益を上げるおよび費用が発生する可能性が
ある事業活動、ならびに、そのセグメントに配分されるリソースについて決定

するために主体の経営陣によってその事業結果が定期的にレビューされる事業

活動に従事する企業の要素である。事業がセグメント化される際の特性の例は

以下の通りである：

・ 事業の種類：生命保険、損害保険、投資管理

・ 組織的および地理的アプローチの混合：例えば、保険Ｘ国、保険Ｙ国、保

険（その他）、資産管理Ｚ国

20.6.4 これらの基準は、セグメントの開示およびポートフォリオの開示向けの
特定の形式を規定することを意図するものではない。管轄区域は、保険業界に

適用可能な形式および開示の閾値を開発する可能性がある77。

77 Under IFRS generally a segment should represent at least 10% of total external revenue to be reportable. However, if after determining the reportable segments, the entity should ensure that the total external 
revenue attributable to those reportable segments is at least 75% of the entity’s total revenue. When the 75% threshold is not met, additional reportable segments should be identified (even if they do not meet the 
10% thresholds), until at least 75% of the entity’s total external revenue is included in its reportable segments.
IFRSにおいて、一般的に、セグメントは、報告可能である対外収入総額の最低 10％を占めるべきである。しかしながら、報告可能な部門を決定した後、その企業は、それらの報告可能なセグメントに帰する対外
収入総額が総収入額の少なくとも 75％に達するよう確保するべきである。75％の閾値が満たされない場合、報告可能なセグメント内に少なくとも 75％の対外収入総額が含まれるまで、（例え 10％の閾値を達成し
ていない場合でも）追加的な報告可能なセグメントが認識されるべきである。
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industry.
77

Technical performance  

20.6.5 The insurer may be expected to provide statements of profit and loss 
(including the technical underwriting account gross and net of reinsurance by 
broad lines of business).  

20.6.6 If the insurer is a cedant, it may disclose gains and losses recognised in 
profit or loss on buying reinsurance.  

20.6.7 It may be appropriate if an insurer provides qualitative and quantitative 
information on technical performance in the areas of pricing adequacy, 
appropriateness of technical provisions, claims statistics, risk concentrations, 
reinsurance and capital and their interaction. Note that the analysis of past 
performance is a major foundation on which the assessment of future risks is 
based.  

Technical performance for non-life insurers 

20.6.8 In order to judge how well insurance premiums cover the underlying risk of 
the insurance contracts and the administration expenses of the insurer (pricing 
adequacy), an insurer may disclose data on:  

• loss ratio  
• expense ratio  
• combined ratio  
• operating ratio.  

技術的実績

20.6.5 保険会社は、（広範な事業ラインごとの再保険との総計およびそれを除
いた技術的引受勘定を含む）損益計算書を提供するよう期待されうる。

20.6.6 保険会社が出再者である場合、再保険を購入する際に純損益に認識され
る利得および損失を開示する可能性がある。

20.6.7保険会社は、保険料率設定の充分性、保険契約準備金の適切性、保険金
支払統計、リスク集中、再保険および資本の分野ならびにそれらの相互関係に

おいて、技術的実績についての定性的および定量的情報を提供するなら、適切

となりうる。ここで留意すべきは、過去の実績の分析は将来リスクの評価が基

にする主な根拠であることである。

損害保険会社に対する技術的実績

20.6.8保険契約の基礎となるリスクおよび保険会社の管理費用をいかに良く保
険料がカバーしているか（保険料率設定の充分性）を判断するために、保険会

社は、以下についてのデータを開示する可能性がある：

・ 損害率

・ 事業費率

・ コンバインドレシオ

・ オペレーティングレシオ
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20.6.9 These ratios should be calculated from the profit and loss account of the 
reporting year and be gross of reinsurance in order to neutralize the effect of 
mitigation tools on the technical performance of the direct business. Gains on 
reinsurance cannot be expected to continue indefinitely without price adjustments 
from reinsurers. Disclosure on reinsurance is described in Guidance 20.7.2. If the 
net ratios are materially different from the gross ratios, then both ratios should be 
disclosed. The ratios should be measured either on an accident year or an 
underwriting year basis.  

20.6.10 When discounting is used, information on the discount rates used and 
method of discounting may be provided. The discount rates should be disclosed 
at an appropriate level of aggregation by duration for example: 

• for each of the next five years  
• average rate for claims expected to be paid after five years.  

20.6.11 The disclosure in Guidance 20.6.10 should be accompanied by 
supporting narrative, over several years as appropriate, to enable market 
participants to better evaluate long term trends. Information relating to previous 
years should not be recalculated to take into account present information. The 
length of the time period may reflect the historical volatility of the particular class 
of insurance business.  

20.6.12 It may be appropriate in the case of high volume, homogeneous classes, 
for direct insurers to disclose statistical information on claims. For instance, they 
could describe the trend in the number of claims and the average size of claims. 
To be relevant, this information needs to be linked to the level of business (e.g. 
number of policies, earned premiums, etc.).  

20.6.9 これらの比率は、報告年度の損益勘定から算出されるべきであり、ま
た、軽減手段が元受契約の技術的実績に与える影響を中立的なものにするべ

く、再保険との総計であるべきである。再保険の利益は、再保険会社からの価

格調整がなくては、永久に存続すると期待することはできない。再保険につい

ての開示は、指針 20.7.2に説明されている。ネットの比率が総計の比率と大き
く異なる場合、どちらの比率も開示されるべきである。その比率は、事故発生

年ベースまたは引受年ベースのいずれかで測定されるべきである。

20.6.10割引が用いられる際には、その用いられる割引率および割引の方法につ
いての情報が提供される可能性がある。割引率は、例えば、以下に示される期

間別に、適切なレベルで集約し、開示されるべきである：

・ 今後 5年間ごと
・ 5年後に支払われることが予想される保険金支払の平均比率

20.6.11 指針 20.6.10の開示は、市場参加者が長期的トレンドをより良く評価で
きるようにするために、必要に応じて数年間にわたり、補完的な記述を伴うべ

きである。前年までに関連する比率は、現在の情報を考慮するために再計算さ

れるべきではない。その期間の長さは、特定の種類の保険事業における過去の

変動性を反映しうる。

20.6.12大量または同種の分類については、元受保険会社は保険金支払について
の統計的情報を開示するなら適切となりうる。例えば、元受保険会社は保険金

支払件数および支払の平均規模のトレンドを説明しうる。この情報は、目的適

合性があるために、事業レベル（例えば、契約数、経過保険料など）に関連さ

せる必要がある。
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20.6.13 In principle, the trend in claims may reflect the development in insurance 
risks. As it is difficult to point to one good measurement method of insurance risk, 
several can be considered but, at a minimum, it would be normal for insurers to 
disclose historical data accompanied by supporting narrative on:  

• the mean cost of claims incurred – i.e., the ratio of the total cost of claims 
incurred to the number of claims – in the accounting period by class of 
business  

• claims frequency - for example, the ratio of the number of claims incurred in 
the reporting period to the average number of insurance contracts in existence 
during the period.  

20.6.14 For non-homogeneous classes, qualitative information will suffice.  

Source of earnings analysis for life insurers 

20.6.15 It may be useful if life insurers disclose expected earnings on in-force 
business. This represents the earnings on the in-force business that were 
expected to be realised during the reporting period based on achieving the 
assumptions used to calculate the technical provisions. Examples of this include 
expected release of risk margins, net management fees, and earnings on 
deposits.  

20.6.16 Life insurers may be expected to disclose the impact of new business. 
This represents the point-of-sale impact on net income of writing new business 
during the reporting period. This is the difference between the premium received 
and the sum of the expenses incurred as a result of the sale and the new technical 
provisions established at the point of sale. This item is also affected by any 
methodology used to defer and amortise acquisition expenses.  

20.6.13 原則として、保険金支払のトレンドには保険リスクの推移が反映され
うる。保険リスクの測定方法のうち、一つの良好な方法を挙げることが難しい

ため、幾つかの方法が検討されうるが、少なくとも、保険会社は通常、以下に

ついての補完的な記述を伴う過去データを開示することとなる：

・ 事業種類別の、会計期間中に発生する保険金支払の平均費用－すなわち、

保険金支払件数に対して発生する保険金支払の総費用の比率－

・ 保険金支払の頻度－例えば、報告期間中の既存保険契約の平均件数に対す

る、同期間中に発生する保険金支払件数の比率

20.6.14 同種でない分類については、定性的な情報で十分である。

生命保険会社に対する収益源分析

20.6.15 生命保険会社は、保有契約に関わる期待収益を開示するなら、有用と
なりうる。これは、保険契約準備金を算定するために用いられる仮定の達成に

基づき、報告期間中に実現されることが期待された保有契約に関わる収益を示

す。これの事例には、リスクマージン、正味管理手数料および預入金に関わる

収益の期待される解放が含まれる。

20.6.16 生命保険会社は、新契約の影響を開示するよう期待されうる。これ
は、報告期間中の新契約引受けの正味収入に関する販売時点の影響を示す。こ

れは、販売時点での、受領保険料と、販売の結果として発生した費用総額およ

び販売時点で設定された新規の保険契約準備金との差額である。この項目は、

新契約費を繰り延べおよび償却するために用いられる方法論によっても影響さ

れる。
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20.6.17 It may be useful if life insurers disclose experience gains and losses. This 
represents gains and losses that are due to differences between the actual 
experience during the reporting period and the technical provisions at the start of 
the year, based on the assumptions at that date. 

20.6.18 Life insurers may be expected to disclose the impact on earnings of 
management actions and changes in assumptions.  

20.6.19 An example source of earnings analysis for a life insurer is provided in 
Table 20.3 below.  

20.6.17 生命保険会社は、経験損益(experienced gains and losses))を開示する
なら、有用となりうる。これは、報告期間中の実際の経験値とその時点での仮

定に基づいた年始時の保険契約準備金との差異による損益を示す。

20.6.18 生命保険会社は、経営活動の収益に関する影響および仮定の変更を開
示するよう期待されうる。

20.6.19 生命保険会社の収益源の分析事例は、以下の表 20.3に示される。
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Table 20.3: Example: Source of Earnings
Segment A Segment B Total 

Current 

Year 

Previous 

Year 

Current 

Year

Previous 

Year

Current 

Year

Previous 

Year

Expected 
earnings on in-
force business 
Impact of new 
business  
Experienced 
gains and losses: 
Investment  
Mortality  
Expenses  
Other  
Management 
actions:  
Changes in 
assumptions  
Earnings on 
surplus  
Other 
Income taxes 
= Net income 

表 20.3：例：収益源
セグメント A セグメント B 合計

本年度 前年度 本年度 前年度 本年度 前年度

保有契約に関わる期待

収益

新契約の影響

経験損益：

投資

死亡率

費用

その他

経営行動：

仮定の変更

剰余に関わる収益

その他

所得税

＝純利益(Net income)
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Investment performance  

20.6.20 Investment performance is one of the key determinants of an insurer’s 
profitability. In addition, for many life insurance policies, returns that policyholders 
receive may be either directly or indirectly influenced by the performance of an 
insurer’s investments. Disclosure of investment performance is therefore essential 
to market participants.  

20.6.21 It may be expected that disclosure of investment performance is made on 
appropriate subsets of an insurer’s assets (for example, assets belonging to the 
insurer’s life insurance business, assets belonging to statutory or notionally 
segregated portfolios, assets backing a group of investment-linked contracts, 
assets grouped as the same asset class).  

20.6.22 For investment performance disclosure related to equity securities, debt 
securities, properties and loans, an insurer may disclose a breakdown of income 
(e.g. dividend receipts, interest income, rental income), realised gains/losses, 
unrealised gains/losses, impairments including changes in loan loss provisions 
and investment expenses. 

20.6.23 It may be appropriate if an insurer separately discloses the impact of 
amortisation and impairment of intangible assets on financial performance.  

20.7 Disclosure about the financial position of the insurer includes 
appropriately detailed quantitative and qualitative information on all 
reasonably foreseeable and relevant material insurance risk exposures and 
their management. This disclosure must include information on its 
objectives and policies, models and techniques for managing insurance 

投資実績

20.6.20  投資実績は、保険会社の収益性の主要な決定要因の一つである。加え
て、多くの生命保険契約において、保険契約者が受け取るリターンは、保険会

社による投資実績によって、直接的または間接的に影響される可能性がある。

投資実績の開示は、従って、市場参加者にとって欠かせないものである。

20.6.21  投資実績の開示は、保険会社の資産の適切な小区分（例えば、保険会
社の生命保険事業に属する資産、法定上または理論上分離されたポートフォリ

オに属する資産、投資と連関する契約のグループを裏付ける資産、同一の資産

分類としてグループ化される資産）に基づいてなされるよう期待されうる。

20.6.22  持分証券、債務証券、不動産および貸付に関連する投資実績の開示に
向けて、保険会社は、収入の内訳（例えば、配当受取、利子収入、賃貸収入）、

実現損益、未実現損益、貸倒引当金の変動を含む減損および投資費用を開示す

る場合がある。

20.6.23  保険会社は、無形資産の償却および減損が財務実績に与える影響を個
別に開示するなら、適切となりうる。

20.7 保険会社の財務状態についての開示には、全ての予測可能でかつ適切な重
大なリスク・エクスポージャーおよびそれらの管理について適切に詳細な定量

的および定性的情報が含まれる。この開示には、その目的および方針、（引受プ

ロセスを含む）保険リスクを管理するためのモデルおよび技法についての情報

が含まれなければならない。少なくとも、開示には、以下が含まれなければな
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risks (including underwriting processes). At a minimum, disclosures must 
include: 

• information about the nature, scale and complexity of risks arising from 
insurance contracts; 

• how the insurer uses reinsurance or other forms of risk transfer; 
• an understanding of the interaction between capital adequacy and risk; 

and 
• a description of risk concentrations.  

20.7.1 This disclosure may include a description of the insurer’s appetite for 
insurance risks and its policies for identifying, measuring, monitoring and 
controlling insurance risks. Such disclosure should be consistent with how the 
risks are being managed, including information on the models and techniques 
used.  

20.7.2 It may be useful if insurers provide information on their reinsurers, the 
adequacy of their reinsurance cover, how reinsurance is obtained and on the 
credit risk of the reinsurance cover.  

20.7.3 The reason for requiring information about how an insurer uses reinsurance 
and other forms of risk transfer is to enable market participants to understand how 
it controls its exposure to insurance risks.  

20.7.4 Since reinsurance programs are often very complex and highly individual, 
quantitative data may be supplemented by qualitative information. A description 
of the insurer’s overall reinsurance cover may be disclosed explaining the net risk 
retained and the types of reinsurance arrangements made (treaty, facultative, 
proportional or non-proportional) as well as any risk mitigating devices that reduce 

らない：

・ 保険契約から生じるリスクの性質、規模および複雑性についての情報；

・ 保険会社が再保険またはその他形態のリスク移転を用いるための方法；

・ 資本充分性とリスク間の関係性の理解；および

・ リスク集中の説明。

20.7.1 この開示には、保険会社の保険リスクの選好度についての説明、およ
び、保険リスクを認識、測定、監視および統制するための方針が含まれうる。

そのような開示は、用いられるモデルおよび技法についての情報を含め、それ

らのリスクが管理されている方法と一貫性を有するべきである。

20.7.2 保険会社は、自社の再保険会社、再保険保障の充分性、再保険を得る方
法、再保険会社および再保険保障の信用リスクについての情報を提供するな

ら、有用となりうる。

20.7.3保険会社が再保険またはその他形態のリスク移転を用いる方法について
の情報を要求する理由は、保険リスクへのエクスポージャーを保険会社が統制

する方法を市場参加者が理解できるようにするためである。

20.7.4再保険プログラムは多くの場合、非常に複雑で個々の差が大きいことか
ら、定量的データは定性的情報で補足されうる。保険会社の全体的な再保険保

障の説明は、保持される正味リスクおよび締結される再保険取決めの種類（再

保険協約、任意再保険、比例式または非比例式再保険）、ならびに、再保険保障

によって生じるリスクを減らすいかなるリスク軽減手段も説明し、開示されう
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the risks arising out of the reinsurance cover. It may be appropriate that the 
reinsurance result – the cost of reinsurance less recovery from reinsurance of 
incurred claims – is disclosed. The cost of reinsurance includes reinsurance 
premiums as well as foregone investment return from these reinsurance 
premiums.  

20.7.5 It may be beneficial if the insurer discloses the total amount of reinsurance 
assets included in the balance sheet, showing separately the reinsurers’ share of 
technical provisions and receivables from reinsurers on settled claims. Further 
quantitative information on reinsurance may be given including:  

• the credit quality of the reinsurers, for example, by grouping reinsurance assets 
by credit rating  

• credit risk concentration of reinsurance assets  
• the proportion of the reinsurers that are supervised  
• the nature and amount of collateral held against reinsurance assets  
• the development of reinsurance assets over time  
• the ageing of receivables from reinsurers on settled claims.  

20.7.6 It may be useful if the insurer discloses the impact and planned action when 
the expected level or scope of cover from a reinsurance/risk transfer contract is 
not obtained.  

20.7.7 Disclosure of risk concentrations includes the significance of those 
concentrations and a description of the extent to which the risk is reduced by 
reinsurance and other risk mitigating elements.  

20.7.8 It would be advantageous if the description of the insurer's risk 
concentrations includes, as a minimum, information on the geographical 

る。再保険の結果－給付金支払額の再保険からの回収額を差し引いた再保険費

用－は開示されるなら、適切となりうる。再保険費用には、再保険料のほか

に、その再保険料により放棄した投資収益もまた、含まれる。

20.7.5 保険会社は、保険契約準備金および既決済の保険金支払額における再保
険会社からの回収額の再保険会社の持分は別途示し、貸借対照表に含まれる再

保険資産の総額を開示するなら、有益となりうる。再保険についてのさらなる

定量的情報が、以下の内容を含め、提供されうる：

・ 例えば、信用格付け別に再保険資産をグループ分けしたこと による、再

保険会社の信用度

・ 再保険資産の信用リスク集中

・ 監督下にある再保険会社の割合

・ 再保険資産に対して保有する担保の性質および金額

・ 時の経過ごとの再保険資産の推移

・ 既決済の保険金支払額における再保険会社からの回収額の経過状況調査

20.7.6保険会社は、再保険／リスク移転契約から、期待されるレベルまたは範
囲の補償が獲得されない場合の、その影響および計画される措置を開示するな

ら、有用となりうる。

20.7.7 リスク集中の開示には、それらの集中の重大さ、ならびに、そのリス 
クが再保険およびその他のリスク軽減要素によって減少する程度の説明が含ま

れるべきである。

20.7.8 保険会社のリスク集中の説明には、少なくとも、保険リスクの地理的集
中、保険リスクの経営部門別集中、および、適切な場合、再保険補償に固有の
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concentration of insurance risk, the economic sectoral concentration of insurance 
risk, and if relevant, the risk concentration inherent in the reinsurance cover.  

20.7.9 It may be appropriate if, as a minimum, the geographical concentration of 
premiums is disclosed. The geographical concentration may be based on where 
the insured risk is located, rather than where the business is written.  

20.7.10 It would be helpful if insurers disclose information on the risk concentration 
inherent in the reinsurance cover. It is suggested that as a minimum, insurers 
disclose the number of reinsurers that it engages, as well as the highest 
concentration ratios. For example, it would be appropriate for insurers to disclose 
their highest premium concentration ratios, which shows the premiums ceded to 
an insurer’s largest reinsurers in aggregate, as a ratio of the total reinsurance 
premium ceded.  

20.7.11 It may useful if insurers consider which other concentrations, in addition 
to those mentioned above, need also to be disclosed.  

20.7.12 It may be useful if insurers include information on the use of derivatives 
to hedge risks. This information could include a summary of internal policies on 
the use of derivatives.  

20.7.13 Where a group (as defined for any of the purposes set out in Guidance 
20.0.15) includes insurers and entities in other businesses, disclosures about risks 
could include the risk exposure of the insurers to those other entities and 
procedures in place to mitigate those risks.  

20.7.14 It is suggested that an insurer discloses whether or not it carries out stress 

リスク集中についての情報が含まれるなら有利となる。

20.7.9 少なくとも、保険料の地理的集中が開示されるなら、適切となりうる。
地理的集中は、契約が引き受けられる場所というよりも、むしろ、付保される

リスクの所在地に基づきうる。

20.7.10 保険会社は、再保険保障に固有のリスク集中についての情報を開示す
るなら役に立つ。少なくとも、保険会社は、最も高い集中比率だけでなく、契

約している再保険会社数も開示するよう提案される。例えば、保険会社にとっ

て、保険会社の最大手再保険会社に出再される保険料総計の、出再された再保

険料総額との比率で示す最も高い保険料集中比率を開示することは適切とな

る。

20.7.11 保険会社は、上記で言及されている集中に加えて、他にどの集中もま
た、開示される必要があるかを検討するなら、有用となりうる。

20.7.12 保険会社は、リスクヘッジのためのデリバティブの利用についての情
報を含めるなら、有用となりうる。この情報には、デリバティブの利用につい

ての内部方針の概要を含めうる。

20.7.13 （指針 20.0.15.で定められているいずれかの目的において定義されてい
る）グループに保険会社および、他事業の企業が含まれる場合、リスクの開示

には、それらの他企業に対する保険会社のリスク・エクスポージャーおよび、

それらのリスクを軽減するために整備される手続きが含まれうる。

20.7.14 保険会社は、投資リスク・エクスポージャーについてストレステスト
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tests or sensitivity analysis on its investment risk exposures, and, if so, it discloses 
the process and types of assumptions used and the manner in which the results 
are used as part of its investment risk management practices.  

20.8 Disclosure includes appropriately detailed information about the 
company profile, including the nature of its business, a general description 
of its key products, the external environment in which it operates and 
information on the insurer’s objectives and the strategies in place to achieve 
them.  

20.8.1 Often the disclosures provided in the company profile section will describe 
the intrinsic nature of the business and the external environment in which the 
insurer operates. The purpose of this section is to assist market participants in 
assessing the strategies adopted by the business. It is the responsibility of the 
insurer to decide how best to structure and present the information.  

20.8.2 Disclosure at an excessive level of detail may overwhelm market 
participants and incur unnecessary costs for the insurer. It is also expected that 
the insurer should avoid generic disclosure. The overall aim of the disclosures is 
to provide a contextual framework to the quantitative information made public.  

20.8.3 It is suggested that the insurer discloses information about its corporate 
structure focusing on material aspects both in terms of the legal entities within the 
corporate structure and the business functions undertaken within the group. The 
disclosures may include any material changes that have taken place during the 
year. Information on and changes in the management, structure and organisation 
of its key functions including investment, risk management, underwriting and 
claims could be disclosed. In the event of differences in the composition of a group 

または感応度分析を実施するかどうかを開示し、また、実施する場合、プロセ

スおよび用いられる仮定の種類ならびに、その結果が投資リスク管理の実務の

一環として用いられる方法について、開示するよう提案される。

20.8 開示には、事業の性質、主要商品の概要、事業を行う外部環境、ならび
に、保険会社の目的および、それらを達成するために整備された戦略について

の情報を含む、会社概要について適切に詳細な情報が含まれる。

20.8.1 会社概要セクションにおいて提供される開示には、事業の本質的な性質
および保険会社が事業を行う外部環境が説明されることが多い。このセクショ

ンの目的は、その事業で採用される戦略の市場参加者による評価を支援するこ

とである。その情報を構築し提示する最適な方法の決定は、保険会社の責任で

ある。

20.8.2 過剰なまでに細かいレベルでの開示は、市場参加者を困惑させ、また、
不要な費用を保険会社に発生させる可能性がある。また、保険会社が、一般的

な開示を拒否するべきであることも期待される。開示の全体的な目標は、公開

された定量的情報に文脈上の枠組みを提供することである。

20.8.3 保険会社は、企業構造内の法的企業およびそのグループ内で引き受けら
れる事業機能の両方の点における重大な側面に焦点を当てて、その企業構造に

ついての情報を開示するよう提案される。その開示には、当該年度中に生じた

重大なあらゆる変更を含む場合がある。投資、リスク管理、引受および保険金

支払いを含む主要機能の管理、構造および、組織についての情報およびそれら

の変更は、開示されうる。監督目的および公衆への報告目的における、（指針

20.3.4に概要が述べられているような）グループ構造の相違点が見られる場
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for supervisory purposes and for public reporting purposes (as outlined in 
Guidance 20.3.4), it is suggested that a description of the entities constituting 
those differences is provided.  

20.8.4 It would be appropriate if the insurer also discloses the main trends and 
factors that have contributed positively or negatively to the development, 
performance and position of the firm.  

20.8.5 It may be useful that the insurer discloses its competitive position and its 
business models (such as its approach to dealing and settling claims, acquiring 
new business, etc) as well as significant features of regulatory and legal issues 
affecting the business. 

20.8.6 The insurer may disclose its financial and non-financial objectives, along 
with the time frames and the strategies for achieving them. This disclosure will 
enable market participants to assess these objectives and the insurer's ability to 
achieve them. It may be appropriate if the insurer also explains significant changes 
in strategy compared to prior years. Disclosures include information about the 
general strategy and objectives, performance management, business rationale 
and underlying risks, the approach to risk tolerance and methods used to reduce 
and/or mitigate risks.  

20.8.7 It may be useful if the insurer discloses the range of risks it faces, including 
the key external and internal risks and opportunities that may affect its ability to 
achieve its objectives. It may also be useful if the insurer also discloses the impact 
of such risks and how the entity is planning to manage them.  

合、それらの相違点を構成している企業についての説明が提供されるよう提案

される。

20.8.4 保険会社は、当該会社の進展、実績および地位にプラスにまたはマイナ
スに影響した主要なトレンドおよび要因もまた、開示するなら適切となる。

20.8.5 保険会社が、（保険金請求を取扱いおよび処理し、新契約を獲得するな
どのアプローチのような）その競争上の地位および事業モデル、ならびにその

事業に影響する規制上および法的な問題点の重大な特性を開示することは、有

用となりうる。

20.8.6 保険会社は、財務上の、および非財務上の目的を、それらを達成するた
めの時間枠および戦略と共に、開示するかもしれない。この開示によって、市

場参加者は、これらの目的および、保険会社がそれらを達成する能力を評価す

ることができるようになるだろう。保険会社はまた、前年と比較した戦略の重

大な変更についても説明するなら、適切となりうる。開示には、一般的な戦略

および目的、実績管理、事業原理および内在するリスク、リスク許容度へのア

プローチ、およびリスクを減らしおよび／または軽減するために用いられる方

法についての情報が含まれる。

20.8.7 保険会社は、主要な外部および内部リスクならびに目的達成のための能
力に影響する可能性のある機会を含む、直面するリスクの範囲を開示するな

ら、有用となりうる。保険会社はまた、そのようなリスクの影響および当該企

業がそれらの管理をどのように計画しているかについても開示するなら、有用

となりうる。
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20.8.8 Suitable disclosure may include a description of the key resources and the 
risks that could have an impact on the insurer’s objectives. Key resources include 
both the financial and non-financial resources available. For non-financial 
resources the insurer may, for example, provide information about its human and 
intellectual capital, processes, systems and reputation.  

20.8.9 Disclosures could include a quantitative analysis of the insurer’s sensitivity 
to changes in key factors taking into account, the effect of derivatives and other 
forms of risk mitigation on that sensitivity (see Table 20.4 for an example of the 
type of sensitivity analysis that could be disclosed).  

20.8.10 It may be appropriate if life insurers disclose sensitivity analysis to the 
changes in mortality and disability assumptions. 

Table 20.4: Example: Sensitivity Analysis of Technical Provisions by Major 
Assumption

Segment A Segment B Total 
Current 
Year 

Previous 
Year 

Current 
Year

Previous 
Year

Current 
Year

Previous 
Year

Interest Rates:  
Expected Income 
Actual Income        
Ratio A/E        

Effect of 1% 
Decrease in Yield 
Curve  

Mortality Rates: 

20.8.8 適切な開示には、主要なリソースおよびその目的に影響を与える可能性
のあったリスクについての記載が含まれる場合がある。主要なリソースには、

利用可能な財務上および非財務上の双方のリソースが含まれる。非財務上のリ

ソースについて、保険会社は、例えば、人的および知的資本、プロセス、シス

テムおよび風評についての情報を提供する場合がある。

20.8.9 開示には、主要な要因の変更に対する保険会社の感応度についての、そ
の感応度へのデリバティブおよびその他のリスク軽減の形態の影響を考慮し

た、定量的な分析が含まれうる。（開示されうる感応度分析の種類の例について

は、表 20.4を参照）。

20.8.10 生命保険会社は、死亡率および就業不能率の仮定の変更に対する感応
度分析を開示するなら、適切となりうる。

表 20.4：例：主要な仮定ごとの、保険契約準備金の感応度分析

セグメント A セグメント B 合計

本年度 前年度 本年度 前年度 本年度 前年度

金利：

予想収入
実際の収入
比率 実際/予想

イールドカーブ 1％
低下による影響

死亡率
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Expected Claims 
Actual Claims        
Ratio A/E        

Effect of 1% 
increase in 
mortality rates  

Admin 
Expenses:  
Expected 
expenses  
Actual expense        
Ratio A/E        

Effect of 1 % 
increase in 
expenses  

Surrenders: 

Expected 
surrenders  
Actual surrenders 
Ration A/E        

Effect of 10 % 
increase in 
surrenders  

Effect of 10% 
decrease in 
surrenders  
Etc        

予想保険金支払額
実際の保険金支払額

比率 実際/予想

死亡率 1％上昇によ
る影響

管理費：

予想費用

実際の費用
比率 実際/予想

管理費 1％上昇によ
る影響

解約：

予想解約率

実際の解約率
比率 実際/予想

解約率 10％上昇に
よる影響

解約率 10％低下に
よる影響

その他
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20.9 Disclosures include the key features of the insurer’s corporate 
governance framework and management controls including how these are 
implemented.  

20.9.1 Where a key business function of an insurer is outsourced in part or in 
whole to external parties (including outsourcing to related entities within the 
insurance group or financial conglomerate), it may be appropriate if the insurer 
describes its outsourcing policy and how it maintains control, ownership and 
oversight over the outsourced function.  

20.9.2 An insurer’s disclosures may appropriately include the manner in which key 
business functions are organised within its organisation structure, the mechanism 
used by the Board to oversee the functions, changes to key personnel and other 
management infrastructure. Such a discussion also demonstrates how the key 
business functions fit into an insurer’s overall risk management framework.  

20.10 Subject to the nature, scale and complexity of an insurer, supervisors 
require insurers to produce, at least annually, audited financial statements 
and make them available to market participants. 

20.10.1 As part of considering the nature, scale and complexity of an insurer for 
the purposes of this standard, where audited financial statements are not available 
(for example some small mutual insurers in some jurisdictions), it may be 
appropriate if supervisors ensure that similar information is publicly available by 
other means. 

20.9 開示には、保険会社によるコーポレート・ガバナンス枠組みおよび経営管
理 が実行される方法を含めた、経営管理の主な特性が含まれるべきである。

20.9.1 保険会社の主要な事業機能の一部または全体が（保険グループまたは金
融コングロマリット内の関連企業への外注を含め）外部団体に外注される場

合、当該保険会社は、その外注方針および外注された機能に対する統制、所有

および監視を維持する方法を説明するなら、適切となりうる。

20.9.2 保険会社の開示には、主要な事業機能が自身の組織構造内で体系化され
る方法、その機能を監視するために取締役会が用いるメカニズム、主要な職員

およびその他の経営基盤の変更が適切に含まれうる。そのような詳述により、

また、主要な事業機能が保険会社の全体的なリスク管理枠組みにどのように適

合するかについて、実証がなされる。

20.10 保険会社の性質、規模および複雑性に従い、監督者は保険会社に対し、
少なくとも年に一度、監査済みの財務諸表を作成し、また、それらを市場参加

者に利用可能となるよう要求する。

20.10.1  本基準の目的のため、保険会社の性質、規模および複雑性を考慮す
る一環として、（例えば一部の管轄区域における小規模な相互保険会社数社な

ど）監査済みの財務諸表が利用可能でない場合、監督者は、同様の情報が他の

手段により公けに利用可能となるよう確保するなら、適切となりうる。
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ICP 21 Countering Fraud in Insurance 
The supervisor requires that insurers and intermediaries take effective 
measures to deter, prevent, detect, report and remedy fraud in insurance. 

Introductory Guidance  

21.0.1 Fraud in insurance (including reinsurance) is a deceptive act or omission 
intended to gain advantage for a party committing the fraud (the fraudster) or for 
other parties. Most jurisdictions have legal provisions against fraud in insurance. 
In many jurisdictions, instances of fraud are criminal acts.  

21.0.2 Fraud in insurance can take many forms and be perpetrated by any party 
involved in insurance, including insurers, insurers’ managers and staff, 
intermediaries, accountants, auditors, consultants, claims adjusters, third party 
claimants and policyholders.  

21.0.3 Fraud poses a serious risk to all financial sectors; fraud in insurance results 
in reputational as well as financial damage and social and economic costs. In the 
insurance sector, both insurers and policyholders bear the costs. Losses caused 
by fraudulent activities affect insurers’ profits and potentially their financial 
soundness. To compensate, insurers raise premiums and this results in higher 
costs for policyholders. Fraud may also result in the policyholder discovering that 
they are not insured for risks they believed were covered, which can have a 
material impact on both customers and businesses. For these reasons, fraud may 
reduce consumer and shareholder confidence. It can affect the reputation of 
individual insurers, insurance groups, the insurance sector and, potentially, 
economic stability more broadly.  

ICP 21 保険詐欺対策
監督者は、保険会社および仲介人が、保険詐欺の防止（deter, prevent）、
摘発、報告および改善をするために、効果的な手段をとることを要求する。

導入指針

21.0.1 （再保険を含む）保険詐欺とは、詐欺を行う当事者（詐欺師）またはそ
の他の関係者が利益を得ることを意図した不正行為または不作為である。大部

分の管轄区域では、保険詐欺に対する法規定を有する。多くの管轄区域では、

詐欺事例は刑事犯罪行為である。

21.0.2 保険詐欺は、多くの形態を取り、保険に関与するいかなる当事者、保険
会社、保険会社の管理職および職員、仲介人、会計士、監査人、コンサルタン

ト、損害調査担当者(保険金調査査定人)、第三者の支払請求者ならびに保険契約
者も実行することがあり得る。

21.0.3  詐欺は、全ての金融セクターに重大な危険をもたらす。保険詐欺は、
結果として、財務的にも名声的にもダメージを与え、社会的および経済的費用

を発生させる。保険セクターにおいては、保険会社と保険契約者の双方がその

コストを負担している。詐欺的活動が引き起こす損失は、保険会社の利益、そ

して、潜在的には財務上の健全性に影響する。その補填のためには、保険会社

は保険料を上げることになるが、その結果として、保険契約者にはコストが増

加することになる。詐欺によって、保険契約者は、保障されていると信じてい

たリスクに保険がかけられていないことを発見することになる場合もあり、顧

客および企業の両者に重大な影響を及ぼし得る。このため、詐欺は、消費者お

よび株主の信頼を損ねる可能性がある。個別の保険会社、保険グループおよび

保険セクターの評判に影響し、場合によっては、より広義においては、経済の
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21.0.4 Countering fraud is in principle the concern of the individual insurers and 
intermediaries. Insurers and intermediaries need to understand and take steps to 
minimise their vulnerability to fraud.  

21.0.5 Responsibility for ensuring that insurers and intermediaries have adequate 
fraud risk management ultimately lies with the Board and Senior Management of 
the insurer or intermediary.  

21.0.6 The supervisor is one of the competent authorities that has an important 
role to play in countering fraud in insurance in its jurisdiction. There may be 
jurisdictions where several authorities have a responsibility for deterring, 
preventing, detecting, reporting and remedying fraud in insurance. 

21.0.7 Fraud in insurance is an issue for supervisors if the risk of fraud is not 
addressed adequately. Therefore, supervisors should pay appropriate attention 
as to whether insurers and intermediaries have adequate and effective policies, 
procedures and controls in place to deter, prevent, detect, report and remedy 
fraud.  

21.0.8 The increasing integration of financial markets and the growing number of 
internationally active insurers and intermediaries make fraud and its potential 
global implications an important issue to address at the international level. 
Therefore, it is important that supervisors communicate with one another in 
addressing fraud across jurisdictions.  

21.0.9 The supervisor should consider the application of these standards, 

安定性にも影響する。

21.0.4 詐欺対策は、原則的には個々の保険会社および仲介人の関心事である。
保険会社および仲介人は、理解し、詐欺に対する脆弱性を軽減させる手段を講

じる必要がある。

21.0.5 保険会社および仲介人が適切な詐欺リスク管理を整備することを確実に
する責務は、最終的には当該保険会社または仲介人の取締役会および上級管理

職にある。

21.0.6 監督者は、管轄区域における保険詐欺対策上、担うべき重要な役割を有
する管轄官庁の一つである。複数の当局が保険詐欺の防止、摘発、報告および

改善する責務を有する、管轄区域が存在する可能性がある。

21.0.7保険詐欺は、詐欺リスクの対処が適切に行われない場合、監督者にとっ
て問題となる。それゆえ、監督者は、保険会社および仲介人が詐欺を防止し、

摘発し、報告し、改善するために、適切で効果的な方針、手続き、および統制

を実施しているか否かについて、適切な注意を払うべきである。

21.0.8ますます高まる金融市場の統合および国際的に事業展開する保険会社お
よび仲介人の増加によって、詐欺およびその潜在的でグローバルな影響は、国

際的なレベルで取組むべき重要課題となる。それゆえ、監督が詐欺に対処する

にあたり、管轄区域を越えて他の監督官と連絡を取り合うことは重要である。

21.0.9 監督者は、単独の業者から大企業まで多岐にわたる様々な事業モデルを
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particularly for intermediaries, taking into account that there are various business 
models ranging from sole traders to large enterprises.  

21.0.10 The IAIS Application paper on deterring, preventing, detecting, reporting 
and remedying fraud in insurance includes guidance on how insurers and 
intermediaries can deter, prevent, detect, report and remedy fraud effectively.  

21.1 Fraud in insurance is addressed by legislation which prescribes 
adequate sanctions for committing such fraud and for prejudicing an 
investigation into fraud. 

21.1.1 Legislation should contain offences and sanctions for committing fraud and 
for prejudicing an investigation into fraud. It should also provide the ability:  

• to obtain documents and information, together with statements made by 
relevant individuals, for intelligence and investigation purposes, for disclosure 
to appropriate authorities;  

• to restrain assets which represent, or are believed to represent, the proceeds 
of fraud; and  

• to confiscate assets which are, or are believed to be, the proceeds of fraud.  

21.1.2 It may be helpful for anti-fraud legislation to provide appropriate civil and 
criminal immunity for fraud reporting in good faith, including where no fraud was 
subsequently found to have occurred.  

21.2 The supervisor has a thorough and comprehensive understanding of 
the types of fraud risk to which insurers and intermediaries are exposed. 
The supervisor regularly assesses the potential fraud risks to the insurance 

考慮して、特に仲介人への、これらの基準の適用について検討すべきである。

21.0.10 IAISの「保険詐欺の防止、摘発、報告および改善に関する適用文書」
は、保険会社および仲介人が、詐欺の防止、摘発、報告および改善をどのよう

に効果的に行うことができるかについてのガイダンスを含む。

21.1  保険詐欺は、そのような詐欺を犯したこと、および詐欺の捜査を妨害した
ことに対する、適切な制裁を定める法令によって扱われる。

21.1.1法令は、詐欺を犯したこと、および詐欺の捜査を妨害したことに対す
る、違反行為および制裁についてもカバーすべきである。また、以下のような

権限を与えるべきである：

・ 情報および調査の目的で、所轄当局に開示するために、関連する人物によ

ってなされた陳述とともに、書類および情報を入手すること；

・ 詐欺による利益である、またはそう思われる資産に制約を課すこと；およ

び

・ 詐欺による利益である、またはそう思われる資産を押収すること。

21.1.2 詐欺対策に関する法令において、その後に詐欺が行われたことが確認さ
れなかった場合を含む、誠実な詐欺報告に対する、適切な民事上および刑事上

の免責を定めることは、有用となりうる。

21.2監督者は、保険会社および仲介人が晒される詐欺リスクの種類への詳細に
わたる包括的な理解を有する。監督者は、保険セクターに対する潜在的な詐欺

リスクを定期的に評価し、それらのリスクに対処するための効果的な手段を講
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sector and requires insurers and intermediaries to take effective measures 
to address those risks.

21.2.1 The supervisor should identify the main vulnerabilities in its jurisdiction, 
taking into account independent risk assessments where relevant, and address 
them accordingly. These are not static assessments. They will change over time, 
depending on how circumstances develop, and how threats evolve.  

21.2.2 The supervisor should have a thorough and comprehensive understanding 
of:  

• the activities undertaken and products and services offered by insurers and 
intermediaries; and 

• internal, policyholder, claims and intermediary fraud.  

21.2.3 The supervisor should consider the potential fraud risks alongside other 
risk assessments (including governance and market conduct) arising from its 
wider duties and be aware of the relevance of fraud to the duties it carries out in 
respect of other ICPs and standards.  

21.3 The supervisor has an effective supervisory framework to monitor and 
enforce compliance by insurers and intermediaries with the requirements to 
counter fraud in insurance. 

21.3.1 The supervisor should issue anti-fraud requirements by way of regulations, 
instructions or other documents or mechanisms that set out enforceable 
requirements with sanctions for non-compliance with the requirements.  

21.3.2 The supervisor should issue guidance to insurers and intermediaries that 

じるよう保険会社および仲介人に求める。

21.2.1監督者は、関連する場合は独立したリスク評価を考慮に入れて、管轄区
域における主な脆弱性を特定し、それに応じてそれらに対処すべきである。こ

れらは、不変の評価ではない。監督者は、状況がどのように展開するか、およ

び脅威がどのように展開するかによって、徐々に変更する予定である。

21.2.2監督者は、以下に関する詳細にわたる包括的な理解を有すべきである：

・ 保険会社および仲介人によって講じられる措置および提供される商品とサ

ービス；ならびに

・ 内部、保険契約者、保険金および仲介人の詐欺

21.2.3監督者は、自身のより広範な義務から生じるその他のリスク評価（ガバ
ナンスおよび市場行為を含む）と並行して、潜在的な詐欺リスクを考慮すべき

であり、その他の ICPおよび基準に関して監督者が果たす義務に対する詐欺の
関連性を認識すべきである。

21.3監督者は、保険会社および仲介人が保険詐欺対策の要件を遵守しているか
を監視し、かつ執行するための効果的な監督上の枠組みを有する。

21.3.1監督者は、当該要件の不履行への制裁を有する法的効力のある要件を設
定する、規則、指示またはその他の関連文書やメカニズムを通じて、詐欺対策

の要件を公表すべきである。

21.3.2監督者は、保険会社および仲介人が詐欺対策を効果的に行い、監督者が
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will assist them to counter fraud effectively and to meet the requirements set by 
the supervisor.  

21.3.3 The supervisor should have sufficient financial, human and technical 
resources to counter fraud, including the resources needed to be able to issue 
and enforce sanctions in relation to complex cases where insurers or 
intermediaries oppose such sanctions.  

21.3.4 The staff of the supervisor engaging in anti-fraud activity should be 
appropriately skilled and provided with adequate and relevant training on 
countering fraud. Examples of issues to be covered under adequate and relevant 
training for the staff of the supervisor include fraud legislation (including offences), 
fraud typologies,  techniques to be used by supervisors to ensure that insurers 
and intermediaries are complying with their obligations, and the issue and 
enforcement of sanctions. Similarly, insurers and intermediaries should provide 
relevant training on anti-fraud measures to Board Members, Senior Management 
and other staff as appropriate.  

21.3.5 The supervisor should take account of the risk of fraud at each stage of the 
supervisory process, where relevant, including the licensing stage. 

21.3.6 The supervisor should assess whether insurers and intermediaries have 
adequate fraud risk management systems in place which are reviewed regularly. 
Insurers and intermediaries should be able to demonstrate to the supervisor that 
they have effective management of their fraud risk and possible risks to their 
solvency or continuity caused by fraud. At a minimum the supervisor should 
assess whether insurers and intermediaries:  

• have effective policies, procedures and controls in place to deter, prevent, 

設定した当該要件を満たすよう支援するガイダンスを、保険会社および仲介人

に対して公表すべきである。

21.3.3監督者は、保険会社および仲介人が制裁に反対する複雑なケースに関連
して、そのような制裁を発令し、執行することを可能にするための必要な資源

を含む、詐欺に取り組むための充分な金銭的、人的および技術的資源を有すべ

きである。

21.3.4詐欺対策の活動に従事している監督者の職員は、適切に熟練し、詐欺対
策に関する適切かつ目的適合的な研修を提供されるべきである。監督者の職員

に対する適切かつ目的適合的な研修でカバーされる問題の事例には、（違法行為

を含む）詐欺に関する法令、詐欺の類型、保険会社および仲介人が自身の義務

を遵守することを確実にするために監督者によって用いられる技法、および制

裁の発令および執行が含まれる。同様に、保険会社および仲介人は、必要に応

じて、取締役会メンバー、上級管理職およびその他の職員に対して、詐欺防止

手段に関する目的適合的な研修を実施すべきである。

21.3.5監督者は、関連する場合には、免許付与を含む監督プロセスの各段階
で、詐欺のリスクを斟酌すべきである。

21.3.6監督者は、保険会社および仲介人が、定期的に見直される適切な詐欺リ
スクの管理システムを整備しているか否か評価すべきである。保険会社および

仲介人は、詐欺リスクおよび詐欺によって引き起こされるソルベンシーまたは

継続性に対する、可能性のあるリスクを効果的に管理できていることを、監督

者に実証できるべきである。少なくとも、監督者は、保険会社および仲介人が

以下を行っているか否かを評価すべきである：

・ 詐欺を防止し、摘発し、報告および改善するための、効果的な方針、手続



- 472 - 

英文 仮訳

detect, report and remedy fraud;  
• have an independent internal audit function and periodically carry out fraud-

sensitive audits; and  
• have allocated appropriate resources to deter, prevent, detect, record and, as 

required, promptly report fraud to the relevant authorities.  

21.3.7 The supervisor should use both off-site monitoring and on-site inspections 
to: 

• evaluate the effectiveness of the internal control system of insurers and 
intermediaries to manage fraud risks; and  

• recommend or require appropriate remedial action where the internal control 
system is weak and monitor the implementation of such remedial actions.  

21.3.8 As particular fraud risks arise from claims, the supervisor should cover 
claims management processes in its supervision. This may include reviewing and 
assessing claims data, the quality of client acceptances, and claims handling 
processes. Regarding the risks of fraud occurring in the underwriting process, the 
supervisor should review relevant processes and controls, in particular those 
concerned with verification of customer information.  

21.3.9 The supervisor should have the power to take appropriate corrective and 
remedial action where insurers and intermediaries do not implement anti-fraud 
requirements effectively or in cases of fraud committed by the insurer or 
intermediary. Depending on the severity of the situation and level of supervisory 
powers, this could include letters to management, directions, fines, the 
suspension of business, the appointment of alternative management and redress 
to customers.  

きおよび統制を実施している；

・ 独立した内部監査機能を有し、詐欺を感知しうる監査を定期的に行う；お

よび

・ 詐欺を防止し、報告し、摘発し、記録し、求めがあれば、速やかに関係当

局に報告するための、適切な資源を配分している。

21.3.7監督者は、以下の目的で、オフサイト・モニタリングおよび立入検査の
両方を用いるべきである：

・詐欺リスクを管理するため、保険会社および仲介人の内部統制システムの有

効性を評価する；および

・内部統制システムが弱い場合は、適切な改善措置を推奨または要求し、その

ような改善措置の実施を監視する。

21.3.8保険金請求から特定の詐欺リスクが発生する場合、監督者は、自身の監
督において、保険金請求の管理プロセスを含めるべきである。これには、保険

金請求のデータ、顧客引受の質および保険金請求の処理プロセスのレビューお

よび評価が含まれうる。引受プロセスにおいて発生する詐欺のリスクに関し

て、監督者は、関連するプロセスおよび統制、特に顧客情報の検証に関係する

ものをレビューすべきである。

21.3.9監督者は、保険会社および仲介人が詐欺対策の要件を効果的に実施しな
い、または保険会社もしくは仲介人が犯した詐欺の場合に、適切な改善措置お

よび是正措置を取る権限を有すべきである。当該状況の深刻さおよび監督上の

権限のレベルに応じて、当該措置には、経営陣への書簡、命令、罰金、業務停

止、代わりの経営陣の任命および顧客への救済が含まれうる。
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21.3.10 Where a supervisor identifies suspected criminal activities in an insurer or 
intermediary it should ensure that relevant information is provided to the financial 
intelligence unit (FIU) and appropriate law enforcement agency and any other 
relevant supervisors.  

21.4 The supervisor regularly reviews the effectiveness of the measures 
insurers and intermediaries and the supervisor itself are taking to deter, 
prevent, detect, report and remedy fraud. The supervisor takes any 
necessary action to improve effectiveness.  

21.4.1 The review of effectiveness should take risk into account and assess 
whether established regulations and supervisory practices are being enforced.  

21.4.2 This review could cover aspects such as: 
• the risks of fraud in the insurance sector and whether these are adequately 

addressed by the risk-based approach of the supervisor  
• the adequacy of the supervisor’s resources and training  
• whether the number and content of on-site inspections relating to anti-fraud 

measures are adequate  
• whether off-site supervision of anti-fraud measures is adequate  
• the findings of on-site inspections, including the effectiveness of training and 

implementation by insurers and intermediaries of anti-fraud measures  
• action taken by the supervisor against insurers and intermediaries  
• input from other authorities with anti-fraud responsibilities, such as information 

on fraud prosecutions and convictions  
• the number and nature of requests for information from other authorities 

concerning anti-fraud matters, and  
• the adequacy of the requirements, guidance and other information provided by 

21.3.10監督者が、保険会社または仲介人において疑わしい犯罪活動を確認した
場合には、監督者は、関連情報を資金情報機関（FIU）および適切な法執行機
関、ならびに他の適切な監督者に提供することを確保すべきである。

21.4 監督者は、詐欺の防止、摘発、報告および改善を行うために監督者、保険
会社および仲介人ならびに監督者自身が取る手段の有効性を定期的に見直す。

監督者は、有効性を向上するために必要な措置を講じる。

21.4.1 有効性のレビューは、リスクを考慮し、設定された規制および監督上の
実務が執行されているかどうかを評価すべきである。

21.4.2 本レビューは、以下のような側面を対象としうる：
・ 保険セクターにおける詐欺のリスク、およびそれらが、監督者のリスクベ

ース・アプローチによって適切に対処されているかどうか

・ 監督者のリソースおよび研修の適切さ

・ 詐欺防止手段に関する立入検査の回数および内容が適切かどうか

・ 詐欺防止手段のオフサイト監督が適切かどうか

・ 保険会社ならびに仲介人による詐欺防止手段の研修および実施の有効性を

含む、立入検査の調査結果

・ 保険会社および仲介人に対して監督者が講じる措置

・ 詐欺の起訴および有罪判決に関する情報など、詐欺対策の責務を有するそ

の他の当局からのインプット

・ 詐欺対策事項に関する、他の当局からの情報要請の回数および性質

・ 引受ける事業に基づいて変動しうるセクターに対して、監督者が提供する
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the supervisor to the sector which may vary on the basis of the business 
undertaken.  

Such reviews should enable the supervisor to identify any necessary actions 
which need to be taken to improve effectiveness.  

21.4.3 The supervisor should consider contributing to or promoting anti-fraud 
initiatives such as: 

• working with relevant industry and trade associations to encourage and 
maintain an industry-wide approach to deterring, preventing, detecting, 
reporting and remedying fraud  

• the establishment of anti-fraud committees consisting of industry or trade 
organisations, law enforcement agencies, other supervisors, other authorities 
and possibly consumer organisations as a platform to address fraud in 
insurance – for example, by discussing trends, risks, policy issues, profiles and 
modus operandi 

• the establishment of a fraud database on suspected and/or confirmed fraud 
attempts; insurers could be requested or required to submit information and 
statistics with respect to these attempts  

• the exchange of information between insurers and intermediaries on fraud and 
fraudsters including, as appropriate, through the use of databases to the extent 
permitted by local legislation  

• the enhancement of consumer/policyholder awareness on insurance fraud and 
its effects through effective education and media campaigns  

• cooperation between organisations involved with combating fraud in the 
insurance sector, such as organisations for accountants, forensic auditors and 
claims adjustors.  

21.4.4 Whenever a supervisor is informed of substantiated suspicious fraudulent 

要件、指針およびその他の情報の適切さ

そのようなレビューは、監督者が、有効性を向上するために講じる必要のある

措置を特定できるようにすべきである。

21.4.3監督者は、以下のような詐欺対策のイニシアチブに貢献し、推進するこ
とを検討すべきである：

・ 詐欺を防止、摘発、報告および改善するための業界規模での取り組みを奨

励または維持するため、関連する業界および事業者団体と共に行動する。

・ 業界もしくは事業者団体、法執行機関、その他の監督者、その他の当局、

および、場合によっては消費者団体から成る詐欺防止の委員会を設置し、

例えば、傾向、リスク、政策課題、プロフィール、および手口について議

論することで、保険詐欺に対処するための基盤とする。

・ 疑惑の持たれるおよび／または確認された詐欺未遂についての詐欺データ

ベースを構築する。保険会社は、詐欺未遂についての情報および統計を提

出するよう、要請または要求される場合もある。

・ 現地の法令で許可される範囲において、必要に応じデータベースの利用に

よることも含め、詐欺および詐欺師に関して保険会社および仲介人間で情

報交換する。

・ 効果的な教育およびメディアキャンペーンを通して、保険詐欺とその影響

について、消費者／保険契約者の認識を向上させる。

・ 会計士、法廷監査人、および保険金査定人の団体などの、保険セクターに

おいて詐欺対策に関与している機関で協力する。

21.4.4監督者は、保険会社、仲介人または保険業界全体に影響を及ぼし得る、
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activities which might affect insurers, intermediaries or the insurance industry as 
a whole, it should consider whether to convey warning information to insurers and 
intermediaries to the extent permitted by local legislation.  

21.4.5 The supervisor should maintain records on the number of on-site 
inspections relating to the combating of fraud measures and on sanctions it has 
issued to insurers and intermediaries with regard to inadequate anti-fraud 
measures.  

21.5 The supervisor has effective mechanisms in place, which enable it to 
cooperate, coordinate and exchange information with other competent 
authorities, such as law enforcement authorities, as well as other 
supervisors concerning the development and implementation of policies 
and activities to deter, prevent, detect, report and remedy fraud in insurance. 

21.5.1 Mechanisms of cooperation and coordination should normally address: 
• operational cooperation and, where appropriate, coordination between 

supervisors and other anti-fraud competent authorities; and  
• policy cooperation and, where appropriate, coordination across all relevant 

anti-fraud competent authorities.  

21.5.2 Where the supervisor identifies suspected fraud in insurers or 
intermediaries it should ensure that relevant information is provided to the FIU and 
appropriate law enforcement agency and any other relevant supervisors. 

21.5.3 The supervisor should take all necessary steps to cooperate and exchange 
information with other relevant authorities. There should be contact by the 
supervisor with the FIU and appropriate law enforcement agency to ascertain any 

裏づけの取れた疑惑の詐欺的行為について情報が伝達される場合にはいかなる

時でも、現地の法令で許可される範囲において、保険会社および仲介人に対し

て警告情報を伝達するか否かについて考慮すべきである。

21.4.5監督者は、詐欺手段の対策に関連した立入検査の数の記録、および不十
分な詐欺防止手段に関して保険会社ならびに仲介人に対して課した制裁の記録

を保持すべきである。

21.5 監督者は、保険詐欺を防止、摘発、報告および改善するための方針および
活動の策定ならびに実施に関して、その他の監督者と共に、法執行当局などの

その他の管轄官庁との協力、調整および情報交換が可能となるような、効果的

なメカニズムを整備する。

21.5.1協力および調整のメカニズムは、通常は、以下に取り組むべきである：
・ 監督者および詐欺対策を行うその他の管轄官庁間との運営上の協力、およ

び必要に応じて調整；ならびに

・ 詐欺対策を行う関連する全ての管轄官庁にわたる政策協力、および必要に

応じて調整。

21.5.2保険会社または仲介人において疑惑の持たれる詐欺を確認した場合、監
督者は、FIUおよび法執行機関、ならびにその他関連する監督者に対して、関
連情報が提供されることを確保すべきである。

21.5.3監督者は、その他の関係当局との協力および情報交換のために必要な全
ての手段を講じるべきである。保険会社および仲介人が有する懸念および表明

した懸念を確認するため、および報告された事例における傾向に関するフィー
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concerns it has and any concerns expressed by insurers and intermediaries and 
to obtain feedback on trends in reported cases.  

21.5.4 The supervisor should consider appointing within its office a contact for 
anti-fraud issues and for liaising with other competent authorities to promote an 
efficient exchange of information.  

21.5.5 The supervisor should maintain records on the number and nature of formal 
requests for assistance made by or received from supervisors or law enforcement 
agencies concerning fraud or potential fraud, including whether the request was 
granted or refused. 

ドバックを入手するため、監督者による、FIUおよび適切な法執行機関／との
窓口を有すべきである。

21.5.4監督者は、局内において、詐欺対策問題のため、およびその他の管轄官
庁と連携体制をとり、効果的な情報交換を推進するため、連絡担当係を任命す

ることを検討すべきである。

21.5.5監督者は、詐欺あるいは潜在的詐欺に関して、監督者または法執行機関
から要求され、受け取った正式な要請の数および特性の記録を、当該要請が承

諾されたか拒否されたかということも含めて、保持すべきである。

ICP 22 Anti-Money Laundering and Combating the Financing of 
Terrorism78

The supervisor requires insurers and intermediaries to take effective 
measures to combat money laundering and the financing of terrorism. In 
addition, the supervisor takes effective measures to combat money 
laundering and the financing of terrorism. 

Introductory Guidance  

22.0.1 Money laundering is the processing of criminal proceeds to disguise their 
illegal origin. Terrorist financing is the wilful provision or collection of funds by any 
means, directly or indirectly, with the unlawful intention that they should be used, 

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78

監督者は、保険会社および仲介人がマネー・ローンダリングおよびテロ資金

供与に対する効果的な措置を講じるよう要求する。さらに、監督者は、マネ

ー・ローンダリングおよびテロ資金供与に対する効果的な措置を講じる。

導入指針

22.0.1マネー・ローンダリングとは、その不正な資金源を隠すように犯罪収益
を処理することである。テロ資金供与は、資金の全額または一部が、以下のよ

うに用いられるはずであるという不法な意図で、または、用いられると知りな

78 ICP 22 Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism was revised in 2013. The new ICP 22 was adopted at the IAIS General Meeting on 19 October 2013. 
 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は 2013年に改定された。新しい ICP 22は、2013年 10月 19日に、総会で採択された。
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or in the knowledge that they are to be used, in full or in part:  

• to carry out a terrorist act(s);  
• by a terrorist organisation; or  
• by an individual terrorist.  

The insurance sector and other financial services sectors are potentially at risk of 
being misused, knowingly or unknowingly, for money laundering (ML) and the 
financing of terrorism (FT). This exposes them to legal, operational and 
reputational risks.  

22.0.2 This ICP and related standards and guidance on anti-money laundering 
(AML) and combating the financing of terrorism (CFT) apply at a minimum to the 
supervision of those insurers and intermediaries underwriting or placing life 
insurance and other investment-related insurance.  

22.0.3 The supervisor should have a risk-based approach towards the measures 
that it takes as well as towards those required of insurers and intermediaries.  

22.0.4 The supervisor should, on the basis of an analysis of the risk of ML/FT, 
consider whether or not and to what extent this ICP and related standards and 
guidance should apply to the non-life sector.  

22.0.5 The IAIS Application Paper on combating money laundering and terrorist 
financing79 provides instructive information on what the Financial Action Task 

がら、直接もしくは間接に、何らかの手段で資金を故意に提供もしくは収集す

ることである：

・ テロ行為を実行するため；

・ テロ組織によって；または

・ 個別のテロリストによって。

保険セクターおよびその他の金融サービスのセクターは、意識してまたは無意

識のうちに、マネー・ローンダリング（ML）およびテロ資金供与（FT）に悪用
されるおそれがある。このことは保険会社および仲介人を法的リスク、オペレ

ーショナル・リスク、および風評リスクにさらす。

22.0.2マネー・ローンダリング対策(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)に関す
る本 ICPおよび関連する基準および指針は、最低でも、生命保険および他の投
資関連保険を引受ける、または募集する保険会社および仲介人に適用される。

22.0.3監督者は、監督者が講じる措置、ならびに保険会社および仲介人が要求
される措置についてリスクベースアプローチを有するべきである。

22.0.4監督者は、ML/FTリスクの分析を基礎として、本 ICPならびに関連する
基準および指針が損害保険セクターにも適用されるべきかどうか、およびどの

程度適用されるべきかを検討すべきである。

22.0.5IAISの「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する適用
文書」79は、法律および強制力のある手段により、金融活動作業部会(FATF)が

79 This Application Paper is intended to provide specific information for insurance supervisors and the insurance sector in tailoring AML/CFT standards to the specific practices and features of the insurance sector. 
The ICP and the Application Paper do not replace the FATF’s requirements. 

 本適用文書は、保険セクター特有の実務および特性に合わせて AML/CFT基準を調整する上で、保険監督者および保険セクターに具体的な情報を提供することを目的としている。本 ICPおよび適用文書は、FATF
要件に置き換わるものではない。
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Force (FATF) requires by way of law and enforceable means, and provides 
information on how insurers and insurance intermediaries can meet the FATF’s 
AML/CFT requirements.  

The FATF Recommendations and the IAIS approach 

22.0.6 The FATF is an inter-governmental body, established to set international 
standards for AML/CFT. The FATF has developed recommendations on 
AML/CFT (collectively referred to here as “FATF Recommendations”), some of 
which are applicable to the insurance sector.  

22.0.7 The FATF Recommendations apply at a minimum to the underwriting and 
placement of life insurance and other investment-related insurance. In addition, 
where the non-life sector, or part of that sector, is assessed by a jurisdiction as 
posing a ML/FT risk the FATF standards require that the jurisdiction considers 
applying the FATF standards to that sector.  

22.0.8 The FATF requires jurisdictions to designate a competent authority or 
authorities to have responsibility for ensuring that financial institutions (including 
insurers and intermediaries) adequately comply with the FATF Recommendations 
to combat ML/FT. The AML/CFT competent authority is often designated by a 
jurisdiction’s legislation. There may be jurisdictions where several authorities have 
AML/CFT responsibilities for the insurance sector.  

22.0.9 Insurance supervisors are not always designated as the competent 
authority for AML/CFT in their jurisdiction. Other competent authorities could 
include law enforcement agencies, and a financial intelligence unit (FIU) which 
serves as a national centre for receiving and analysing information (such as 

要求するものに関する有益な情報を提供し、また、保険会社および保険仲介人

が FATFの AML/CFT要件を充足できる方法に関する情報を提供する。

FATFの勧告および IAISのアプローチ

22.0.6FATFは政府間組織であり、AML/CFTのための国際基準を定めるために
設立された。FATFは、AML/CFTに関する勧告（ここでは、まとめて「FATF
の勧告」と称する）を策定しており、これらの一部は保険セクターに適用され

る。

22.0.7FATF勧告は、最低でも、生命保険および他の投資関連の保険の引受けお
よび募集に適用される。さらに、管轄区域によって、損害保険セクターまたは

当該セクターの一部が ML/FTリスクを引き起こすと評価された場合は、FATF
基準では、管轄区域が当該セクターへの FATF基準の適用について検討するよ
う要求する。

22.0.8FATFは、管轄区域に対して、（保険会社および仲介人を含む）金融機関
が ML/FT対策のために FATFの勧告を十分に遵守するよう徹底する責任を有す
る権限ある当局を指定するよう要求する。AML/CFTに関する権限ある当局は、
多くの場合、管轄区域の法令によって指定される。保険セクターの AML/CFT
の責任を複数の当局が有する管轄区域が存在するかもしれない。

22.0.9保険監督者は、自身の管轄区域で必ずしも AML/CFTに関する権限ある
当局として指定されるわけではない。その他の権限ある当局には、法執行機

関、および情報の授受および分析（疑わしい取引の報告など）、ならびに潜在的

な ML/FTに関する情報提供を行う国立センターとしての役割を果たす資金情報
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suspicious transaction reports) and disseminating information regarding potential 
ML/FT. However, while the insurance supervisor may not be the designated 
competent authority, this does not absolve it from understanding the risk of ML/FT 
to the insurance sector and taking steps to help combat ML/FT.  

22.0.10 Therefore the standards and guidance related to this principle are divided 
into two parts. Part A applies where the insurance supervisor is a designated 
AML/CFT competent authority or acts on behalf of a designated competent 
authority. Part B applies where the insurance supervisor is not a designated 
AML/CFT competent authority for the insurance sector. To demonstrate 
observance of this ICP the supervisor must meet the requirements of the 
standards in either part A or part B according to the circumstances of the 
jurisdiction. 

Part A: Where the insurance supervisor is a designated AML/CFT competent 
authority 

22.1 The supervisor has a thorough and comprehensive understanding of 
the ML/FT risks to which insurers and intermediaries are exposed, and uses 
available information to assess the ML/FT risks to the insurance sector in 
its jurisdiction on a regular basis. 

Understanding ML/FT risks 

22.1.1 The supervisor should have a thorough and comprehensive understanding 
of the ML/FT risks to which insurers and intermediaries are exposed arising from 
the activities undertaken and products and services offered by insurers and 

機関（FIU）が含まれうる。しかしながら、保険監督者が指定された権限ある当
局とはならない可能性があるとはいえ、これにより、当該監督者が、保険セク

ターに対するML/FTのリスクを理解し、ML/FT対策を支援するための措置を取
ることを免除されるわけではない。

22.0.10したがって、本プリンシプルに関連する基準および指針は 2つの部分に
分かれている。パート Aは保険監督者が指定された AML/CFTの権限ある当局
である、または指定された権限ある当局の代わりに行動する場合に適用され

る。パート Bは、保険監督者が保険セクターに関する指定された AML/CFTの
権限ある当局ではない場合に適用される。本 ICPの遵守を示すために、監督者
は、管轄区域の状況に応じてパート Aまたはパート Bのどちらかの基準の要件
を満たさなければならない。

パート A：保険監督者が指定された AML/CFTの権限ある当局の場合

22.1監督者は、保険会社および仲介人がさらされているML/FTのリスクに関し
て、十二分かつ包括的に理解し、かつ、定期的に自身の管轄区域内での保険セ

クターに対するML/FTリスクを評価するために入手可能な情報を用いる。

ML/FTリスクの理解

22.1.1監督者は、保険会社および仲介人が行う業務、ならびに提供する商品お
よびサービスから生じ、保険会社および仲介人がさらされている ML/FTリスク
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intermediaries.
80

22.1.2 The following features may increase the ML/FT risk profile of an insurance 
product/service: 

• acceptance of payments or receipts from third parties  
• acceptance of very high value or unlimited value payments or large volumes 

of lower value payments  
• acceptance of payments made in cash, money orders or cashier cheques  
• acceptance of frequent payments outside a normal premium policy or payment 

schedule  
• allowance of withdrawals at any time with limited charges or fees  
• acceptance to be used as collateral for a loan and/or written in a discretionary 

or other increased risk trust  
• products with features that allow loans to be taken against the policy 

(particularly if frequent loans can be taken and/or repaid with cash)  
• products that allow for high cash values  
• products that accept high amount lump sum payments, coupled with liquidity 

features  
• products with cooling off provisions

81 
where the request is made to send the 

refunded monies to an unrelated third party, a foreign financial institution, or to 
an entity located in a high risk jurisdiction  

• products that allow for assignment without the insurer being aware that the 
beneficiary of the contract has been changed until such time as a claim is made 

• the extent and nature of cross-border activity.  

に関して、十二分かつ包括的に理解すべきである。80

22.1.2以下の特徴は、保険商品／サービスのML/FTリスク・プロファイルを増
大させうる：

・ 第三者からの支払い、または受取の承諾

・ 非常に高額、もしくは無制限の価額の支払い、または大量の低額の支払い

の承諾

・ 現金、為替、または小切手による支払いの承諾

・ 通常の保険料または通常の支払いスケジュールの範囲を超えた、頻繁な支

払いの承諾

・ 限られた手数料またはフィーでの常時の引き出しの容認

・ 貸付金の担保としての使用および／または任意信託もしくは他の増加リス

ク信託での引き受けの承諾

・ 契約貸付が認められる特徴を有する商品（特に、頻繁に貸付が行われる、

および／または頻繁に現金で返済される場合）

・ 高額な解約返戻金が得られる商品

・ 流動性の特徴を持つ、高額な一時支払いを容認する商品

・ 無関係の第三者、外国の金融機関またはリスクの高い管轄区域の企業に対

して返金するよう要請がある場合の、クーリング・オフの条項81を伴う商

品

・ 保険金支払請求がされる時点まで、保険会社が当該契約の保険金受取人が

変更されたことを知らずに、契約の譲渡が可能となる商品

・ 国境を越えた活動の程度および性質

80 The Financial Action Task Force has published a paper: Risk-Based Approach: Guidance for the Life Insurance Sector (October 2009). The IAIS expects this paper to be revised after 2013. 
金融活動作業部会は、「リスクベース・アプローチ：生命保険セクターのための指針」ペーパーを公表した（2009年 10月）。IAISは、本文書が 2013年以降に改訂されると見込んでいる。

81 Provisions that allow a policy to be cancelled within a stipulated timeframe and the premiums paid to be refunded (in some jurisdictions these are known as “free look”). 
一定期間内であれば契約の撤回が認められ、支払済みの保険料を返金してもらえる条項（一部の管轄区域では、「フリー・ルック」として知られている）。
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It should be noted that some of the above features can be expected over the 
course of a long-term insurance contract and are not necessarily inherently 
suspicious.  

22.1.3 Examples of how ML/FT can occur in insurance are provided in the IAIS 
Application Paper on combating money laundering and terrorist financing.  

Assessing ML/FT risks  

22.1.4 The supervisor should use available information to assess the main ML/FT 
risks

82 
to the insurance sector in their jurisdiction and address them accordingly. 

Such risk assessments may provide for recommendations on the allocation of 
responsibilities and resources at the jurisdictional level based on a comprehensive 
and up-to-date understanding of the risks. These are not static assessments. They 
will change over time, depending on how circumstances develop, and how risks 
evolve. For this reason risk assessments should be undertaken on a regular basis 
and kept up to date.  

22.1.5 The supervisor should consider the potential ML/FT risks alongside other 
risk assessments (including governance and market conduct) arising from its 
wider duties and be aware of the relevance of ML/FT to the duties it carries out in 
respect of other ICPs and standards.  

22.1.6 When a jurisdiction-wide risk assessment has been conducted, the 

上述の特徴のいくつかについては、長期保険契約の経過とともに予想されうる

ものであり、必ずしも本質的に疑わしいものではないことが明記されるべきで

ある。

22.1.3保険においてML/FTがどのように生じうるかについての事例は、IAISの
「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する適用文書」で提供

される。

ML/FTリスクの評価

22.1.4監督者は、自身の管轄区域内での保険セクターに対する主な ML/FTリス
ク82を評価するために入手可能な情報を用い、それらにしかるべく対応すべきで

ある。そのようなリスク評価では、リスクについての包括的かつ最新の理解に

基づいて、管轄区域毎の責任および資源の配分に関する勧告を規定することも

できる。これらは統計的な評価ではない。当該評価は、状況がどのように進展

するか、およびリスクがどのように生じるかに応じて、時と共に変化する。し

たがって、リスク評価は、定期的に実施されるべきであり、かつ、最新のもの

に維持されるべきである。

22.1.5監督者は、自身のより広範な責務から生じる他のリスク評価（ガバナン
スおよび市場行為を含む）と併せて、潜在的なML/FTリスクを考慮すべきであ
り、また、監督者は、他の ICPおよび基準について、自身が遂行する責務に対
する ML/FTの関連性を認識しているべきである。

22.1.6管轄区域全体にわたるリスクの評価が行われる場合、監督者はその評価

82 For the purposes of this ICP ‘risk’ encompasses the concepts of vulnerabilities and threats. 
本 ICPの目的において、「リスク」には、脆弱性および脅威の概念を含む。
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supervisor should have access to it and take account of it. The supervisor should 
participate in such an assessment to inform the assessment and also to improve 
its understanding of the risks.

83 

22.2 The supervisor: 
• issues to insurers and intermediaries enforceable rules on AML/CFT 

obligations consistent with the FATF Recommendations, for matters 
which are not in law; 

• establishes guidance that will assist insurers and intermediaries to 
implement and comply with their respective AML/CFT requirements; and 

• provides insurers and intermediaries with adequate and appropriate 
feedback to promote AML/CFT compliance. 

22.2.1 Whilst the FATF requires the basic obligations of customer due diligence, 
record keeping and the reporting of suspicion to be set in law, the more detailed 
elements for technical compliance may be set in law or enforceable means.

84 
For 

the purpose of this standard these “enforceable means” are described as 
“enforceable rules”.  

22.2.2 Enforceable rules are a document or mechanism that sets out enforceable 
AML/CFT requirements in mandatory language with sanctions for non-compliance 

にアクセスでき、かつそれを考慮するべきである。監督者は、その評価につい

て情報提供し、かつリスクについての理解を深めるために、そのような評価に

参加すべきである83。

22.2  監督者は：
・ 法律にはない事項に関して、保険会社および仲介人に対して、FATFの勧
告と整合的な、AML/CFT義務に関する法的強制力のあるルールを発出す
る；

・ 保険会社および仲介人がそれぞれの AML/CFT要件を実施し、遵守するた
めに役立つ指針を確立する；ならびに

・ AML/CFTの遵守を促進するために、保険会社および仲介人に十分かつ適
切なフィードバックを行う。

22.2.1 FATFが、法律において規定されるべき、顧客管理、記録の保存および疑
わしい取引の届出の基本的な義務を要求しているものの、専門的な遵守につい

てのより詳細な要素は、法律または法的強制力のある手段において規定するこ

とができる。84本基準の目的上、これらの「法的強制力のある手段」は、「法的

強制力のあるルール」として記載される。

22.2.2法的強制力のあるルールは、不遵守に対する処分を含む、強制的な用語
での法的強制力のある AML/CFT要件を規定し、および監督者によって発出ま

83 In February 2013 the FATF published guidance on National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment.
2013年 2月、FATFは、各国のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスク評価に関するガイダンスを公表した。

84 The FATF’s Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems refers to “law”, which is any legislation issued or approved through a Parliamentary 
process or other equivalent means provided for under the country’s constitutional framework, which imposes mandatory requirements with sanctions for non-compliance; and “enforceable means”, which are 
regulations, guidelines, instructions or other documents or mechanisms that set out enforceable requirements in mandatory language with sanctions for non-compliance.
FATFの「FATF勧告への遵守状況および AML/CFT制度の有効性評価のための方法論」では、「法律」について、議会プロセスまたは各国の憲法の枠組下で定める他の同等の手段を通じて発出または承認されるあ
らゆる法令であり、不遵守に対する処分を含む強制的な要件を課すものであると言及し、「法的強制力のある手段」については、不遵守に対する処分を含む、強制的な用語での法的強制力のある要件を規定してい

る、規則、ガイドライン、通達、または他の文書もしくは仕組みであると言及している。
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and which are issued or approved by the supervisor.  

22.2.3 The supervisor should require insurers and intermediaries to take 
appropriate steps to identify, assess and understand their ML/FT risks (for 
customers, jurisdictions, countries or geographic areas; and products, services, 
transactions or delivery channels). The supervisor should also require insurers 
and intermediaries to manage and mitigate the ML/FT risks that have been 
identified.  

22.2.4 The supervisor should promote a clear understanding by insurers and 
intermediaries of their AML/CFT obligations and ML/FT risks. Examples of ways 
to achieve this are to engage with insurers and intermediaries and to provide 
information on supervision. This might include the supervisor providing guidance 
which gives assistance on issues covered under the relevant FATF 
Recommendations, including, as a minimum, possible techniques and methods to 
combat ML/FT and any additional measures that insurers and intermediaries 
could take to ensure that their AML/CFT measures are effective. Such guidance 
may not necessarily be enforceable but will assist insurers and intermediaries to 
implement and comply with AML/CFT requirements.  

22.2.5 Examples of appropriate feedback mechanisms by supervisors may 
include information on current ML/FT techniques, methods and trends 
(typologies), sanitised examples of actual ML/FT, examples of failures or 
weaknesses in AML/CFT systems by insurers and intermediaries and lessons to 
be learned. It may be appropriate for the supervisor to refer to guidance or 
contribute to feedback from other sources, for example industry guidance.  

22.3 The supervisor has an effective supervisory framework to monitor and 

たは承認される文書または仕組みである。

22.2.3 監督者は、保険会社および仲介人に対して、（顧客、管轄区域、国また
は地域、および、商品、サービス、取引または販売チャネルに関する）自身の

ML/FTリスクを認識、評価および理解するための適切な措置を講じるよう要求
すべきである。また、監督者は保険会社および仲介人に対して、認識された

ML/FTリスクを管理および軽減するよう要求すべきである。

22.2.4 監督者は、保険会社および仲介人が自身の AML/CFT義務およびML/FT
リスクについて明確に理解するよう促すべきである。これを実現する方法の例

として、保険会社および仲介人と連携し、かつ、監督に関する情報を提供する

ことがある。これには、最低でも、ML/FT対策のための実行可能な技法および
手法、ならびに保険会社および仲介人が自身の AML/CFT措置が効果的である
よう徹底するために講じることができる追加的な措置を含め、関連する FATF
勧告に従ってカバーされる問題について支援する指針について、監督者が提供

することを含む可能性がある。そのような指針は、必ずしも強制的である必要

はないが、保険会社および仲介人が AML/CFT要件を実施および遵守する際に
支援するものとなる。

22.2.5監督者による適切なフィードバックの仕組みには、最新の ML/FTの手
口、手法および傾向（類型）に関する情報、不適切な部分を削除した実際の

ML/FTの事例、保険会社および仲介人による AML/CFT制度の失敗例または弱
点の事例、および学ぶべき教訓を含めてもよい。監督者は、指針を参照する、

または、例えば業界の指針などの他の情報源からのフィードバックに寄与する

ことが適切となる場合がある。

22.3  監督者は、保険会社および仲介人による AML/CFT要件の遵守を監視
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enforce compliance by insurers and intermediaries with AML/CFT 
requirements. 

22.3.1 The supervisor should take account of the risk of ML/FT at each stage of 
the supervisory process, where relevant, including the licensing stage.  

22.3.2 The supervisor should have adequate financial, human and technical 
resources to combat ML/FT, including resources needed to be able to impose 
sanctions effectively in relation to complex cases where supervisory action is 
resisted by insurers or intermediaries.  

22.3.3 The supervisor should subject insurers and intermediaries to supervisory 
review (off-site monitoring and/or on-site inspection) of their compliance with the 
AML/CFT requirements and, on the basis of the information arising from such 
monitoring and any other information acquired, assess the ML/FT risk profile of 
the insurer or intermediary.  

22.3.4 The frequency and intensity of supervisory review should be based on:  
• the ML/FT risks and the policies, internal controls and procedures of each 

insurer and intermediary, as identified by the supervisor’s assessment of their 
risk profile;  

• the ML/FT risks present in the jurisdiction;  
• the characteristics of insurers or intermediaries, in particular their number and 

diversity and the degree of discretion allowed to them under the risk-based 
approach.  

22.3.5 Staff of the supervisor should be appropriately skilled and provided with 
adequate and relevant training for combating ML/FT, including the necessary 

し、執行するための効果的な監督上の枠組みを設けている。

22.3.1監督者は、免許付与の段階を含め、適切であれば、監督上のプロセスの
各段階においてML/FTのリスクを考慮すべきである。

22.3.2監督者は、保険会社または仲介人により監督上の措置が拒否されるよう
な複雑なケースに関連して、効果的に制裁を課すことができるために必要な資

源を含め、ML/FT対策のために十分な財政的、人的、技術的資源を有するべき
である。

22.3.3監督者は、保険会社および仲介人を、その AML/CFT要件への遵守に関
して、監督上のレビュー（オフサイト・モニタリングおよび／または立入検

査）の対象とすべきであり、そのようなモニタリングから生じる情報および取

得したその他の情報に基づいて、保険会社または仲介人のML/FTリスクプロフ
ァイルを評価すべきである。

22.3.4監督上のレビューの頻度および厳密性は、以下に基づくべきである：
・ 監督者による各保険会社および仲介人のリスクプロファイルの評価により

認識された、ML/FTリスク、ならびにそれらの方針、内部統制、および手
続き

・ 管轄区域に存在する ML/FTリスク
・ 保険会社または仲介人の特性で、特に、リスクベースアプローチに基づ

き、それらに認められた裁量の数、多様性および程度

22.3.5監督者のスタッフは、企業の AML/CFT制度および統制の質および有効
性を評価するために必要な技術および知識を含め、ML/FTに対抗するための適
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skills and knowledge to assess the quality and effectiveness of firms’ AML/CFT 
systems and controls.  

22.3.6 The supervisor should require insurers and intermediaries to undertake 
AML/CFT assessments and develop risk profiles of their customers, business 
relationships, distribution channels, products and services and to put in place risk 
management and control measures to address identified risks.  

22.3.7 The supervisor should have the power to take appropriate corrective, 
remedial and enforcement action where insurers and intermediaries do not 
implement AML/CFT requirements effectively.  

22.3.8 The supervisor should also require insurers and intermediaries to provide 
relevant training in AML/CFT to Board Members, Senior Management and other 
staff as appropriate.  

22.4 The supervisor regularly reviews the effectiveness of the measures that 
insurers and intermediaries and the supervisor itself are taking on AML/CFT. 
The supervisor takes any necessary action to improve effectiveness.  

22.4.1 The review should include an assessment of the effectiveness of 
implementation of AML/CFT requirements and of the supervisory approach, 
including but not limited to the extent to which the supervisor’s actions have an 
effect on compliance by insurers and intermediaries.  

22.4.2 This review could cover aspects such as:  
• the risks of ML/FT in the insurance sector and whether these are adequately 

addressed by the risk-based approach of the supervisor;  

切な技術を備え、そのための十分かつ適切な訓練を受けるべきである。

22.3.6監督者は、保険会社および仲介人に対して、AML/CFTの評価を実施し、
自身の顧客、契約関係、販売チャネル、商品およびサービスについてのリスク

プロファイルを策定し、また、認識されたリスクに対応するためのリスク管理

および統制措置を備えておくよう要求すべきである。

22.3.7監督者は、保険会社および仲介人が効果的に AML/CFT要件を実施しな
い場合には、適切な是正措置、改善措置および執行措置を行う権限を有するべ

きである。

22.3.8また、監督者は、保険会社および仲介人に対して、取締役会メンバー、
上級管理職および他の職員に、必要に応じて AML/CFTの適切な訓練を提供す
るよう要求すべきである。

22.4監督者は、AML/CFTに関して、保険会社および仲介人、ならびに監督者
自身が実行中の措置の有効性を定期的にレビューする。監督者は、有効性を向

上させるために必要な行動をとる。

22.4.1当該レビューには、監督者の行動が保険会社および仲介人の遵守状況に
影響を与える範囲を含むが、それに限定されない、AML/CFT要件の実施および
監督上のアプローチの有効性についての評価が含まれるべきである。

22.4.2  当該レビューでは、以下のような側面を対象としうる：
・ 保険セクターにおける ML/FTのリスクで、監督者のリスクベースアプロ
ーチがそれらに十分に対応しているかどうか
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• the adequacy of the supervisor’s resources and training;  
• whether the number and content of on-site inspections relating to AML/CFT 

measures is adequate;  
• whether AML/CFT off-site supervision is adequate;  
• the findings of on-site inspections, including the effectiveness of training and 

implementation by insurers and intermediaries of AML/CFT measures;  
• action taken by the supervisor against insurers and intermediaries;  
• input from other authorities on the insurance sector, such as the number and 

pattern of suspicious transaction reports made by insurers and intermediaries, 
and ML/FT prosecutions and convictions in the insurance sector;  

• the number and nature of requests for information from other authorities 
concerning AML/CFT matters;  

• the adequacy of the requirements, guidance and other information provided by 
the supervisor to the sector;  

• the number and type of ML/FT prosecutions and convictions in the insurance 
sector. 

Such reviews should enable the supervisor to identify any necessary actions 
which need to be taken to improve effectiveness.  

22.4.3 The supervisor should maintain records on the number of on-site 
inspections relating to AML/CFT measures and on sanctions it has issued to 
insurers and intermediaries with regard to inadequate AML/CFT measures.  

22.5 The supervisor has effective mechanisms in place which enable it to 
cooperate, coordinate and exchange information with other domestic 
authorities, such as the financial intelligence unit, as well as with 
supervisors in other jurisdictions for AML/CFT purposes. 

・ 監督者の資源および訓練の妥当性

・ AML/CFT措置に関する立入検査の回数および内容が十分かどうか
・ AML/CFTのオフサイト監督が十分かどうか
・ 保険会社および仲介人による AML/CFT措置の訓練および実施の有効性を
含めた、立入検査での発見事項

・ 保険会社および仲介人に対して監督者が行った措置

・ 保険会社および仲介人が行った疑わしい取引の報告件数およびパターン、

保険セクターにおける ML/FTの起訴および有罪判決などの、保険セクタ
ーに関する他の当局からの情報提供

・ AML/CFTの問題についての、他の当局からの情報提供の要請の件数およ
び特徴

・ 監督者から当該セクターに対して提供される要件、指針、および他の情報

の妥当性

・ 保険セクターにおける ML/FTの起訴および有罪判決の件数および種類

そのようなレビューは、有効性を向上するために講じる必要がある、所要の行

動を監督者が認識できるようにすべきである。

22.4.3監督者は、AML/CFT措置に関する立入検査の回数、および不十分な
AML/CFT措置に関して保険会社および仲介人に対して監督者が発出した制裁に
関する記録を保存すべきである。

22.5監督者は、AML/CFTの目的上、他の管轄区域の監督者のみならず、資金
情報機関などの他の国内当局と監督者自身との、協力、調整および情報交換を

可能にする効果的な仕組みを整備する。
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22.5.1 Mechanisms of cooperation, coordination and exchange of information 
should normally address:  

• operational cooperation and, where appropriate, coordination between the FIU, 
law enforcement agency and supervisors; and 

• policy cooperation and, where appropriate, coordination across all relevant 
AML/CFT competent authorities.  

Effective prevention of ML/FT is enhanced by close cooperation among 
supervisors, the FIU, law enforcement agencies, other competent authorities, and 
insurers and intermediaries.  

22.5.2 Where a supervisor identifies suspected ML/FT in insurers and 
intermediaries, it should ensure that relevant information is provided to the FIU, 
any appropriate law enforcement agency and other relevant supervisors.  

22.5.3 The supervisor should take all necessary steps to cooperate, coordinate 
and exchange information with the other relevant authorities. There should be 
contact by the supervisor with the FIU and appropriate law enforcement agency 
to ascertain any concerns it has and any concerns expressed on AML/CFT 
compliance by insurers and intermediaries, to obtain feedback on trends in 
reported cases and to obtain information regarding potential ML/FT risks to the 
insurance sector.  

22.5.4 The supervisor should consider appointing within its office a contact for 
AML/CFT issues and to liaise with other AML/CFT competent authorities to 
promote an efficient exchange of information.  

22.5.5 The exchange of information is subject to confidentiality considerations. 
These are discussed in ICP 3 Information Exchange and Confidentiality 

22.5.1協力、調整および情報交換の仕組みは、通常、以下について取り扱うべ
きである：

・ 運用上の協力、適切であれば FIU、法執行機関、監督者間の調整；ならび
に、

・ 政策上の協力、また、適切であれば、AML/CFTに権限のある全ての関連
する当局にわたる調整。

ML/FTの効果的な予防は、監督者、FIU、法執行機関、他の関連する当局、なら
びに保険会社および仲介人間の密接な協力によって強化される。

22.5.2監督者が保険会社および仲介人における疑わしいML/FTを認識した場
合、監督者は FIU、あらゆる適切な法執行機関および他の関連する監督者に、
関連する情報が提供されるよう確保すべきである。

22.5.3監督者は、他の関連する当局と協力、調整、および情報交換するために
必要なあらゆる措置を講じるべきである。監督者は、自身が有する懸念ならび

に保険会社および仲介人により AML/CFTの遵守に関して表明された懸念を確
認するために、届出事案の傾向に関するフィードバックを得るために、ならび

に、保険セクターに対する潜在的な ML/FTリスクに関する情報を得るために、
FIUおよび適切な法執行機関と接触を行うべきである。

22.5.4監督者は、自身の当局内に AML/CFT問題の窓口を設けて、他の
AML/CFTの権限ある当局と連携を図り、効率的な情報交換を促進することを検
討すべきである。

22.5.5情報交換は、機密性の留意事項に制約される。これらについては、ICP 3
「情報交換および守秘義務要件」で説明される。
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Requirements.  

Part B: Where the insurance supervisor is not a designated AML/CFT 
competent authority

22.6 The supervisor is aware of and has an understanding of ML/FT risks to 
which insurers and intermediaries are exposed. It liaises with and seeks to 
obtain information from the designated competent authority relating to 
AML/CFT by insurers and insurance intermediaries.  

22.6.1 Where another body is the AML/CFT designated competent authority,
85 

the 
supervisor should consider what effect this may have on its ability to ensure that 
insurers and insurance intermediaries meet supervisory requirements.  

22.6.2 The supervisor should have an understanding of the ML/FT risks to which 
insurers and intermediaries are exposed arising from the activities undertaken and 
products and services offered by insurers and intermediaries.  

22.6.3 The supervisor is able to make a more informed evaluation and judgment 
on the soundness of insurers and intermediaries by receiving information from the 
AML/CFT designated competent authority. Such information may be relevant to 
the risk profile of the insurer or intermediary or to the effectiveness of risk 
management by the insurer or intermediary. The contents of this information may 
include the level of ML/FT risks to which insurers and intermediaries are exposed, 

パート B：保険監督者が指定された AML/CFTの権限ある当局ではない場合

22.6  監督者は、保険会社および仲介人がさらされているML/FTリスクについ
て認識し理解する。監督者は、保険会社および保険仲介人の AML/CFTに関し
て指定された権限ある当局と連携した上で、情報を得るよう努める。

22.6.1他の機関が指定された AML/CFTの権限ある当局である場合85、当該監督

者は、このことにより、保険会社および保険仲介人が監督上の要件を満たすよ

う徹底するための自身の能力に、どのような影響を及ぼすかを考慮すべきであ

る。

22.6.2監督者は、保険会社および仲介人が行う業務、ならびに提供する商品お
よびサービスから生じ、保険会社および仲介人がさらされている ML/FTリスク
に関して、理解すべきである。

22.6.3監督者は、指定された AML/CFTの権限ある当局から情報を入手するこ
とにより、保険会社および仲介人の健全性に関して、より情報に基づいた評価

および判断を行うことができる。そのような情報は、保険会社もしくは仲介人

のリスク・プロファイル、または保険会社もしくは仲介人によるリスク管理の

有効性に関連する場合がある。当該情報の内容には、保険会社および仲介人が

さらされているML/FTリスクの水準、ならびに AML/CFTに関連する監督下の

85 Including where more than one body is designated as a competent authority for AML/CFT. 
複数の機関が AML/CFTに関する権限ある当局として指定される場合を含む。
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and the designated competent authority’s views on the risk management, 
corporate governance and internal control measures of supervised entities 
relevant to AML/CFT.  

22.6.4 The AML/CFT designated competent authority may have information on 
breaches of AML/CFT requirements that should be taken into consideration by the 
supervisor in its supervisory activities, such as when evaluating the Board, Senior 
Management and Key Persons in Control Functions on the basis of suitability 
requirements including when reviewing licence applications.  

22.7 The supervisor has effective mechanisms in place which enable it to 
cooperate, coordinate and exchange information with other domestic 
authorities, such as the financial intelligence unit, as well as with 
supervisors in other jurisdictions for AML/CFT purposes. 

22.7.1 Mechanisms of cooperation, coordination and exchange of information 
should normally address operational cooperation and, where appropriate, 
coordination between the FIU, law enforcement agencies and other supervisors. 
Effective prevention of ML/FT is enhanced by close cooperation among 
supervisors, the FIU, law enforcement agencies, other competent authorities, and 
insurers and intermediaries.  

22.7.2 Where in the course of exercising its supervisory responsibilities the 
supervisor becomes aware of information on ML/FT risks, it should provide 
relevant information to the designated competent authority. Where a supervisor 
identifies suspected ML/FT in insurers and intermediaries, it should ensure that 
relevant information is provided to the FIU, appropriate law enforcement agency 
and any other relevant supervisors.  

企業のリスク管理、コーポレート・ガバナンス、内部統制措置に関する、指定

された権限ある当局の見解が含まれる場合がある。

22.6.4指定された AML/CFTの権限ある当局は、監督者が、免許付与の申請を
見直す場合も含め、取締役会、上級管理職、統制部門の主要人物を適格性要件

に基づいて評価する際など、その監督業務において考慮すべき、AML/CFT要件
の違反に関する情報を有することができる。

22.7 監督者は、AML/CFTの目的上、他の管轄区域の監督者のみならず、資金
情報機関などの他の国内当局と監督者自身との、協力、調整および情報交換を

可能にする効果的な仕組みを整備する。

22.7.1協力、調整および情報交換の仕組みは、通常、運用上の協力、ならび
に、適切であれば FIU、法執行機関、および他の監督者間の調整を取り扱うべ
きである。ML/FTの効果的な予防は、監督者、FIU、法執行機関、他の関連する
当局、ならびに保険会社および仲介人間の密接な協力によって強化される。

22.7.2監督者は、その監督責務を遂行する過程において、ML/FTリスクに関す
る情報に気づいた場合、関連する情報を指定された権限ある当局に提供すべき

である。監督者は、保険会社および仲介人における疑わしい ML/FTを認識した
場合、FIU、適切な法執行機関および他の関連する監督者に、関連する情報が提
供されるよう確保すべきである。
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22.7.3 As part of its cooperation with the AML/CFT designated competent 
authority, the supervisor should provide input into the effectiveness of the 
AML/CFT framework. This may help the designated competent authority in its 
consideration of effectiveness.  

22.7.4 The exchange of information is subject to confidentiality considerations. 
These are discussed in ICP 3 Information Exchange and Confidentiality 
Requirements. 

22.7.3指定された AML/CFTの権限ある当局との協力の一環として、監督者
は、AML/CFTの枠組みの有効性について情報提供すべきである。このことは、
指定された権限ある当局がその有効性を検討する助けとなりうる。

22.7.4情報交換は、機密性の留意事項に制約される。これらについては、ICP 3
「情報交換および守秘義務要件」で説明される。

ICP 23 Group-wide Supervision86

The group-wide supervisor, in cooperation and coordination with other 
involved supervisors, identifies the insurance group and determines the 
scope of group supervision. 

Introductory Guidance 

23.0.1 Involved supervisors should seek agreement amongst themselves on the 
identification of the insurance group, including the head of the insurance group, 
and the scope of group-wide supervision to ensure that gaps or duplication in 
regulatory oversight between jurisdictions do not occur. If agreement cannot be 
reached in a timely manner, the ultimate responsibility for determining the 
identification of the insurance group and scope of group-wide supervision rests 
with the group-wide supervisor. Decisions should be undertaken on a case-by-
case basis and may include discussion with the insurance group. 

ICP 23グループ全体の監督86

グループ全体の監督者は、他の関与する監督者と協力および調整して、保険

グループを特定し、グループ監督の範囲を決定する。

導入指針

23.0.1関与する監督者は、管轄区域間での規制上の監視におけるギャップまたは
重複が発生しないことを確保するために、保険グループの支配法人を含む保険グ

ループの特定、およびグループ全体の監督の範囲について、彼ら自身の間で合意

を模索すべきである。タイムリーに合意に達することができなかった場合は、保

険グループの特定およびグループ全体の監督の範囲の決定の最終的な責任は、グ

ループ全体の監督者にある。決定は、ケースバイケースをベースとして行われる

べきであり、また保険グループとの議論を踏まえても良いだろう。

86 2015 年 11 月改訂
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23.0.2 The group-wide supervisor cooperates and coordinates with other involved 
supervisors, and should be accountable for the appropriateness of the 
identification of the insurance group and the determination of the scope of group 
supervision. In particular, in the case of insurance groups that operate on a cross-
border basis, the group-wide supervisor should be able to explain the
appropriateness of the identification of the insurance group and the determination 
of the scope of group supervision to involved supervisors in other jurisdictions. 
The identification of the insurance group and scope of group supervision should 
be reviewed regularly by the group-wide supervisor, in cooperation and 
coordination with other involved supervisors. 

23.0.3 The group-wide supervisor should require the head of the insurance group 
to provide information needed on an ongoing basis to identify the insurance group 
and to determine the scope of group-wide supervision. The head of the insurance 
group provides the information to the group-wide supervisor, who disseminates it 
to the other involved supervisors as needed. 

23.1 The group-wide supervisor, in cooperation and coordination with other
involved supervisors, identifies all legal entities that are part of the
insurance group. 

23.1.1 To ascertain the identity of an insurance group, supervisors should first 
identify all insurance legal entities within the corporate structure.  

Supervisors should then identify all entities which have control over those 
insurance legal entities in the meaning provided for in the definition in ICP 6 
(Changes in Control and Portfolio Transfers). If this results in only one identified 

23.0.2グループ全体の監督者は、他の関与する監督者と協力および調整して、保
険グループの特定およびグループ監督の範囲の決定の妥当性について責めを負

うべきである。特に、クロスボーダー・ベースで営業する保険グループの場合に

は、グループ全体の監督者は、他の管轄区域の関与する監督者に対して、保険グ

ループの特定およびグループ監督の範囲の決定の妥当性を説明できるべきであ

る。保険グループの特定およびグループ監督の範囲は、他の関与する監督者との

協力および調整の下、グループ全体の監督者により、定期的に見直されるべきで

ある。

23.0.3 グループ全体の監督者は、保険グループを特定しグループ全体の監督の
範囲を決定するために必要な情報を継続的に提供するよう、保険グループの支配

法人に対して要求すべきである。保険グループの支配法人は、必要に応じて情報

を提供し、グループ全体の監督者は、他の関与する監督者にこれを配付すべきで

ある。

23.1グループ全体の監督者は、他の関与する監督者と協力および調整して、保険
グループの一員であるすべての法人を特定する。

23.1.1 保険グループの識別を確実にするために、監督者は、まず企業構造内の全
ての保険法人を特定すべきである。

監督者は、その上で、それらの保険法人に対する影響力を持つ ICP6（支配権の
変更および包括移転）の定義において規定された意味を持つすべての企業を特定

すべきである。結果としてこれがただ一つの特定された企業となった場合は、当
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entity, this entity is the head of the insurance group. If there is more than one entity 
with control over the insurance legal entities, supervisors should identify the head 
ofthe insurance group such as the entity which has the greatest level of control 
over the insurance business. 

23.1.2 A practical method for determining the entities within the insurance group 
is often to start with entities included in the consolidated accounts. The head of an 
insurance group including an insurance-led financial conglomerate is at least one 
of the following: 

• an insurance legal entity 
• a holding company 

The identified insurance group includes the head of the insurance group and all 
the legal entities controlled by the head of the insurance group. Legal entities 
within a group could include: 

• operating and non-operating holding companies (including intermediate 
holding companies); 

• other regulated entities such as banks and/or securities companies; 
• non-regulated entities; and 
• special purpose entities. 

In addition to considering the consolidated accounts, the supervisor should 
consider other relationships such as 

• common Directors; 
• membership rights in a mutual or similar entity; 
• involvement in the policy-making process; and 
• material transactions.  

The insurance group may be 

該企業は保険グループの支配法人である。保険法人に対する影響力を持つ複数の

企業が存在する場合は、監督者は、保険グループの支配法人を、保険事業への最

も大きな影響力を持つ企業等として特定すべきである。

23.1.2保険グループ内の企業を特定するための実務的な方法は、多くの場合、連
結財務諸表に含まれる企業から始めることである。保険主導の金融コングロマリ

ットを含む保険グループの支配法人は、少なくとも以下のうちの一つである：

・ 保険法人

・ 持株会社

特定された保険グループは、保険グループの支配法人および保険グループの支配

法人の影響下にあるすべての法人を含む。グループ内の法人は以下を含みうる：

・ 事業持株会社および純粋持株会社（中間持株会社を含む）

・ 銀行および/または証券会社等のその他の被規制事業体
・ 非規制事業体および

・ 特別目的事業体

さらに、監督者は、連結会計の考慮に加え、以下のようなその他の関係性を考慮

すべきである。

・ 共通の取締役

・ 相互会社または類似する企業の会員権

・ 政策決定プロセスへの関与および

・ 重大な取引保険グループは以下であるかもしれない：

・ 銀行主導または証券主導の金融コングロマリットの小区分／部分
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• a subset/part of a bank-led or securities-led financial conglomerate; or 
• a subset of a wider group, such as a larger diversified conglomerate with both 

financial and non-financial entities. 

23.1.3 Examples of the types of group structures that could be captured by the 
definition of insurance groups are provided in the diagrams below (Figure 23.1, 
23.2, 23.3 and 23.4). These examples are for purposes of illustration only, and are 
not intended to set forth all possible forms of insurance groups. 

23.1.4 The ICPs’ definition of “insurance group” may be different from the
definitions used in other contexts, such as accounting or tax purposes. 

23.2 The group-wide supervisor, in cooperation and coordination with other
involved supervisors, determines the scope of group-wide supervision. 

23.2.1 Involved supervisors should consult and agree on the scope of group-wide 
supervision of the insurance group to ensure that there are no gaps and no 
unnecessary duplication in supervision among jurisdictions. 

A practical method to determine the entities to capture within the scope of group-
wide supervision is to start with entities included in the consolidated accounts. 
Entities that are not included in consolidated accounts should be included if they 
are relevant from the perspective of risk (non-consolidated entities also subject to
supervision) or control. The entities that may be captured within the scope of 
group-wide supervision may either be incorporated or unincorporated. 

23.2.2 In considering the risks to which the insurance group is exposed it is
important to take account of those risks that emanate from the wider group within 

・ 金融機関と非金融機関の双方を含むより大きく多様なコングロマリット

のような、より広範なグループの小区分。

23.1.3保険グループの定義によって捕捉されうるグループ構造の種類の事例は、
次の略図（図 23.1, 23.2, 23.3および 23.4）で示される。これらの例は説明のみ
を目的としており、保険グループの考えられるすべての形態を明記することを意

図していない。

23.1.4 ICPの「保険グループ」の定義は、会計または税務目的のような、他の文
脈で用いられる定義とは異なる可能性がある。

23.2グループ全体の監督者は、他の関与する監督者と協力および調整して、グル
ープ全体の監督の範囲を決定する。

23.2.1関与する監督者は、保険グループのグループ全体の監督の範囲について、
相談し合意して、管轄区域間での監督におけるギャップまたは不要な重複が存在

しないことを確保すべきである。

グループ全体の監督の範囲内に捕捉すべき企業を決定するための実務的な方法

は、連結財務諸表に含まれる企業から始めることである。連結財務諸表に含まれ

ない企業は、リスクまたは統制の観点から重要であれば、含まれるべきである（連

結ではない企業も監督の対象となる）。グループ全体の監督の範囲内に捕捉され

る可能性のある企業は、法人化されているかもしれないし、いないかもしれない。

23.2.2保険グループが晒されているリスクを検討する際には、保険グループが事
業を行うより広範なグループから発生するリスクを考慮することが重要である。
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which the insurance group operates. 

23.2.3 Individual entities within the insurance group may be excluded from the 
scope of group-wide supervision if the risks from those entities are negligible or 
group-wide supervision is impractical. 

23.2.4 The exclusion or inclusion of entities within the scope of group-wide
supervision should be regularly re-assessed. 

23.2.5 It should be noted that the supervisory approach to entities/activities within 
the insurance group may vary depending on factors such as their types of 
business, legal status and/or nature, scale and complexity of risks. Although an 
insurance group as a whole should be subject to group-wide supervision, not all 
quantitative and qualitative supervisory requirements applied to an insurance legal
entity should necessarily be applied to other entities within the group, to the 
insurance group as a whole, or to a sub-group collectively. 

23.3 The group-wide supervisor and other involved supervisors do not 
narrow the identification of the insurance group or the scope of group-wide
supervision due to lack of legal authority or supervisory power over
particular legal entities. 

23.3.1 In some jurisdictions, the supervisor may not be granted legal authority or 
supervisory power for the direct supervision of some entities within the identified 
insurance group or the scope of group-wide supervision. These may include legal 
entities regulated in another sector or non-regulated entities within the same 
jurisdiction. 

23.2.3 保険グループ内の個別の企業から発生するリスクが取るに足りないもの
である場合もしくはグループ全体への監督が実務的に非合理的である場合は、そ

れらの企業はグループ全体の監督の範囲から除外される可能性がある。

23.2.4企業をグループ全体の監督の範囲に含むか除外するかは、定期的に再評価
されるべきである。

23.2.5保険グループ内の事業体／活動への監督上のアプローチは、それらの事業
種類、法的地位ならびに／またはリスクの性質、規模および複雑性といった要因

によって多様となりうることに留意すべきである。保険グループ全体は、グルー

プ全体の監督の対象になるべきであるが、保険法人に適用される全ての定量的お

よび定性的な監督上の要件が必ずしも当該グループ内のその他の事業体、保険グ

ループ全体またはサブグループ全体に適用されるべきではない。

23.3グループ全体の監督者およびその他の関係する監督者は、特定の法人に対
する法的権限または監督上の権限の欠如を理由に、保険グループの特定または

グループ全体の監督の範囲を狭めない。

23.3.1一部の管轄区域において、監督者は、特定された保険グループまたはグ
ループ全体の監督の範囲内の一部の事業体に対する直接的な監督を行う法的権

限または監督上の権限を認められないことがある。こうした事業体には、他の

セクターで規制される法人または同じ管轄区域内の非規制事業体を含むことが

ある。
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23.3.2 Where a supervisor has no direct legal power over certain legal entities in 
the scope of the group-wide supervision, the supervisor will use its power over 
regulated entities and/or consult with other involved supervisors to obtain similar 
supervisory outcomes. 

Illustrations to assist the identification of insurance group

Figure 23.1 Insurance Group 

23.3.2 監督者がグループ全体の監督の範囲内の特定の法人への直接的な法的権
限を持たない場合は、監督者は、規制事業体に対する権限を行使する、または

他の関係する監督者と協議の上、同様の監督上の成果を得ることになる。

保険グループの特定を支援するための図解

図 23.1 保険グループ
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図 23.2 金融コングロマリット
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図 23.3 保険主導の金融コングロマリット



- 498 -

英文 仮訳

図 23.4 より広範なグループ
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ICP 24 Macroprudential Surveillance and Insurance Supervision 
The supervisor identifies, monitors and analyses market and financial 
developments and other environmental factors that may impact insurers 
and insurance markets and uses this information in the supervision of 
individual insurers. Such tasks should, where appropriate, utilise 
information from, and insights gained by, other national authorities.

24.1 The supervisor identifies underlying trends within the insurance sector 
by collecting data on, but not limited to, profitability, capital position, 
liabilities, assets and underwriting, to the extent that it has information 
available at the level of legal entities and groups. The supervisor also 
develops and applies appropriate tools that take into account the nature, 
scale and complexity of insurers, as well as non-core activities of insurance 
groups, to limit significant systemic risk. 

24.1.1 The supervisor should identify macroeconomic factors such as, but not 
limited to, level of interest rates, financial market indices, inflation, 
interconnectedness with other financial market participants, catastrophes and 
pandemics that may impact insurers and insurance markets. The supervisor 
should have processes in place to conduct regular market analyses. This enables 
the supervisor to be aware of material changes in market conditions that may 
impact individual insurers, the whole insurance sector, and other financial sectors. 

24.2 The supervisor, in performing market analysis, considers not only past 
developments and the present situation, but also trends, potential risks and 
plausible unfavourable future scenarios with the objective and capacity to 
take action at an early stage, if required. 

ICP 24 マクロ健全性監視および保険監督
監督者は、市場、金融の動向ならびに保険会社および保険市場に影響を及ぼ

す可能性のある他の環境上の要素を、認識し、モニターおよび分析し、か

つ、個々の保険会社の監督において、この情報を利用する。そのような任務

では、適切な場合には、他の国内当局からの情報、およびそれらから得られ

る洞察を活用すべきである。

24.1 監督者は、法人およびグループのレベルで利用可能な保有する情報の範囲
内で、収益性、資本状態、負債、資産および引受に関するが、それらに限定さ

れないデータの収集を通して保険セクター内の基本的な傾向を認識する。監督

者はまた、重大なシステミックリスクを制限するために、保険会社の性質、規

模および複雑性、ならびに保険グループの非コア業務を考慮した適切な手段を

開発および適用する。

24.1.1 監督者は、保険会社および保険市場に影響を与える可能性のある金利水
準、金融市場指標、インフレ、他の金融市場参加者との相互連関性、巨大災害

ならびにパンデミックなどで、それらに限定されないマクロ経済要因を特定す

べきである。監督者は定期的な市場分析を実施するプロセスを整備すべきであ

る。これにより、監督者は、個別の保険会社、保険セクター全体、および他の

金融セクターに影響を与える可能性のある、市場の状況における重要な変化に

気付くことが可能となる。

24.2 監督者は、市場分析を行う場合、過去の動向と現在の状況だけではなく、
必要に応じて早い段階で行動を起こす目的で、傾向、潜在的なリスク、および

起こりうる将来の不利なシナリオも考慮する。
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24.2.1 Macroprudential surveillance is defined as a set of systems and processes 
that monitors the vulnerability of the financial system with respect to economic and 
financial shocks. One of the aims of macroprudential surveillance and regulation 
is to:  

• Identify systemic risk (including shocks, interconnectedness and feedback 
effects);  

• Reduce the likelihood of systemic risk; and  
• Mitigate spillover effects within the financial system and into the real economy. 

24.2.2 The supervisor should design macroprudential surveillance approaches 
from a multi-disciplinary and cross-sectoral perspective to identify trends and 
developments that might negatively impact the risk profile of insurers. It should 
consult and coordinate with all relevant stakeholders, including public and private 
sector organisations.  

24.2.3 The supervisor should identify the key sources of market and industry 
information, have a regular communication strategy in place with respect to those 
sources and take into account all relevant factors when assessing that information. 
The supervisor should ensure that it has an appropriate internal focus on regularly 
reviewing macroprudential surveillance issues and, where appropriate, initiates 
senior level communication with insurers on these issues.  

24.3 The supervisor performs both quantitative and qualitative analysis and 
makes use of both public and other sources of information, including 
horizontal reviews of insurers and relevant data aggregation.  

24.3.1 A horizontal review is one that is performed across many insurers around 

24.2.1 マクロ健全性監視(Macroprudential surveillance)は、経済的および金融上
の衝撃に対する金融システムの脆弱さをモニターする一式のシステムおよびプ

ロセスとして定義される。マクロ健全性監視および規制の目的の 1つは以下と
なる：

・ （衝撃、相互連関性およびフィードバック効果を含む）システミックリス

クを認識する

・ システミックリスクの可能性を減少させる、および

・ 金融システム内および実態経済への波及効果を軽減する

24.2.2 当該監督者は、保険会社のリスクプロファイルに悪影響を及ぼしかねな
い傾向および動向を特定するため、複合領域およびクロスセクターの観点か

ら、マクロ健全性監視アプローチを設計すべきである。監督者は、公共および

民間セクターの団体を含む、全ての関係する利害関係者と協議および調整すべ

きである。

24.2.3 監督者は、市場および業界に関する情報の主要な情報源を特定し、それ
らの情報源に関して定期的なコミュニケーションの戦略を整備し、ならびに当

該情報を評価する際に全ての関連する要素を考慮すべきである。監督者は、マ

クロ健全性監視の問題の定期的なレビューについて適切に内部で焦点を当てる

ことを確保すべきであり、適切な場合には、これらの問題について保険会社の

上層部とのコミュニケーションに着手すべきである。

24.3 監督者は、保険会社の横断的なレビューおよび関係するデータの集約を含
む、定量的かつ定性的な分析の両方を行い、また、公の情報源および他の情報

源を活用する。

24.3.1 横断的なレビューは、保険会社間の実務範囲を明らかにするという目的
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a common subject with the goal of revealing the range of practice among the 
insurers. There are two objectives of such horizontal analysis. First, an insurer-
by-insurer review should provide a relative ranking to determine which insurers 
are outliers, whether to bring those insurers back in line with their peers, and, if 
so, what areas need to be addressed. The second and less often used objective 
is to determine whether the industry practice as a whole is strong enough to 
address the risks embedded in the activity.  

24.3.2 To make horizontal reviews effective, the following parameters need to be 
taken into account: 

• Where peer groups are utilised, the choice of the peer group can have an 
impact on the quality of the outcome of the review. The supervisors should 
carefully consider the criteria for inclusion in the peer group.  

• The sequential execution of reviews over a long period of time reduces the 
effectiveness of horizontal, or peer, comparison. Reviews should be performed 
within as short a period of time as practical.  

• When reviewing internationally active insurance groups, the group-wide 
supervisor should seek out a global perspective. This global perspective can 
come from a peer authority or a third party (including international financial 
institutions such as, but not limited to, the IAIS, IMF and World Bank) which 
might have a broader perspective on the state of global practice.  

• The supervisor should have an established communication strategy in place 
for horizontal reviews, which addresses the need for assessments to go to the 
insurer’s Board and to Senior Management. Where appropriate, some higher 
level aggregated peer group information may be provided to insurers, who may 
or may not have participated in the review, so that they can gain from the 
lessons learned.  

で、共通する話題について多くの保険会社にわたって行われるものである。そ

のような横断的な分析には、2つの目的がある。1番目に、保険会社ごとのレビ
ューは、どの保険会社が異常値を示しているか、それらの保険会社をその同業

者と一致した状態に戻すかどうか、また、そうするのであれば、どの分野が取

り扱われる必要があるかを判断するため、相対的な順位付けを規定すべきであ

る。 2番目の目的で、それほど頻繁に用いられることはない目的は、業界の実
務が、全体として当該活動に組込まれるリスクに対処するのに充分なほど強靭

であるかどうか判定することである。

24.3.2 横断的なレビューを効果的なものとするため、以下のパラメータが考慮
される必要がある：

・ 同業者グループが使用される場合、同業者グループの選択は、レビュー結

果の質に影響を及ぼしうる。監督者は、同業者グループに含めるための規

準について慎重に検討すべきである。

・ 長い期間にわたるレビューの連続的な実行は、横断的または同業者による

比較の有効性を減少させる。レビューは、できる限り短期間で実施される

べきである。

・ 国際的に活動する保険グループをレビューする場合、グループ全体の監督

者は、世界的な見方を求めるべきである。この世界的な見方は、世界的な

実務の状態に関する広範な見方を有する、同業者の当局または第三者

（IAIS、IMFおよび世界銀行のような国際的な金融機関を含むが、これら
に限定されない）からもたらされうる。

・ 監督者は、保険会社の取締役会および上級管理職に対してなされる、評価

の必要性に対応する、横断的なレビューに関する確立されたコミュニケー

ション戦略を整備しているべきである。適切な場合には、より高水準の集

約された同業者グループの情報が、教訓から利益を得ることができるよ

う、レビューに参加しようがしまいが保険会社に提供される場合がある。

・ 単一の管轄区域内で行われる横断的なレビューの結果は、特に、それが保
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• The results of horizontal reviews performed within a single jurisdiction can be 
beneficial to the global supervisory community as a whole, especially as it may 
relate to systemic risk to the insurance sector. The supervisor may also 
consider suitable forums for the communication of information that is not 
necessarily insurance or firm specific.  

• Horizontal reviews need not always be sizeable undertakings. Simple 
horizontal outlier analysis on readily available insurer reports can often provide 
helpful supervisory insight. Simple analysis of some of these reports, including 
trends and peer comparisons, can help the supervisor to identify areas of 
potential risk and help it to better target future work.  

24.3.3 The supervisor should evaluate its data needs and data processing 
capabilities in order to determine whether it is able to accommodate additional 
requirements arising from the supervision of more complex insurers, such as 
internationally active insurance groups. Deficiencies in:  

• The type of data collected;  
• The supervisor’s ability to process the data in a timely and complete way; or 
• Its ability to collect ad-hoc data in a timely manner 

should be addressed as soon as possible.  

24.4 The supervisor uses market-wide data to analyse and monitor the 
actual or potential impact on the financial stability of insurance markets in 
general and of insurers in particular and takes appropriate action. The 
supervisor also makes sufficiently detailed aggregated market data publicly 
available.  

24.4.1 Insofar as international relationships affect the supervisor’s internal 
insurance and financial markets, the analysis is not limited to domestic markets, 

険セクターのシステミック・リスクに関係する場合、世界的な監督コミュ

ニティ全体にとって有益となりうる。また、監督者は、必ずしも保険また

は会社に固有というわけではない情報の連携に適した場について、検討し

てもよい。

・ 横断的なレビューは、必ずしもかなり大きい取り組みとする必要はない。

容易に利用できる保険会社の報告書に関する簡単な横断的な異常値分析

は、しばしば有用な監督上の理解を提供する。傾向および同業者の比較を

含む、これらの報告書の一部についての簡単な分析は、監督者が潜在的な

リスクの範囲を特定するよう助け、また、今後の作業に監督者が適切に的

を絞るよう助けることができる。

24.3.3 監督者は、国際的に活動する保険グループなど、より複雑な保険会社の
監督から生じる追加の要件に自身が対応できるかどうかを判断するために、自

身のデータの必要性およびデータ処理能力について評価すべきである。以下に

おいて不備がある場合は、可能な限り早く対処すべきである：

・ 収集データの種類

・ タイムリーかつ完全な方法でデータを処理する監督者の能力、または

・ タイムリーに特別なデータを収集する監督者の能力

24.4 監督者は、保険市場一般の、および、特に保険会社の、金融安定性への実
際または潜在的な影響を分析しモニターするため、市場全体のデータを利用

し、適切な措置を講じる。また、監督者は、公に利用できる、充分に詳細な総

合的な市場データを作成する。

24.4.1 国際関係が監督者の国内の保険市場と金融市場に影響を及ぼす限り、分
析は国内市場だけに限定されず、地域のおよび／または世界的な動きも含む。
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but includes also regional and/or global developments.  

24.4.2 It is the supervisor’s responsibility to ensure access to sufficiently detailed 
aggregated market data either by publishing data itself or by providing others with 
adequate means for publishing required data. This could be achieved by engaging 
a government statistical office or cooperating with the local insurance sector, 
provided the supervisor is satisfied with content, frequency and timeliness of such 
data publication.  

24.5 The supervisor assesses the extent to which macro-economic 
vulnerabilities and financial market risks impinge on prudential safeguards 
or the financial stability of the insurance sector. 

24.5.1 Supervisors should monitor insurers’ connections with financial markets 
and the real economy in order to obtain early identification of potential or existing 
build-up of risks in other sectors that could adversely impact the insurance sector. 

24.5.2 When necessary, the supervisor cooperates with other financial market 
supervisors (such as banking, securities and pension supervisors, central banks 
and government ministries). For additional information on supervisory 
cooperation, refer to ICP 25 Supervisory Cooperation and Coordination.  

24.6 The supervisor has an established process to assess the potential 
systemic importance of insurers, including policies they underwrite and 
instruments they issue in traditional and non-traditional lines of business. 

24.6.1 In assessing the systemic importance of insurers, the supervisor should 
deploy processes with adequate depth and quality to support effective supervision 

24.4.2 データそのものを公表すること、または要求されるデータを公表する適
切な手段を他者に提供することのいずれかにより、充分に詳細な総合的な市場

データへのアクセスを確保することが監督者の責任である。これは、当該監督

者がそのようなデータ公表の内容、頻度および適時性に満足していることを条

件に、政府の統計局への関与、または現地の保険セクターとの協力により実現

されうる。

24.5 監督者は、マクロ経済の脆弱性および金融市場リスクが保険セクターの健
全性保護手段または金融安定に悪影響を及ぼす程度を評価する。

24.5.1 監督者は、保険セクターに不利な影響を与える可能性のある、他のセク
ターにおける潜在的または既存のリスクについて早期に発見できるよう、金融

市場および実体経済との保険会社の関連性をモニターすべきである。

24.5.2 必要な場合、監督者は、（銀行、証券および年金の監督者、中央銀行、
ならびに政府省庁など）他の金融市場の監督者と協力する。監督上の協力に関

する追加情報については、ICP 25「監督上の協力および調整」を参照。

24.6 監督者は、保険会社が引受ける保険契約、ならびに保険会社が伝統的およ
び非伝統的な事業種目において発行する商品を含む、保険会社の潜在的なシス

テム上の重要性を評価するための確立したプロセスを有する。

24.6.1 保険会社のシステム上の重要性を評価する際、監督者は効果的な監督を
支援するために、規制下の企業の性質、規模、および複雑性を考慮し、ならび
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given the nature, scale and complexity of the supervised entities and taking into 
account the results of market analysis and macroprudential surveillance.  

24.7 If the supervisor identifies an insurer as systemically important, it 
develops an appropriate supervisory response, which is commensurate 
with the nature and degree of the risk.  

に市場分析およびマクロ健全性監視の結果を勘案した上で、十分な詳細度およ

び質を持ったプロセスを配備すべきである。

24.7 ある保険会社をシステム上重要であると特定した場合、監督者はリスクの
性質および程度に見合った適切な監督上の対応を開発する。

ICP 25 Supervisory Cooperation and Coordination87

The supervisor cooperates and coordinates with other relevant 
supervisors and authorities subject to confidentiality requirements. 

25.1 The supervisor takes steps to put in place adequate coordination 
arrangements with involved supervisors on cross-border issues on a legal 
entity and a group-wide basis in order to facilitate the comprehensive 
oversight of these legal entities and groups. Insurance supervisors 
cooperate and coordinate with relevant supervisors from other sectors, as 
well as with central banks and government ministries. 

25.1.1 The main benefits of increased coordination and cooperation among 
involved supervisors are: 

• It facilitates all involved supervisors in holistically reviewing international 
groups through regular face-to-face discussions and other processes; 

• It provides an efficient platform for information sharing across the group and 
for contribution of involved supervisors to group-wide decisions; 

ICP 25 監督上の協力および調整87

監督者は、守秘義 務要件を条件に、その他の関係する監督者および当局と協

力し、ならびに調整する。

25.1 監督者は、法人およびグループに対する包括的な監視を促進するために、
法人およびグループ全体ベースにおける国境を越えた問題に関して、関与する

監督者との充分な調整の取決めを整備するための措置を講じる。保険監督者は、

他のセクターからの関係する監督官、ならびに中央銀行および政府官庁と協力

し、かつ調整する。

25.1.1 関与する監督者間の増加する調整および協力の主な利点は、次のとおり
である。

・ 全ての関与する監督者が、定期的な対面での議論およびその他のプロセス

を通じて、国際的なグループを総体的に見直すのを容易にする。

・ グループ全体に及ぶ情報共有、およびグループ全体の意思決定に対して関

与する監督者が寄与するための効率的な基盤（platform）を提供する。

87 Amended November 2015
2015 年 11 月改訂
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• Broader exposure and greater influence for involved supervisors in examining 
group-wide situations than would be the case under legal entity reviews; 

• It facilitates comparison of supervisory methodologies and assumptions across 
the group; 

• Ability to share the application of group-wide methodologies and assumptions 
among involved supervisors; and 

• It facilitates the application of coordinated decisions when appropriate. 

25.1.2 There are various mechanisms for fostering cooperation, promoting 
communication and information exchange and facilitating enhanced coordination 
of group-wide supervision. The benefits of designating a group-wide supervisor 
can be further enhanced through mechanisms such as a memorandum of 
understanding (MoU) between involved supervisors and establishment of a 
“supervisory college” of involved supervisors. In fact the work of a supervisory 
college is usually based on the conclusion of a MoU between all parties involved.

25.1.3 Coordination arrangements may include supervisory recognition of 
involved supervisors and how their various supervisory roles interrelate within 
group-wide supervision. 

25.1.4 Coordination arrangements for group-wide supervision include supervisory 
colleges and/or other coordination mechanisms intended to foster cooperation, 
promote common understanding, communication and information exchange, and 
facilitate enhanced coordination for group-wide supervision. These arrangements 
are organised in accordance with the nature, scale and complexity of the group 
and of the risks the group poses to supervisory objectives and are commensurate 
with the legal and organisational structure and business activities of the group. 
They also have due regard to the legislative frameworks applicable and authorities 

・ グループ全体の状況を調べるうえで、法人のレビューによる場合よりも、

関与する監督者に対するより広いエクスポージャーおよびより大きな影響

・ グループ全体に及ぶ監督上の方法論および前提条件の比較を容易にする

・ 関与する監督者の間で、グループ全体の方法論および前提条件の適用を共

有する能力、ならびに

・ 適切であれば、調整された意思決定の適用を容易にする

25.1.2 グループ全体の監督について、協力の促進、コミュニケーションと情報
交換の促進および強化された調整の推進のための様々なメカニズムがある。グル

ープ全体の監督者を指定する利点は、関与する監督者間の覚書(MoU)および関与
する監督者による「監督カレッジ」の確立といったメカニズムを通じてさらに高

めることができる。実際に監督カレッジの業務は、通常、全ての関与する当事者

間の MoUの締結に基づく。

25.1.3調整の取決めは、関与する監督者の監督上の認定、および彼らの様々な監
督上の役割がグループ全体の監督内でどのように相互に関連するかについて含

む場合がある。

25.1.4 グループ全体の監督のための調整の取決めは、グループ全体の監督につ
いて、協力を進展させ、共通の理解、連携および情報交換を促進し、ならびに強

化された調整を推進することを目的とした監督カレッジおよび／またはその他

の調整メカニズムが含まれる。これらの取決めは、グループの性質、規模、およ

び複雑性ならびにグループが監督目的にもたらすリスクに従って組織されてお

り、グループの法的構造および組織構造、ならびに、事業活動と釣り合いが取れ

ている。それらは、適用可能な法的枠組み、および関与する様々な監督者の権限

も十分考慮する。
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of the various supervisors involved. 

25.1.5 Coordination mechanisms provide added value in terms of prudential 
supervision of the group. The arrangement enhances the quality of supervision of 
legal entities within the group. 

25.1.6 Supervisory colleges and other coordination mechanisms should be 
established on the basis of common agreements of all involved supervisors, taking 
into consideration the nature, scale and complexity of the group including its legal 
and organizational structure and business activities of the group and the risks the 
group poses to supervisory objectives. 

Memorandum of Understanding (MoU) 

25.1.7 An MoU could take the form of a bilateral (between two jurisdictions) or 
multilateral (between more than two jurisdictions) agreement. The scope of an 
MoU could also vary, to reflect the circumstances of the particular group and 
involved supervisors. An MoU may relate to the exchange of information, based 
on formal request and/or in particular circumstances, such as emergency 
circumstances. In order for an MoU to work effectively, it is important that a strict 
confidentiality regime is ensured among all involved jurisdictions. 

25.1.8 An MoU may extend to the allocation of identified aspects of group-wide 
assessment to particular involved supervisors or the allocation of all aspects of 
group-wide assessment to the designated groupwide supervisor. An MoU may 
indicate a level of accepted reliance by one supervisor on the work of another 
supervisor (a limited form of supervisory recognition). Such an arrangement may 
be an initial stage in the negotiation of a more formal supervisory recognition 

25.1.5 調整のメカニズムは、グループのプルーデンシャルな監督に関して付加
価値を提供する。当該取決めは、グループ内の法人に対する監督の質を向上する。

25.1.6監督カレッジおよびその他の調整のメカニズムは、グループの法的構造、
組織構造および事業活動を含めたグループの性質、規模および複雑性、ならびに

グループが監督目的にもたらすリスクを考慮に入れて、関与する全ての監督者の

共通合意に基づいて設立されるべきである。

覚書（MoU）

25.1.7 MoUは、二者間（２つの管轄区域間）または多国間（2つを上回る管轄
区域間）の合意の形態をとることが考えられる。MoUの範囲は、また、特定のグ
ループおよび関与する監督者の状況を反映するために変更できる。MoUは、正式
な要請および／または緊急事態のような特定の事情に基づいた情報交換に関係

してもよい。MoUを効果的に機能させるためには、厳密な守秘義務制度が全ての
関与する管轄区域の間で確保されることが重要である。

25.1.8 MoUは、特定の関与する監督者に対するグループ全体の評価で特定され
た側面の割り振り、または指定されたグループ全体の監督者に対するグループ全

体の評価の全側面の割り振りに及ぶことがある。MoUは、ある監督者が他の監督
者の業務に寄せる受容された信頼のレベル（監督上の認定の限定形式）を示すこ

とがある。こうした取決めは、関与する監督者間の協力および信頼のレベルが大

きくなるにつれ、より正式な監督上の認定の取決めの交渉における初期の段階で
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arrangement, as the level of cooperation and trust between involved supervisors 
grows. (Refer to ICP 13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer, and 
Guidance 25.1.15 to 25.1.71 on criteria for supervisory recognition in group-wide 
supervision.) In particular, an MoU may indicate a level of accepted reliance on 
the part of other involved supervisors on the work of the group-wide supervisor. 
Such an arrangement contributes to the objectives of streamlined group-wide 
supervision and avoidance of unwarranted supervisory duplication. 

Supervisory college 

25.1.9 A mechanism for coordination of activities and cooperation among involved 
supervisors is through the establishment of a supervisory college. A supervisory 
college could take various forms, depending on the structure and organisation of 
the group, the activities of the group and the jurisdictions involved in its 
supervision. 

25.1.10 Members of the supervisory college would comprise supervisors involved 
in the supervision of insurers which are part of the group. Where relevant, other 
sector supervisors could be invited. 

25.1.11 Where designated, the group-wide supervisor would normally act as the 
chair or key coordinator of the supervisory college. The groupwide supervisor 
could be responsible for initiating a supervisory college, inviting the involved 
supervisors to be members and arranging supervisory college meetings. 
Members of the supervisory college could agree on procedures for the allocation 
of responsibilities among the group-wide supervisor and other involved 
supervisors in relation to group-wide supervision. 

あるかもしれない（ICP 13「再保険および他の形態のリスク移転」および、グル
ープ全体の監督における監督上の認定の規準に関する指針 25.1.15 から 25.1.71
参照）。特に、MoUはグループ全体の監督者の業務について他の関与する監督者
の担当部分への受容された信頼レベルを示すことがある。このような取決めは、

整備されたグループ全体の監督および不当な監督上の重複回避の目的に寄与す

る。

監督カレッジ

25.1.9 関与する監督者間の業務の調整と協力のためのメカニズムは、監督カレ
ッジの確立を通じて行われる。監督カレッジは、当該グループの構造および組織、

グループの業務、ならびにそのグループの監督に関与する管轄区域によって、さ

まざまな形態をとることが可能となる。

25.1.10 監督カレッジのメンバーは、当該グループの一員である保険会社の監
督に関与する監督者で構成することになる。関連する場合は、その他のセクター

の監督者も招請されうる。

25.1.11 指定された場合には、グループ全体の監督者は、通常、監督カレッジの
議長または主要なコーディネーターとして行動することになる。グループ全体の

監督者は、監督カレッジを主導し、関与する監督者をメンバーとして招請し、監

督カレッジの会合を手配する責任を負うことができる。監督カレッジのメンバー

は、グループ全体の監督について、グループ全体の監督者と他の関与する監督者

との間で、責任を割り当てるための手続きに合意できる。
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25.1.12 Through regular supervisory college meetings, greater interaction and 
exchange of relevant information among involved supervisors can be facilitated. 
The supervisory college also provides an opportunity for supervisors from different 
jurisdictions to meet and build contacts that might not otherwise be readily 
available. In times of stress, when the effectiveness of supervisory collaboration 
is most likely to be tested, the contacts that have been built through participation 
in a supervisory college may be of great benefit. 

25.1.13 The primary purpose of a supervisory college would be to discuss 
supervisory issues and exchange information that is relevant to a group. Typically 
a supervisory college would focus on the following: 

• Agree on the cooperation and coordination process including the planning and 
setting of procedures for supervisory cooperation during emergency 
situations; 

• Produce an overview of the group setting out its formal and operational 
structure; 

• Carry out a risk analysis on a group-wide basis, identifying the most relevant 
entities and the most important relationships in the group; 

• Discuss issues supervisors have found within the entities they supervise that 
they believe could be systemic throughout the group; 

• Where practicable, agree on areas of supervisory work to avoid unnecessary 
duplication; possible joint inspections could also be decided; 

• Agree on the information supervisors should gather from the group and 
exchange with other members of the supervisory college, including the form 
and the frequency with which this happens; and 

• Agree on whether the supervisory college should set out any arrangements in 
respect of group-wide supervision in written form (bilateral or multilateral 
agreements). 

25.1.12 定期的な監督カレッジの会合を通じて、関与する監督者間のより広範
な相互作用および関連情報の交換が推進可能となる。監督カレッジは、異なる管

轄区域の監督者に対して、別の方法では容易に利用することができないかもしれ

ない会合を持ち、連絡をとりあう機会も提供する。監督上の協働の効果がテスト

される可能性が高いストレス期に、監督カレッジに参加することを通じて築かれ

た連絡体制が大変有益となるかもしれない。

25.1.13 監督カレッジの第一の目的は、グループに関係する監督上の問題を議
論し情報を交換することであろう。典型的に、監督カレッジは以下の点に焦点を

当てることになる：

・ 緊急事態時の監督上の協力のための手続きの企画・設定を含む、協力およ

び調整のプロセスについて合意する

・ 正式かつ運営上の構造を設定することでグループの総括を行う。

・ 当該グループ内で最も関連のある企業および最も重要な関係を認識しなが

ら、グループ全体ベースでのリスク分析を実行する。

・ 監督者が監督する企業内で監督者が発見した問題点で、当該グループ全体

で連鎖的(systemic)となり得ると監督者が信じる問題点を議論する。
・ 実用的である場合、不要な重複を回避するために監督上の取組みの範囲

(areas)に関して合意する。実施可能な共同検査も決定されうる。
・ 監督者が当該グループから集めるべき情報と、監督カレッジの他のメンバ

ーと交換すべき情報について、必要となった場合の形式と頻度を含めて合

意する。ならびに、

・ 監督カレッジは、書面形式でグループ全体の監督に関する何らかの取決め

（二者間または多国間の同意）をするべきかどうかについて合意する。
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25.1.14 On request, the members of a supervisory college should communicate 
to one another all relevant information which may allow or facilitate supervision on 
a group-wide basis. Members of a supervisory college should also consider 
whether to communicate, on their own initiative, information which appears to be 
essential for other involved supervisors. The information that can be exchanged 
is facilitated by cooperation agreements concluded between the involved 
supervisors, including for instance whether the supervisors involved in the 
supervisory college have signed the IAIS Multilateral MoU (MMoU). 

Guidance on criteria for supervisory recognition in group-wide supervision 

25.1.15 Guidance 25.1.15 to 25.1.71 are collectively called Guidance on criteria 
for supervisory recognition in group-wide supervision and they are meant to 
support ICP 25 Supervisory Cooperation and Coordination directly. Supervisory 
recognition is a tool that can be used to enhance cross-border cooperation and 
coordination. The guidance presents criteria that insurance supervisors can use 
to assess the extent to which another supervisory regime can be recognised and 
relied upon for the purpose of group-wide supervision. Supervisory recognition 
could also be relevant for the supervision of insurance legal entities. 

25.1.16 In providing guidance on criteria for supervisory recognition in group-wide 
supervision, it is not the intention to lessen the importance of legal entity 
supervision or to replace the role of the legal entity supervisor in respect of 
insurers within its jurisdiction. Nor is it the intention of this guidance to imply that 
supervisory recognition is compulsory. 

25.1.17 This guidance does not modify or supersede any legal or regulatory 

25.1.14 要求に応じて、監督カレッジのメンバーは、グループ全体ベースでの監
督を可能にする、または容易にするかもしれない全ての関連情報を、お互いに連

携すべきである。監督カレッジのメンバーは、また、他の関与する監督者にとっ

て不可欠であるようにみえる情報を自発的に連携すべきかどうかも考慮すべき

である。交換可能な情報は、例えば、監督カレッジに関与する監督者が IAISの多
国間覚書（MMoU）に署名したかどうかも含め、関与する監督者の間で締結され
た協力の合意によって推進される。

グループ全体の監督における監督上の認定の規準に関する指針

25.1.15 指針 25.1.15から 25.1.71は、まとめて「グループ全体の監督における
監督上の認定の規準に関する指針」と呼ばれ、ICP 25「監督上の協力および調整」
を補完するよう意図されている。監督上の認定は、国境を越えた協力および協調

を強化するために使用可能な手段である。本指針は、グループ全体の監督の目的

のために、他の監督制度が認定されかつ信頼される程度を評価するために保険監

督者が用いうる規準を提示する。監督上の認定はまた、保険法人の監督にも関連

しうる。

25.1.16 グループ全体の監督における監督上の認定のための規準に関する指針
を定める際、管轄区域内の保険会社に関して、法人の監督の重要性を低下させ、

または、法人の監督者の役割を置き換えることは、意図していない。監督上の認

定が強制的であると示唆することもまた、本指針は意図していない。

25.1.17 本指針は、関与する監督者の個々の管轄区域における、または、適用さ
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requirements in force in, or applying to, the respective jurisdictions of involved 
supervisors. 

25.1.18 This guidance considers the approaches by which an insurance 
supervisor could assess the extent to which to recognise another supervisory 
regime and consequently, the level of reliance that could be placed on the other 
supervisor. It is not the intention of this guidance to prescribe one specific 
approach, as the form of recognition and the criteria used for assessment will vary 
depending on its purpose. 

Basis of supervisory recognition 

25.1.19 A key element of assessment and recognition is that the regime being 
assessed can, at a minimum, demonstrate compliance with relevant IAIS ICPs 
and standards. However, this does not exclude the possibility of an assessment 
of equivalence with the assessor’s own regime. 

25.1.20 When establishing the recognition of another jurisdiction’s supervisory 
regime, analysis should focus more on the outcomes that are achieved, than on 
the process to achieve them. 

25.1.21 Supervisory recognition is not designed to necessarily grant an open 
passport for any insurance company from the recognised jurisdiction to establish 
an operation or activity in the assessing jurisdiction. Depending on the purpose of 
the recognition, and the level of reliance and cooperation between the parties, 
recognition might allow certain types of insurance activity or products, but not
others, or allow a limited threshold of activity. 

れる、現行の法的または規制上のいかなる要件をも改正または置き換えるもので

はない。

25.1.18 本指針は、他の監督制度を認定する程度、および、その結果、他の監督
者に対して置くことができる信頼度を保険監督者が評価できるアプローチを検

討する。認定の形式および、評価に用いられる規準はその目的によって変わるた

め、特定の一つのアプローチを規定することは本指針が意図するところではな

い。

監督上の認定の基礎

25.1.19 評価および認定の主要な要素は、評価されている制度が、少なくとも、
関連する IAIS の ICPs および基準を遵守していると証明することができること
である。しかしながら、これは、評価者自身の制度との同等性を評価する可能性

を除外するものではない。

25.1.20 その他の管轄区域の監督制度の認定を確立する際、分析において、成果
達成のためのプロセスよりも、達成される成果により多くの焦点が当てられるべ

きである。

25.1.21 監督上の認定は、認定された管轄区域のあらゆる保険会社に対して、評
価する管轄区域において事業または活動を開始するための、オープン・パスポー

トを必ずしも与えるようには設計されていない。その認定の目的ならびに当事者

間の信頼度および協力のレベルに応じて、認定により、特定の種類の保険活動ま

たは商品が許可され、それ以外は許可されない可能性があり、または、限られた

閾値内の活動が許可される可能性がある。
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25.1.22 The different perspectives (and any different issues to take into account) 
of home-host supervisors should be considered - a home supervisor would be 
concerned with assessing whether to recognise the supervision of host 
supervisors of entities within the group; while a host supervisor would be 
concerned with assessing whether to recognise the supervision of the home 
supervisor as group-wide supervisor. 

25.1.23 Also, it should not be assumed that once recognition has been achieved 
that reliance can be automatically continued without further review. Recurring 
review, in respect of the jurisdiction or on an individual case basis, may be 
required. 

25.1.24 Again, it should not be assumed that once recognition, and even a degree 
of reliance, has been achieved there can be an automatic delegation of tasks. If 
supervisory recognition is achieved, the supervisor may decide to delegate certain 
tasks but not its responsibilities. 

25.1.25 Supervisory recognition can be achieved through unilateral, bilateral or 
multilateral agreement. 

• Unilateral recognition refers to a situation where a supervisor recognises the 
supervision exercised by another, without requiring that the latter recognise 
the supervision exercised by the former. 

• Bilateral recognition refers to a situation where two supervisors recognise each 
other’s supervision. 

• Multilateral recognition refers to a situation where several supervisors (3 or 
more) recognise the supervision exercised by the others. 

25.1.22 本店所在地-受入地の監督者の様々な見方（および、考慮するべき様々
なあらゆる課題）が考慮されるべきである-本店所在地の監督者は、グループ内企
業の受入地の監督者による監督を認定するか否かを評価することに関わるだろ

う；一方、受入地の監督者は、グループ全体の監督者としての本店所在地の監督

者による監督を認定するか否かを評価することに関わるだろう。

25.1.23 また、認定が一度達成されると、その信頼は、追加的な審査を受けるこ
となく自動的に継続されうるという想定がなされてはならない。その管轄区域に

ついての、または、個々の事例ベースの再審査が要求される可能性がある。

25.1.24 繰り返しになるが、認定、および、一定の信頼でさえも、一度達成され
ると、職務の自動的な委任がなされうるという想定はなされるべきではない。監

督上の認定が達成される場合、監督者は、一定の職務を委任することを決定する

ことはできるが、その責任の委任は決定することはできない。

25.1.25 監督上の認定は、片務契約、二国間契約および多国間契約を通じて達成
されうる。

・ 片務的な認定とは、一方の監督者によって実行される監督を他方の監督者

が認定するよう要求することなく、他方の監督者によって実行される監督

を一方の監督者が認定する状況を指す。

・ 二国間の認定とは、2つの監督者が、互いの監督を認定する状況を指す。
・ 多国間の認定とは、複数（3以上）の監督者が、自分以外の監督者によって
実行される監督を認定する状況を指す。
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Objective and purpose of supervisory recognition 

25.1.26 The primary purpose of making an assessment for supervisory
recognition is to provide insurance supervisors with sufficient confidence that the 
corresponding supervisory regimes have the necessary regulatory and 
supervisory framework, as well as sufficient quality of resource and expertise, to 
achieve supervisory outcomes at an acceptable level in order for them to place 
reliance on one another if required. 

25.1.27 Effective supervisory recognition should assist in reducing redundancy of 
work in cross-border supervision of insurance groups. The supervisory recognition 
approach should be organised in a manner that minimises unwarranted 
duplication of regulatory and supervisory requirements to the extent possible, 
thereby reducing burdens on both supervisors and insurance groups alike. 

25.1.28 Supervisory recognition between jurisdictions may also assist in greater 
consistency in the approaches taken by each jurisdiction, thus removing the 
potential for gaps and misunderstandings between jurisdictions. 

25.1.29 Supervisors looking to recognise another supervisory regime should carry 
out an assessment of the acceptability of the counterpart’s regime based on the 
specific level or objective of supervisory recognition sought. 

25.1.30 The form of supervisory recognition sought will vary according to the
outcomes that are expected and should therefore be aligned accordingly. 

25.1.31 Types of recognition along with illustrations that may assist in their
consideration could include: 

監督上の認定の対象および目的

25.1.26 監督上の認定のための評価を行う主な目的は、必要とされた場合に、監
督者が互いに信頼を置くようにするために、適切なレベルでの監督上の成果を達

成するための、十分な質のリソースおよび専門知識だけでなく、規制上および監

督上の必要な枠組みを、対応する監督制度が有するという十分な信頼を、保険監

督者に提供することである。

25.1.27 効果的な監督上の認定は、保険グループの国境を越えた監督における
業務の余剰分の削減を支援するはずである。監督上の認定アプローチは、規制上

および監督上の要件の不当な重複を可能な限り最小化し、それにより、監督者お

よび保険グループ双方の負荷も同様に軽減する方法で整備されるべきである。

25.1.28 管轄区域間の監督上の認定はまた、個々の管轄区域が行うアプローチ
におけるより良い一貫性の支援にもなる可能性があり、したがって、管轄区域間

の差異および誤解の可能性を除去する可能性がある。

25.1.29 その他の監督制度を認定しようとする監督者は、監督上の認定につい
て求められる特定のレベルまたは目的に基づき、その制度の受入可能性の評価を

行うべきである。

25.1.30 求められる監督上の認定の形式は、期待される成果に従って異なり、し
たがって、それに応じて適宜調整されるべきである。

25.1.31 監督者が検討するうえで支援となる可能性のある、実例に沿った認定
の種類には、以下が含まれうる：
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• An elementary form of supervisory recognition focused primarily on fostering 
the exchange of information and thereby providing the ability to rely sufficiently 
on the information being exchanged. Examples may include memorandum of
understanding (MoU) or multilateral memorandum of understanding (MMoU).

• Recognition of host supervisors by the home supervisor. For the supervision 
of insurance legal entities, this degree of supervisory recognition would identify 
the degree of reliance by a home supervisor on the supervision of affiliates in
another jurisdiction. Successful supervisory recognition of host supervisors 
may provide the home supervisor with sufficient confidence in the supervision 
conducted at an insurance legalentity level, reducing redundancy of processes 
and operations by the involved jurisdictions and a lower burden on the
insurance group. This may include a wide range of qualitative and quantitative 
requirements, such as suitability of persons,or solvency assessments. 

• Recognition of the home supervisor by host supervisors. For group-wide 
supervision, this degree of supervisory recognition would identify the ability of 
the host supervisor to rely on the home supervisor at the insurance group level. 
For example, this would enable the host supervisor to rely on the qualitative 
and quantitative assessments made by the home supervisor at the level of the 
insurance group. Effective supervisory recognition here could assist the host 
supervisor in deciding whether the level of capital held in the insurance legal 
entity is sufficient for their local requirements. 

• For supervision at the level of a financial conglomerate, supervisory 
recognition would be expected to follow that of group-wide supervision but 
extend even further to allow for the recognition of cross-sector authorities that 
perform oversight on non-insurance activities of the financial conglomerate in
question. Supervisory recognition in this form should assistinsurance 
supervisors in appreciating further cross-sectoralissues and risks as well as 

・ 情報の交換を促進し、したがって、交換される情報に十分に信頼を置くこ

とのできる能力を提供することに主な焦点を置いた、監督上の認定の基本

的な形式。例として、覚書（MoU）または多国間覚書(MMoU)が含まれる可
能性がある。

・ 本店所在地の監督者による、受入地の監督者の認定。保険法人の監督のた

めに、監督上の認定のこの程度は、他の管轄区域における関連会社の監督

についての本店所在地の監督者による信頼の程度を認識するだろう。成功

した受入地の監督者の監督上の認定は、関与する管轄区域によるプロセス

および事業の余剰分を削減し、保険グループの負担を少なくし、保険法人

レベルで行われる監督への十分な信頼を本店所在地の監督者に提供する可

能性がある。これには、適格性またはソルベンシー評価のような広範な定

性的および定量的要件が含まれる可能性がある。

・ 受入地の監督者による、本店所在地の監督者の認定。グループ全体の監督

のために、監督上の認定のこの程度は、保険グループのレベルで本店所在

地の監督者に信頼を置く、受入地の監督者の能力を認識するだろう。例え

ば、これにより、受入地の監督者は、保険グループのレベルで本店所在地

の監督者によって行われる定性的および定量的評価に信頼を置くことがで

きるだろう。ここでの、効果的な監督上の認定は、保険法人が保有する資

本の水準が、現地の要件に充分であるか否かを受入地の監督者が決定をす

る上で、支援となりうる。

・ 金融コングロマリットのレベルにおける監督のために、監督上の認定は、

グループ全体の監督の認定に従うよう期待されるであろうが、問題となる

金融コングロマリットの非保険活動に関する監視を行うクロスセクターの

当局の認定を可能とするために、さらに拡張される。この形態の監督上の

認定は、保険監督者が、他の金融セクターの監督者の能力に安心するだけ

でなく、さらなるクロスセクターの問題およびリスクを正しく評価するう

えで、支援となるべきである。同じく、自身の管轄区域におけるグループ
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gaining comfort from the abilities of supervisors from the other financial 
sectors. In turn, when mapping against the scope of group-wide supervision in
its own jurisdiction, an insurance supervisor may gain greater awareness of 
the appropriateness of this scope. 

25.1.32 It would also be possible for one jurisdiction to fully recognise another 
supervisory regime. This could extend insofar that authorisation is granted by 
which the insurer from another jurisdiction is able to operate in the local jurisdiction 
with reduced local supervision. This does not remove the obligation on insurers to
continue to meet local regulatory requirements such as market conduct rules. 

25.1.33 The above classifications of levels in which recognition may be applied 
are by no means limited and other variations may be appropriate, subject to the 
individual needs of the jurisdictions seeking to identify and apply supervisory 
recognition. 

Criteria for supervisory recognition 

25.1.34 The assessment of another supervisory regime should seek to establish 
the acceptability of that regime by an analysis of the outcomes it achieves and not 
necessarily by an analysis of the process by which it achieves them. 

25.1.35 The expected outcomes will vary according to the level of supervisory 
recognition sought and should therefore be aligned accordingly. 

25.1.36 Assessment should not only cover the regulatory and/or supervisory
framework but also cover supervisory practice. 

全体の監督範囲に対してマッピングをする際に、保険監督者はこの範囲の

適切性についてより良く認識を得る可能性がある。

25.1.32 ある管轄区域が他の監督制度を十分に認定することもまた、可能とな
るだろう。これは、他の管轄区域からの保険会社が、縮小された現地の監督のも

とで現地の管轄区域で事業を行うことができる認可が与えられる限りにおいて、

拡大されることができる。これは、市場行為ルールのような、現地の規制上の要

件を引き続き満たす保険会社の義務を解除するものではない。

25.1.33 認定が適用される可能性のある上記のレベルの分類は、決して制限さ
れず、また、監督上の認定を認識および適用することを目指す管轄区域の個々の

ニーズに従い、他のバリエーションが適切となる可能性がある。

監督上の認定の規準

25.1.34 その他の監督制度の評価は、達成される成果の分析によって、また、必
ずしも成果を達成するプロセスの分析によってではなく、その制度の受入可能性

を確立することを目指すべきである。

25.1.35 期待される成果は、求められる監督上の認定のレベルに従い異なり、し
たがって、適宜調整されるべきである。

25.1.36 評価は、規制上および／または監督上の枠組みを対象とするだけでな
く、監督上の実務も対象とするべきである。
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25.1.37 The other supervisory regime should be able to demonstrate appropriate 
adherence to the relevant IAIS ICPs and standards. Supervisors should also take 
into consideration adherence with, and relevance of, other legal statutes. 

25.1.38 While the precise form of a supervisory recognition assessment is a
matter of individual jurisdictional discretion, supervisors should take into account 
the criteria described in the following paragraphs. 

Criteria for supervisory recognition - pre-requisites 

25.1.39 The supervisor should assess certain pre-requisites that might be
considered mandatory requirements to be met before continuing with further 
assessment of other criteria. 

25.1.40 Pre-requisite conditions include the other supervisory regime’s legal
framework and the application of supervisory powers and resources. 

25.1.41 The supervisor may look to verify that the other supervisory regime has: 
• a sound legal basis and transparent legal regime that clearly specifies 

appropriate supervisory responsibilities and powers, including enforcement 
powers; 

• appropriate protection for the supervisor against liability arising from actions 
within its mandate; 

• freedom from any undue political, governmental and industry interference in 
the performance of supervisory responsibilities; 

• adequate number and quality of resources; and 
• the ability to perform suitability assessments at insurance legal entity and 

insurance group (on both a national andcross-border) level. 

25.1.37 他の監督制度は、関連する IAIS の ICPs および基準の適切な遵守を証
明できるべきである。監督者は、他の法令の遵守および妥当性を考慮に入れるべ

きである。

25.1.38 監督上の認定の評価の正確な形式は個々の管轄区域の裁量の問題であ
るが、監督者は、以下のパラグラフに記述されている規準を考慮に入れるべきで

ある。

監督上の認定の規準－必須要件

25.1.39 監督者は、他の規準のさらなる評価を継続する前に満たされるべき必
須の要件としてみなされる可能性のある、一定の必須要件を評価するべきであ

る。

25.1.40 必須要件の条件には、その他の監督制度上の法的枠組みならびに、監督
上の権限およびリソースの適用が含まれる。

25.1.41 監督者は、その他の監督制度が以下を有することを確かめることがで
きる：

・ 執行権限を含む、適切な監督上の責任および権限を明確に規定する健全な

法的根拠および透明な法制度

・ 監督者への委任の範囲内である行動から生じる責任からの、監督者の適切

な保護

・ 監督上の責任の実行における、政治、政府および業界の過度の干渉からの

解放

・ リソースの適正な数量および質、ならびに

・ 保険法人および保険グループ（区域内およびクロスボーダーの双方の）レ

ベルにおける適合性の評価を実行する能力
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25.1.42 Upon satisfactory review of the pre-requisites, further assessment of
additional elements may need to be considered depending upon the outcomes 
sought. These could include: 

• Licensing requirements 
• Regulatory requirements 
• Intervention and enforcement powers of supervisor 
• Winding-up requirements 
• Supervisory cooperation and exchange of information requirements. 

Criteria for supervisory recognition - licensing requirements 

25.1.43 The other supervisory regime should be able to demonstrate: 

• the necessary regulatory requirements to ensure the insurer meets basic 
standards, both prior to licensing and on a continuous basis including the 
ability to supervise the suitability of persons, adequacy of internal control and 
risk management systems as well as the robustness of accounting and audit 
frameworks; and 

• sufficient powers over licensing to either refuse or withdraw the licence on 
appropriate grounds (including as result of shareholder requirements or when 
close links may impede supervision). 

Criteria for supervisory recognition - regulatory requirements 

25.1.44 The other supervisory regime has the ability: 

25.1.42 必須要件の十分な審査が行われた上で、求められる成果に応じて、追加
的な要素のさらなる評価が検討される必要がある可能性がある。それらには、以

下が含まれうる：

・ 免許付与要件

・ 規制上の要件

・ 監督者の介入および執行権限

・ 清算要件

・ 監督上の協力および情報交換の要件

監督上の認定の規準－免許付与要件

25.1.43 他の監督制度は、以下を証明できるべきである：

・ しっかりとした会計および監査の枠組みだけでなく、適格性、内部統制お

よびリスク管理システムの充分性を監督する能力を含む、免許付与の前お

よび継続的なベースの双方で、保険会社が基本的な基準を満たすことを確

保するために必要な規制上の要件、ならびに

・ （株主要件の結果、または、密接な関係によって監督が妨げられる場合を

含む）免許付与に関する、適切な根拠に基づく、免許を拒否または取り消

すための十分な権限

監督上の認定の規準－規制上の要件

25.1.44 他の監督制度は、以下の能力を有する：



- 517 - 

英文 仮訳

• to sufficiently identify the adequacy of capital and put in place requirements on 
investments; and 

• to verify the state of solvency of the insurer, the effectiveness and properness 
of administrative and accounting procedures and the appropriateness of the 
internal controls including risk management and governance. 

Criteria for supervisory recognition - intervention and enforcement powers of
supervisor 

25.1.45 The other supervisory regime has sufficient powers to pursue
enforcement, if necessary, and: 

• is able to ensure the adherence with laws, regulations and administrative 
provisions through enforcement action if required; 

• in the event of non-compliance with legal provisions can impose measures to 
prevent further infringements from occurring; and 

• is able to cooperate with other relevant authorities when taking enforcement 
actions. 

Criteria for supervisory recognition - winding-up requirements 

25.1.46 For insurers that are experiencing difficulties, the other supervisory
regime is able to take appropriate measures, including imposing requirements that 
will lead to an orderly winding-up to protect policyholders in an appropriate 
manner. These measures may include: 

• prohibition of the disposal of assets 
• implementation of a recovery plan 

・ 資本充分性を十分に認識し、また、投資に関する要件を整備する。ならび

に

・ 保険会社のソルベンシー状態、管理および会計手続きの有効性および適切

性、ならびにリスク管理およびガバナンスを含む内部統制の適切性を確認

する

監督上の認定の規準－監督者の介入および執行権限

25.1.45 他の監督制度は、必要な場合、執行を行う十分な権限を有し、また、
以下を行うことができる：

・ 必要な場合、執行措置を通じて、法、規則および行政上の規定の遵守を

確保できる

・ 法規定が遵守されない場合に、追加的な違反が生じることを防ぐため

に、措置を講じることができる。ならびに

・ 執行措置を講じる際に、他の関連当局と協力することができる

監督上の認定の規準－清算要件

25.1.46 経営困難を経験している保険会社に対して、他の監督制度は、保険契
約者を適切な方法で保護するために、秩序ある清算につながる要件を課すこと

を含む、適切な措置を講じることができる。これらの対策には、以下が含まれ

る可能性がある：

・ 資産の処分の禁止

・ 再生計画の実行
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• withdrawal of authorization 
• imposition of actions directly on individual directors, managersor controllers. 

Criteria for supervisory recognition - supervisory cooperation and exchange of
information requirements 

25.1.47 The other supervisor should have the ability to enter into confidentiality 
and information sharing agreements and observe the appropriate treatment of 
confidential information; and identify the terms of any existing memorandum of 
understanding (MoU) or multilateral memorandum of understanding (MMoU). 

25.1.48 The other supervisor should be able to ensure secure communication 
channels exist and jurisdictional confidentiality rules are respected. 

25.1.49 The other supervisor should be able to demonstrate that it is able to obtain 
a sufficient degree of information in a timely fashion from its insurers in order to 
exercise effective supervision. This may be at both the insurance legal entity and 
insurance group (cross-border) level. 

Process for establishing supervisory recognition - basis for undertaking
assessment 

25.1.50 The first stage of establishing supervisory recognition involves
confirmation of the underlying rationale for the assessment and the form and 
purpose of supervisory recognition. In particular the supervisor undertaking the 
assessment needs to be identified as does the supervisory regime being 
assessed. If recognition is onlybeing considered for part of a supervisory regime, 

・ 認可の取消

・ 個々の取締役、管理職、または会計監査人に直接措置を講じること

監督上の認定の規準－監督上の協力および情報交換要件

25.1.47 他の監督者は、守秘義務および情報共有の合意を締結し、また、機密
情報の適切な取扱を監視する能力を有するべきであり、ならびに、あらゆる現

行の覚書（MoU）または多国間覚書（MMoU）の条項も認識するべきである。

25.1.48 他の監督者は、安全なコミュニケーション・チャネルが存在し、およ
び、管轄区域の守秘義務ルールが尊重されるよう確保することができるべきで

ある。

25.1.49 他の監督者は、効果的な監督を実施するために、保険会社からタイム
リーな方法で、十分な程度の情報を得ることができることを証明できるべきで

ある。これは、保険法人および保険グループ（クロスボーダー）の双方のレベ

ルで存在する可能性がある。

監督上の認定を確立するためのプロセスー評価を行うための根拠

25.1.50 監督上の認定を確立する第１段階には、評価のための合理的な根拠な
らびに、監督上の認定の形態および目的の確認が含まれる。特に、評価を行う

監督者は、特定される必要があり、評価される監督制度も同様である。認定が

監督制度の一部においてのみ検討されている場合、評価される部分は、確認さ

れ、および、文書化される必要がある。
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the part being assessed needs to be confirmed and documented. 

25.1.51 The reason or reasons for undertaking the assessment should be agreed 
between the parties concerned and documented. 

Process for establishing supervisory recognition - identification of existing
agreements 

25.1.52 Before undertaking the assessment, any existing agreements which may 
influence the outcome of the assessment should be identified. These may include 
an existing bilateral MoU between the jurisdiction being assessed and the 
assessor and whether either party is a signatory to a relevant MMoU. 

25.1.53 The existence of any other formal or informal unilateral agreements to 
exchange information should be identified together with any special conditions 
that may be attached to such an agreement. 

25.1.54 The existence of any supervisory recognition agreements in place
between the jurisdiction being assessed and any other jurisdictions should be 
noted. 

Process for establishing supervisory recognition - other information 

25.1.55 Any other relevant background information should be obtained, for
example whether the jurisdiction has been subject to an IMF FSAP or other 
assessment, including a self-assessment. If there has been an IMF FSAP, details 
of the assessment report should be obtained and analysed. 

25.1.51 評価を行う理由は、関係当事者間で合意され、また、文書化されるべ
きである。

監督上の認定を確立するためのプロセスー現行の合意の認識

25.1.52 評価を行う前に、評価の成果に影響する可能性がある現行のいかなる
合意も、認識されるべきである。これらには、評価される管轄区域と評価者と

の間の現行の二国間 MoUおよび、いずれかの当事者が関連する MMoUの署名
者であるか否かが含まれる可能性がある。

25.1.53 その他の、いかなる公式または非公式の、情報交換のための片務的な
合意の存在も、そのような合意に付随する可能性があるあらゆる特別条件とと

もに認識されるべきである。

25.1.54 評価される管轄区域とその他のあらゆる管轄区域間で整備された監督
上の認定のいかなる合意の存在も、留意すべきである。

監督上の認定を確立するためのプロセスーその他の情報

25.1.55 管轄区域が、例えば、IMFの FSAP（金融セクター評価プログラム）
または自己評価を含む、その他の評価の対象となっているかどうかなど、その

他のいかなる関連背景情報も取得されるべきである。IMFの FSAPが行われた
場合、その評価報告書の詳細は取得され、かつ分析されるべきである。
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25.1.56 Other background information could include the existence of recognition 
agreements with other jurisdictions, such as for part or all of the supervisory 
regimes of the European Union. 

Process for establishing supervisory recognition - obtaining information 

25.1.57 Prior to undertaking the assessment, information regarding the regulatory 
and supervisory frameworks should be obtained regarding the supervisory regime 
being assessed. This can be obtained directly from the other supervisor or 
through other sources. 

25.1.58 Information can also be obtained through carrying out visits to the other 
supervisor’s jurisdiction and talking to the supervisory authorities and other 
relevant parties. 

25.1.59 Consideration should be given to any need to verify the information
obtained. 

Process for establishing supervisory recognition - carrying out the assessment 

25.1.60 The next stage of assessing the supervisory regime is to consider the 
relevant assessment criteria by specifying the specific areas to be assessed. 
Once the areas are confirmed, the assessment can be carried out against the 
criteria and fully documented. 

25.1.61 Consideration ought to be given to a quality check on the assessment, 
ideally by persons who are independent from the assessors who carried out the 
initial assessment. 

25.1.56 その他の背景情報には、欧州連合の、一部または全体の監督制度のよ
うな他の管轄区域との認定合意の存在が含まれうる。

監督上の認定を確立するためのプロセスー情報の取得

25.1.57 評価の実施に先立ち、規制上および監督上の枠組みに関する情報が、
評価される監督制度に関して取得されるべきである。これは、他の監督者から

直接、または、その他の情報源を通じて取得されうる。

25.1.58 情報はまた、他の監督者の管轄区域への訪問を実行し、その監督当局
およびその他の関連当事者と会談をすることを通じても取得されうる。

25.1.59 取得された情報を確認するあらゆる必要性について、検討がなされる
べきである。

監督上の認定を確立するためのプロセスー評価の実行

25.1.60 監督制度を評価する次の段階は、評価される具体的な分野を特定する
ことによって、妥当な評価規準を検討することである。当該分野が確定次第、

その評価は当該規準に対して実行され、また、完全に文書化されうる。

25.1.61 理想的には、初回の評価を実行した評価者から独立している人物によ
るその評価に関する質のチェックについて、検討がなされるべきである。
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25.1.62 Once the assessment is complete a decision has to be made as to
whether or not to recognise the supervisory regime in the jurisdiction being 
assessed. The decision should ideally be based on a pre-determined set of rules, 
such as meeting the required criteria in all cases or a certain percentage of cases. 
It may also be acceptable for some of the criteria to be partially satisfied. 

25.1.63 It may be necessary to apply subjective judgment in determining whether 
or not a jurisdiction should be recognised, particularly if some criteria are deemed 
to carry more weight than others. 

Process for establishing supervisory recognition - due process and
communicating the decision 

25.1.64 Feedback should be provided to the supervisory regime being assessed 
during the assessment process and an opportunity should be provided for the 
supervisor to provide additional clarification. Supervisors should resolve any 
differences between them in an efficient way. 

25.1.65 When the assessment has been finalised, the decision as to whether the 
supervisory regime should be recognised should be communicated. If recognition 
is not possible, the areas where the criteria were not met should be 
communicated. In the case of an adverse decision the jurisdiction being assessed 
should be given the opportunity to explain how it may meet the criteria in future. 
A process for reassessment could then be established. 

Process for establishing supervisory recognition - format of recognition
agreements 

25.1.62 その評価が完了次第、評価される管轄区域における監督制度を認定す
るか否かについて、決定がなされなければならない。その決定は、理想的に

は、全ての事例または一定の割合の事例において要求される規準を満たすこと

などの、予め決められた規則に基づくべきである。その決定はまた、一部の規

準について、部分的に満たされることも、受入可能となる可能性がある。

25.1.63 特に、一部の規準が他の規準よりも重要であるとみなされる場合に、
管轄区域が認定されるべきか否かを決定する際に、主観的な判断を適用するこ

とが必要である可能性がある。

監督上の認定を確立するためのプロセスーデュー・プロセスおよび

決定の伝達

25.1.64 評価プロセスの期間中、評価されている監督制度に対しフィードバッ
クが提供されるべきであり、また、追加的な明確化を提供する機会が監督者に

提供されるべきである。監督者は、効率的な方法で、監督制度間のあらゆる差

異を解消するべきである。

25.1.65 評価が終了した際、その監督制度が認定されるべきか否かについての
決定が伝達されるべきである。認定が可能でない場合、規準が満たされなかっ

た分野が伝達されるべきである。意に沿わない決定の場合、評価される管轄区

域は、その規準を将来どのように満たすかについて説明をする機会を与えられ

るべきである。再評価のプロセスが、そのとき定められうる。

監督上の認定を確立するためのプロセスー認定合意の形式
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25.1.66 A formal agreement is not a pre-requisite to any form of supervisory
recognition, but written agreements have a number of benefits, including 
clarification of terms and obligations and facilitating cooperation between 
jurisdictions. If a written agreement is entered into, the following points may be 
considered. 

25.1.67 The agreement should set out the commencement date and specify the 
roles and responsibilities of the respective parties. If the agreement is for a finite 
term, the end date of the recognition agreement should be specified together with 
details of the process for renewal which may involve reassessment. 

25.1.68 The agreement should contain a confidentiality agreement between the 
respective parties together with requirements for the provision of information. 

25.1.69 The agreement should include provisions for the respective parties to 
regularly exchange information in respect of changes to their regulatory regime. 

25.1.70 The agreement may include details of the process for resolving disputes, 
for example in the case of a refusal to respond to a valid request for information. 

25.1.71 The parties should consider whether and to what extent details of any 
agreement in respect of supervisory recognition ought be publicised. 

25.2 Coordination agreements include establishing effective procedures for:
• information flows between involved supervisors; 
• communication with the head of the group; 
• convening periodic meetings of involved supervisors; and 

25.1.66 正式な合意は監督上の認定のいかなる形態においても必須要件ではな
いが、書面による合意は、条件および義務の明確化を含め、また、管轄区域間

の協力を促進し、多くの利点を持つ。書面による合意が締結される場合、以下

の点が検討される可能性がある。

25.1.67 その合意は、開始日を設定し、また、それぞれの当事者の役割および
責任を規定するべきである。その合意が有期である場合、認定合意の満了日

が、再評価を含む可能性のある更新プロセスの詳細と共に、規定されるべきで

ある。

25.1.68 その合意は、それぞれの当事者間の守秘義務の合意を、情報提供の要
件と共に、含むべきである。

25.1.69 その合意は、それぞれの当事者が、自身の規制上の制度の変更に関し
て定期的に情報を交換する規定を含むべきである。

25.1.70 その合意は、例えば、正当な情報要請に対応することを拒否する場合
など、紛争を解決するためのプロセスの詳細を含む可能性がある。

25.1.71 その当事者は、監督上の認定に関連するあらゆる合意の詳細が公表さ
れるべきか、および、どの程度まで公表されるべきかを検討するべきである。

25.2 調整の合意には、以下のための効果的な手続きの確立が含まれる。
・ 関与する監督者間の情報の流れ

・ グループの代表企業とのコミュニケーション

・ 関与する監督者との定期的な会合の開催、ならびに
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• conduct of a comprehensive assessment of the group. 

25.3 Supervisors cooperate and coordinate in the supervision of an 
insurance legal entity with a branch in another jurisdiction in accordance 
with their authorities and powers. 

25.4 Supervisors cooperate and coordinate in the supervision of insurance
groups and insurance legal entities that are parts of insurance groups in
accordance with their authorities and powers. 

25.5 Supervisors establish a process to identify a Group-wide supervisor for 
all cross-border insurance groups. 

Identification of a group-wide supervisor 

25.5.1 A group-wide supervisor would ultimately be responsible for ensuring 
effective and efficient group-wide supervision. The group-wide supervisor should 
coordinate and disseminate essential information needed for reviewing and 
evaluating risks and assessing solvency on a group-wide basis. If a group-wide
supervisor is to achieve this, there needs to be open and constructive relationships 
among the involved supervisors. Therefore, there needs to be coordination of, and 
collaboration by, supervisors to avoid unnecessary duplication. 

25.5.2 Experience has shown that it is generally clear who should take the role of 
group-wide supervisor for a particular group. However, depending on the structure 
of a particular group, the case may arise where several supervisors fulfil the 
conditions to be considered as a group-wide supervisor. In such cases it is 
necessary to have a clear and transparent process for identifying and agreeing an 

・ グループについての総合的評価の実施

25.3 監督者は、他の管轄区域に支店を有する保険法人の監督において、その権
限および能力に従って監督者間で協力および調整する。

25.4 監督者は、保険グループおよび保険グループの一部である保険法人の監督
において、その権限および能力に従って監督者間で協力および調整する。

25.5 監督者は、あらゆるクロスボーダーな保険グループを対象とするグループ
全体の監督者を特定するプロセスを確立する。

グループ全体の監督者の特定

25.5.1 グループ全体の監督者は、最終的に効果的かつ効率的なグループ全体の
監督を確保する責任を負うことになる。グループ全体の監督者は、グループ全体

ベースでリスクを見直し・評価するとともに、ソルベンシーを評価するために必

要とされる欠くことのできない情報を調整し、広めるべきである。グループ全体

の監督者がこれを達成するのであれば、関与する監督者間でのオープンで建設的

な関係が存在する必要がある。それゆえ、不要な重複を回避するために、監督者

の調整および監督者による協働が必要となる。

25.5.2 通常、ある特定のグループに対するグループ全体の監督者の役割を誰が
担うべきかは、明らかであることが経験によって示されている。しかしながら、

ある特定のグループの構造によっては、数名の監督者がグループ全体の監督者と

してみなされる条件を満たす場合が生じることがある。このような場合には、適

切なグループ全体の監督者を特定し合意するための明確で透明性のあるプロセ
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appropriate group-wide supervisor. 

25.5.3 In some jurisdictions, the legal or regulatory system may include provisions 
which allow or require the designation of a group-wide supervisor. However, this
formal designation may not be recognized in all jurisdictions in which a particular 
group operates. The absence of a formal mechanism should not limit the 
extension of the group-wide supervisor to those other jurisdictions, on a de facto 
basis, given the agreement and cooperation of the involved supervisors. 

25.5.4 In principle the home supervisor of the head of the group should be first 
considered to take the role of the group-wide supervisor. 
Other factors to consider in determining the group-wide supervisorwould include, 
but are not limited to: 

• the location of the group's head office, given that this is where the group's 
Board and Senior Management is most likely to meet, and ready access of the 
group-wide supervisor to the group’s Board and Senior Management is an 
important factor;and 

• where the registered head office is not the operational head of the group, the 
location where: 

− the main business activities of the group are undertaken; and/or 
− the main business decisions are taken; and/or 
− the main risks are underwritten; and/or 
− the group has its largest balance sheet total. 

25.5.5 Ultimately the involved supervisors would be expected to determine the 
need for a group-wide supervisor and agree the supervisor to take that role. The 
emphasis should be on a joint decision between all involved supervisors to reach 
an acceptable outcome. 

スを有することが必要である。

25.5.3 一部の管轄区域では、法的または規制上のシステムがグループ全体の監
督者の指定を容認する、または、要求する規定を含むことがある。しかしながら、

この正式な指定は、特定のグループが事業運営する全ての管轄区域で認識される

とは限らない。正式なメカニズムがなくても、関与する監督者の合意および協力

を前提に考えれば、実質ベースで、グループ全体の監督者をこれらの他の管轄区

域へ広げることを制限すべきではない。

25.5.4 原則として、グループの代表企業の所在地の監督者がまず、グループ全
体の監督者の役割を担うことを考慮すべきである。

グループ全体の監督者を決定する上で考慮すべきその他の要素には、以下が含ま

れるが、これらに限定されるものではない：

・ 当該グループの取締役会および上級管理職が最もよく会合し、また、同取

締役会および上級管理職にグループ全体の監督者がアクセスし易いことが

重要な要素であることを踏まえた、

・ グループの本社の所在地および登録された本社が、当該グループの業務運

営上の代表でない場合には、

－当該グループの主要業務活動が行われている所在地 および／または、

－主要な事業上の意思決定が行われる所在地 および／または、

－主要なリスクが引受けられている所在地 および／または、

－当該グループがその最大のバランスシート合計を有する所在地

25.5.5 最終的に、関与する監督者は、グループ全体の監督者の必要性を決定し、
その役割を担うことになる監督者に同意することが期待される。強調すべきこと

は、全ての関与する監督者が受入れ可能な結果に到達するために合同で決定する

ことである。
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25.5.6 However, regardless of the approach in the jurisdiction of the group-wide
supervisor, this formal designation may not be recognised in all jurisdictions in
which a particular group operates and reliance is placed on non legislative means 
- through agreements and/or other coordination activity among the involved 
supervisors. 

25.5.7 At present, it is not generally possible to consider or establish international 
legislation which grants legal power and authority to a group-wide supervisor 
across jurisdictional borders. It is important, therefore, that there are clear 
agreements (formal or otherwise) between all involved supervisors in order to 
allow the group-wide supervisor to fulfil its tasks and to ensure support from 
involved supervisors. 

25.6 The designated group-wide supervisor takes responsibility for initiating 
discussions on suitable coordination arrangements, including establishing
a supervisory college, and acts as the key coordinator or chairman of the
supervisory college, where it is established. Other involved supervisors
participate with the Group-wide supervisor in coordination discussions and
in the supervisory college. 

25.6.1 The tasks of the group-wide supervisor would be expected to include the 
assessment of: 

• group structure and interrelationships, including ownership and management 
structure; 

• capital adequacy at group level including approval of the use of a group-wide 
internal model for group-wide regulatory capital purposes (where applicable);

• reinsurance and other forms of risk transfer from the group and risk 

25.5.6 しかしながら、グループ全体の監督者の管轄区域におけるアプローチに
かかわらず、この正式な指定は、特定のグループが事業運営している、および、

関与する監督者の間での合意および／またはその他の調整業務を通じた法的で

ない手段に信頼が置かれている全ての管轄区域で認められないことがある。

25.5.7 現在、管轄区域の境界を越えてグループ全体の監督者に、法的な能力お
よび権限を与える国際的な法制を検討または定めることは、一般的に可能ではな

い。それゆえ、グループ全体の監督者に対して、その任務を遂行させ、関与する

監督者からの支援を確実にさせるために、全ての関与する監督者の間で、明確な

合意（正式またはその他）がなされることが重要である。

25.6 指定されたグループ全体の監督者は、監督カレッジの設立を含む、適切な
調整の取決めに関する議論を先導する責任を担い、かつ設立された場合には、当

該監督カレッジの主要なコーディネーターまたは議長として行動する。関与する

他の監督者は、グループ全体の監督者と共に、調整のための議論および監督カレ

ッジに参加する。

25.6.1 グループ全体の監督者の任務には、以下の評価を含めることが期待され
る：

・ 所有者構造および経営構造を含む、グループの構造および相互関係（適用可

能な場合には）

・ グループ全体の規制上の資本目的での、グループ全体の内部モデルの利用

の承認を含む、グループレベルでの資本充分性

・ グループからの再保険および他の形態のリスク移転ならびにリスク集中
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concentration; 
• the group’s own risk and solvency assessment; 
• intra-group transactions and exposures, including intra-group guarantees and 

possible legal liabilities and any other capital or risk transfer instruments; and
• internal control mechanisms and risk management processes, including 

reporting lines and fit-and-proper assessment of the Board, Senior 
Management as well as the propriety of significant owners. 

Interrelationship between group-wide supervisor and supervisory college 

25.6.2 The operational effectiveness of a group-wide supervisor may be enhanced 
considerably through the establishment of a supervisory college as a mechanism 
for enhancing cooperation and information exchange among involved 
supervisors. Also, effectiveness and efficiency of the supervisory college may be 
improved further through awareness and understanding of the quality of 
relationship possible between the group-wide supervisor and other members. 

25.6.3 The group-wide supervisor is expected to take an important role in a
number of areas in the operation of a supervisory college. These can be 
summarised as follows: 

• initiating the establishment of a supervisory college; 
•clarifying the membership/participation of involved supervisors in the 

supervisory college, including considering the establishment of subgroup 
colleges to enhance the overall effectiveness of the college; 

•clarifying the functions of the supervisory college and the role of involved 
supervisors, including of the group-wide supervisor, which may be formalised 
in a terms of reference; 

•coordinating the ongoing activities of the supervisory college, including 

・ グループ自身のリスクおよびソルベンシー評価

・ グループ内保証および起こりうる法的債務、ならびにあらゆる資本または

リスク移転商品を含む、グループ内の取引およびエクスポージャー、ならび

に

・ 重要な所有者の正当性だけでなく、報告系統、取締役会および上級管理職の

適格性評価を含む、内部統制構造およびリスク管理プロセス

グループ全体の監督者と監督カレッジとの相互関係

25.6.2 グループ全体の監督者の運営上の有効性は、関与する監督者間の協力お
よび情報交換を強化する方法としての、監督カレッジの設立を通して著しく高ま

る可能性がある。また、監督カレッジの有効性および効率性は、グループ全体の

監督者および他のメンバー間において考えられる関係性の質を意識すること、お

よび理解することを通して、さらに向上する可能性がある。

25.6.3 監督カレッジの運営における多くの分野において、グループ全体の監督
者が重要な役割を果たすことが期待されている。これらの概要は以下の通りであ

る：

・ 監督カレッジの設立の主導

・ 監督カレッジの全体的な有効性を強化するために、サブ・グループ監督カ

レッジの設立を検討することを含め、監督カレッジに関与する監督者のメ

ンバー資格／参加の明確化

・ 監督カレッジの職務、および、運営規約(terms of reference)で正式に定め
られることがあるグループ全体の監督者を含めた、関与する監督者の役割

の明確化

・ 企画会議、監督活動、情報交換プロセスを含む、監督カレッジの継続的な
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planning meetings, supervisory activities, processes of information exchange; 
and 

• establishing a crisis management plan. 

25.6.4 In all of these areas, while the group-wide supervisor would be expected to 
take the initiative as the coordinator or chair of the supervisory college, the group-
wide supervisor should necessarily work in collaboration with involved supervisors 
and seek, to the extent possible, agreement among involved supervisors. In this
respect, establishing early agreement and clarity of understanding on the 
operational aspects of the college will contribute to establishing good relationships 
among the involved supervisors from the commencement. 

25.6.5 An important role of the group-wide supervisor will be the continued
management of these relationships with and among supervisory college 
members. The group-wide supervisor should be mindful of the expectations of 
involved supervisors from the supervisory college and their expectations of the 
role of the group-wide supervisor. Awareness of these expectations could play a 
pivotal role, especially in times of a crisis. This awareness should also include 
legal and internationally relevant facts and relationships, which may be critical to 
the supervisory actions taken in particular circumstances including crisis. 

25.6.6 An efficient and harmonious relationship may only be possible when a 
mutual respect and trust is established and observed among involved supervisors. 
The group-wide supervisor should regularly consider opportunities to improve
relationships and to reinforce mutual trust. 

25.6.7 Access to relevant information for involved supervisors will be one
important measure of the effectiveness of the supervisory college. While the 

活動の調整、ならびに

・ 危機管理計画の策定

25.6.4 これら全ての分野において、グループ全体の監督者は監督カレッジのコ
ーディネーターまたは議長として主導することを期待されるであろうが、グルー

プ全体の監督者は、関与する監督者と必ず協働して活動し、また、可能な範囲に

おいて、関与する監督者間の合意を求めるべきである。この点において、監督カ

レッジの運営の側面についての早期合意および理解の明確化を確立させること

が、関与する監督者間で始めから良好な関係を築くことに寄与するだろう。

25.6.5 グループ全体の監督者の重要な役割は、監督カレッジメンバーとの、お
よび監督カレッジメンバー間の関係を継続的に管理することになるだろう。グル

ープ全体の監督者は、監督カレッジからの関与する監督者への期待、およびグル

ープ全体の監督者の役割に対する関与する監督者の期待に留意するべきである。

これらの期待を意識することは、特に危機時において、極めて重要な役割を果た

しうる。この意識には、法的および国際的に関連する事実および関係も含むべき

であり、このことは危機を含む特定の状況下で講じられる監督上の措置に極めて

重要になる場合がある。

25.6.6 効率的かつ調和の取れた関係は、関与する監督者間で相互尊重および信
頼が確立され、かつ保たれている場合にのみ可能となりうる。グループ全体の監

督者は、関係を改善し、および、相互の信頼を強固にするための機会を定期的に

検討するべきである。

25.6.7 関与する監督者にとって関連情報へのアクセスは、監督カレッジの有効
性の重要な尺度の一つとなるだろう。グループ全体の監督者は、関連情報の収集



- 528 - 

英文 仮訳

group-wide supervisor will have a clear role in the gathering of relevant 
information, an equally important consideration will be the appropriate and timely 
dissemination of that information consistent with applicable confidentiality 
requirements. Interim information that has been received and may be of 
importance to the supervisory work of the other involved supervisors should be 
made available to those supervisors. This will encourage mutual trust, sharing of 
information, and further collaboration and cooperation among all involved 
supervisors. 

25.6.8 While the management of internal relationships is important, the group-
wide supervisor should also play a role in establishing appropriate contacts with 
other associated participants who may be of assistance to the supervisory college, 
for example other sector participants in the case of a financial conglomerate. 
When identifying such participants the group-wide supervisor should take into 
consideration the impact and/or influence that they may have on the existing 
relationship between college members and should weigh these issues against the 
value of information and wealth of experience these additional members may be 
able to provide. 

Coordination and chairmanship 

25.6.9 There may be various circumstances in which the establishment of a 
supervisory college is initiated, and depending on purpose and membership, 
various ways in which the roles of involved supervisors – including chairmanship 
– are determined. In general, the group-wide supervisor, where designated, would 
be expected to take the responsibility for initiating a supervisory college and to act
as the key coordinator or chairman of the supervisory college, to the extent 
practicable. 

において明確な役割を持つ一方で、同様に重要な検討事項として、適用可能な守

秘義務要件に整合的なその情報の適切かつタイムリーな普及があるだろう。収集

され、かつその他の関与する監督者の監督上の取組みにおいて重要となるかもし

れない中間情報は、それらの監督者が利用可能であるようにするべきである。こ

れによって、全ての関与する監督者間の相互信頼、情報共有、ならびに、さらな

る協働および調整が促されるだろう。

25.6.8 （監督カレッジ）内部の関係の管理が重要である一方、例えば、金融コ
ングロマリットの場合におけるその他セクターの参加者など、監督カレッジの役

に立つかもしれないその他の関連する参加者との適切な連絡（体制）の確立にお

いても、グループ全体の監督者はまた、役割を果たすべきである。そのような参

加者を特定する際に、グループ全体の監督者は、監督カレッジのメンバー間の既

存の関係に生じうるインパクトおよび／または影響を考慮に入れるべきである

し、また、こうした問題を、これら追加されるメンバーが提供できるかもしれな

い情報の価値および豊富な経験と比較検討するべきである。

調整および議長

25.6.9 監督カレッジの設立の主導には様々な状況があるかもしれず、また、目
的とメンバー資格に応じて、議長を含めた、関与する監督者の役割の決定には

様々な方法がある。一般的に、グループ全体の監督者は、指定されている場合、

監督カレッジを主導する責任を担い、かつ、実行可能な範囲で、監督カレッジの

主要なコーディネーターまたは議長として行動することが期待されている。



- 529 - 

英文 仮訳

25.6.10 A supervisory college is expected to meet on a regular basis appropriate 
to the nature, scale and complexity of the group. In the case of a group which is 
relevant to overall financial stability, the supervisory college should meet at least 
annually to be most effective. The chairman should ensure the prerequisites for 
the effective operation of a supervisory college exist, such as coordinating meeting 
schedules, confidentiality agreements, etc. 

25.6.11 The chairman should propose the agenda for supervisory college
meetings, but should incorporate the views and opinions of other members. The 
agenda may be set to discuss specific issues or wide ranging issues depending 
on what is happening globally and/or in respect of a particular group. 

25.6.12 Supervisory college meetings should be planned with clarity of the
outcomes that are being sought and, based on this, should clearly record the 
outcomes that are achieved, including : 

• action points arising from any meeting(s); 
• the individual(s) to whom a task has been assigned; and 
• the deadline when an action should be complete. 

It will be the responsibility of the supervisory college to track individual items to 
make sure that the necessary action has been carried out. 

25.7 There is appropriate flexibility in the establishment of a supervisory 
college– both when to establish and the form of its establishment – and 
other coordination mechanisms to reflect their particular role and functions.

Whether and when to establish a supervisory college 

25.6.10 監督カレッジは、グループの性質、規模および複雑性に応じて、定期的
なベースで会合を開催することが期待される。全体的な金融安定性に関係のある

グループの場合、監督カレッジが最も有効的なものであるために、少なくとも年

１回の会合を開催すべきである。議長は、会合の日程調整、守秘義務の合意など

のような、監督カレッジの有効な運営が存在するための必須条件を確保すべきで

ある。

25.6.11 議長は、監督カレッジの会合の議事を提案すべきであるが、その他のメ
ンバーの見解および意見を取り入れるべきである。議事は、世界的に何が起こっ

ているかに応じて、および／または特定のグループに関する、具体的な問題また

は幅広い範囲の問題を議論するため定められる場合がある。

25.6.12 監督カレッジの会合は、求められている結果に対する明確さを持って
計画すべきであり、それに基づき、以下を含む達成した結果を明確に記録すべき

である：

・ あらゆる会合で挙がっている行動事項

・ 任務が割当てられた個人、および

・ 行動事項を完了すべき期限

必要な行動事項が実施されることを確保するため、各事項を追跡することは監督

カレッジの責任である。

25.7 監督カレッジの設立（設立の時期およびその設立の形態の双方）における
適切な柔軟性、ならびに監督カレッジの特定の役割および職務を反映するための

その他の調整メカニズムが存在する。

監督カレッジを設立すべきかどうか、およびいつ設立すべきか
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25.7.1 Supervisory colleges, where established, can be structured in different 
ways. They should, however, be operated in such a way that allows members of 
the college to fully understand the major risks to which the group is subject. 

25.7.2 There is a high level of divergence in the insurance industry regarding the 
nature of organisations, the nature of regulation and supervision, and the 
development of markets and supervisory regimes in different jurisdictions. While 
enhanced convergence of supervisory practice is expected over time, there is 
currently a need for flexibility in the considerations of both whether, and when, to
establish a supervisory college. 

25.7.3 As a general premise, the establishment of a supervisory college should 
be considered where it is necessary to improve the effectiveness and efficiency 
of supervision – for example, when significant cross-border activities and/or intra-
group transactions are conducted; where effective group-wide supervision is 
essential to the protection of policyholders; and/or where effective group-wide
supervision is essential to the financial stability of the financial market as a whole.

25.7.4 Consideration should be given to the circumstances and/or other factors 
that could be considered in determining whether and when to establish a 
supervisory college. Also the principle of materiality and proportionality should be 
applied in this determination. Further, a jurisdiction may determine that there are 
particular circumstances or minimum criteria which suggest that the establishment 
of a supervisory college should be a requirement. 

25.7.5 The factors which are relevant in this context include the following (it is 
noted that these factors are also relevant to considerations on the form and 
operational structure of a supervisory college): 

25.7.1 監督カレッジは、設立される場合には、様々な方法で構築されうる。し
かしながら、それらは、当該グループがさらされる主要なリスクを当該団メンバ

ーが完全に理解できるような方法で運営されるべきである。

25.7.2 様々な管轄区域における組織の特質、規制および監督の特質、市場の発
展ならびに監督制度に関して、保険業界のなかで高いレベルでの多様性がある。

監督上の実務における収斂の強化が、時間とともに期待される一方、現在、監督

カレッジを設立するべきかどうか、またいつ設立すべきかの両方の検討について

柔軟性が必要である。

25.7.3 一般的な前提として、監督カレッジの設立は、監督の有効性および効率
性を改善する必要がある場合に検討されるべきである。例えば、重要な国境を越

えた活動および／またはグループ内取引が行われる場合、有効なグループ全体の

監督が保険契約者の保護のために不可欠である場合、および／または、有効なグ

ループ全体の監督が金融市場全体の金融安定性にとって不可欠である場合であ

る。

25.7.4 監督カレッジを設立するべきかどうか、およびいつ設立するべきかを決
定する際に考慮されうるその状況および／または他の要因に配慮するべきであ

る。また、その決定において、重要性およびプロポーショナリティの原則(principle 
of materiality and proportionality)を適用すべきである。さらに、管轄区域は、監
督カレッジの設立を要件とすべきであることを示唆する、特定の状況または最低

限の規準を決定する場合がある。

25.7.5 この状況に関連性のある要因には以下を含む（これらの要因は、監督カ
レッジの形態および運営上の構造の検討にも関連することに留意する）：
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• Relevance of the group to overall financial stability 
− where effective group-wide supervision of a particular insurance group is 

relevant to overall financial stability, the establishment of a supervisory 
college is expected. 

− the relevance of a group to overall financial stability would be highly 
dependent on the nature, scale and complexity of the cross-border 
activities and/or intra-group transactions and associated risks of the group.

• The nature and complexity of the business undertaken by thegroup 
− where the cross-border activities of the group are highly complex - through 

intra-group transactions, etc.- the effectiveness of pure legal entity 
supervision can be limited without appropriate cooperation and information 
exchange with related supervisors. Therefore, the establishment of a 
supervisory collegeis expected. 

• Relevance of the group in a specific insurance market 
− where a particular group has significant market share in one or more 

specific jurisdictions, the establishment of a supervisory college may be
expected. 

• Similarity of supervisory practices (such as risk and capital assessment, 
governance assessment and other key supervisory practices) among the 
involved supervisors 

− where the group operates mainly in jurisdictions with similar supervisory 
frameworks and practices (e.g.the EEA), the establishment of a 
supervisory college would be more practicable, and therefore may be
expected. 

• The operational and management approach of the group: 
− where the group functions - risk management, capital management, 

corporate governance and internal controls - are centralised, the 
establishment of a supervisory college should be encouraged to facilitate

・ 全体的な金融安定性へのグループの関連性

－特定の保険グループに対する有効なグループ全体の監督が、全体的な金

融安定性に関連する場合、監督カレッジの設立が期待される。

－全体的な金融安定性へのグループの関連性は、国境を越えた活動および

／またはグループ内取引の性質、規模および複雑性、ならびにグループ

に付随するリスクに極めて依存するだろう。

・ グループが引受ける事業の性質および複雑性

－グループ内取引などを通じ、グループの国境を越えた活動が極めて複雑

である場合、純粋な法人の監督の有効性は、関係する監督者との適切な

協力および情報交換無しでは制限されうる。それゆえ、監督カレッジの

設立が期待される。

・ 特有の保険市場におけるグループの関連性

－特定のグループが１つまたは、それ以上の特有の管轄区域において著し

い市場シェアを有している場合、監督カレッジの設立が期待される場合

がある。

・ 関与する監督者間の監督実務（リスクおよび資本の評価、ガバナンス評価

ならびにその他主な監督上の実務など）の類似性

－グループが、類似する監督の枠組みおよび実務を有する管轄区域で主に

運営する場合（例えば、EEA）、監督カレッジの設立はより実行可能なも
のとなり、それゆえ、設立が期待されるだろう。

・ グループの運営および経営のアプローチ

－グループの機能－リスク管理、資本管理、コーポレート・ガバナンスお

よび内部統制が中央集中化されている場合、監督カレッジの設立は、関

与する監督者とグループの経営陣との間の対話を促進するため、奨励す
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dialogue between the involved supervisors and management of the group.
• Legal constraints limiting the effectiveness of supervisory college in the 

involved jurisdictions 
− Ensuring professional secrecy and confidentiality are vital elements in 

allowing supervisors to share and exchange relevant information. Where 
there are legalconstraints to information exchange, the effectiveness of a 
supervisory college would be limited. In such a case, in considering the
establishment of a supervisory college, supervisors should be encouraged 
to address any such legal constraints. 

25.7.6 As a general point, where a supervisory college already exists in practice, 
but may not be comprehensive in its coverage (e.g. a regional college), that 
college may be adapted to meet the needs of the wider number of involved 
supervisors to the extent practicable. Involved supervisors should seek to avoid 
establishing duplicate supervisory colleges. 

Form and operational structure of a supervisory college 

25.7.7 The criteria discussed here are important considerations not only in
determining whether and when to establish a supervisory college, but also where 
a college is established, in informing the definition of the form and operational 
structure of that college, its membership and the focus of its work. 

Overall approach 

25.7.8 The legal and regulatory frameworks that exist in jurisdictions where the 
group operates may vary considerably. This will place limitations on how each 
supervisor carries out its supervision of legal entities and the scope of its authority. 

べきである。

・ 関与する管轄区域における監督カレッジの有効性を制限する法的な制約

－職務上の機密および守秘義務の確保は、監督者に関連情報の共有および

交換を可能とするなかで欠くことはできない要素である。情報交換への

法的制約がある場合、監督カレッジの有効性は限られたものになるだろ

う。そのような場合、監督カレッジの設立の検討の際に、監督者は、そ

のようなあらゆる法的制約に対処することを奨励されるべきである。

25.7.6 一般的な論点として、監督カレッジが、実際上はすでに存在しているが、
その範囲において包括的ではないかもしれない場合（例えば、地域監督カレッ

ジ）、その監督カレッジは、実現可能な範囲において、より多くの関与する監督

者の必要性を満たすよう調整される場合がある。関与する監督者は、重複する監

督カレッジの設立を回避するよう努めるべきである。

監督カレッジの形態および運営上の構造

25.7.7 ここで議論された規準は、監督カレッジを設立するかどうか、およびい
つ設立するかの判断においてだけでなく、監督カレッジが設立される場合には、

監督カレッジの形態および運営上の構造の定義、そのメンバー資格、ならびにそ

の業務の焦点についての情報提供においても重要な検討材料となる。

全体的なアプローチ

25.7.8 グループが運営する管轄区域に存在する法的および規制上の枠組みは、
著しく異なる場合がある。これは、各監督者が法人の企業の監督をどのように実

施するかおよびその権限の範囲に制限を加えることとなる。これは、次に、監督
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This in turn will have an impact on any work that a supervisory college agrees to 
carry out. In particular, a supervisory college will need to ensure that any work 
planned does not go beyond the authority of a supervisor or exceed the legal
framework that exists in a jurisdiction. 

25.7.9 The resources and capabilities of each supervisor involved in a supervisory 
college may vary considerably. As such the supervisory college will need to 
ensure that the activities agreed to are appropriate and realistic for all of the 
involved supervisors. This may require that: 

• any tasks allocated are achievable for the supervisor carrying out the work; 
and 

• the supervisory college focuses on the areas of greatest risk. 

25.7.10 Supervisory approaches may differ by jurisdiction, for example some have 
adopted a principles-based approach to supervision while others use a rules-
based approach. These differences will need to be considered and appropriately 
reflected in the form and operations of a supervisory college. 

25.7.11 As already stated, supervisory colleges would generally be expected to 
be established on a permanent basis. However, there may be circumstances 
where a supervisory college is established on an ad-hoc basis in order to 
coordinate a particular issue with regard to the group in question (e.g. crisis 
management). 

Membership of, and participation in, a supervisory college 

25.7.12 The membership of a supervisory college would be expected to comprise 
representatives of each of the supervisors responsible for the day-to-day 

カレッジが実施することを合意しているあらゆる業務に影響を及ぼすことにな

るだろう。特に、監督カレッジは、計画された業務が、当該監督者の権限を越え

ない、またはある管轄区域に存在する法的枠組みを超越しないことを確保するこ

とが必要となるだろう。

25.7.9 監督カレッジに関与する各監督者のリソースおよび能力は、著しく異な

る場合がある。そのため、監督カレッジは、合意した活動が、関与する監督者全

てにとって適切かつ現実的であることを確保する必要があるだろう。これには、

以下を必要とする場合がある：

・ 配分されたあらゆる任務は、業務を遂行している監督者にとって達成可能

であること、および

・ 監督カレッジは、最もリスクが高い箇所に焦点を当てること

25.7.10 監督上のアプローチは、管轄区域によって異なりうる。例えば、一部の

監督者は、監督にプリンシプル・ベースのアプローチを採用する一方、他の監督

者はルール・ベースのアプローチを使用している。これらの相違点は、検討され、

かつ、適切に監督カレッジの形態および運営に反映される必要があるだろう。

25.7.11 既に記したとおり、監督カレッジは、通常、永続的に設立することが期

待されている。しかしながら、監督カレッジが、問題のグループに関する特定の

問題（例：危機管理）を調整するため、暫定的に設立される状況もある。

監督カレッジのメンバー資格および参加

25.7.12 監督カレッジのメンバーは、グループの一員である保険会社の日々の

監督に責任を負う各監督者の代表者から構成されることが期待されるだろう。監
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supervision of the insurers which are part of the group. While participation in a 
supervisory college is generally voluntary, broad involvement by the supervisors 
of the more significant entities is critical to the effective operation of that 
college.The terms, membership and participation should be interpreted in the 
context of these sections and in terms of every day usage. It is recognised that 
within the regulatory regimes of certain jurisdictions the terms may be defined for 
particular purposes and so take different meanings. 

25.7.13 To facilitate effectiveness and efficiency, careful consideration should be 
given as to how to approach the participation of members at meetings and in other 
activities of the supervisory college. There is a need to balance the desire for an 
inclusive membership approach with the need to maintain manageable 
operational structures and to avoid the supervisory college becoming unwieldy
and unworkable. 

25.7.14 The basis of participation should be agreed among involved supervisors 
having due regard for the particular circumstances of the group. However, 
pragmatic solutions should be found to facilitate the operational functioning of the 
supervisory college in an effective and efficient manner. 

25.7.15 In the case of a large group with entities operating in many jurisdictions, 
the number of involved supervisors may make it impracticable to involve all
members in supervisory college meetings. A structured approach to participation 
could be considered where for example, participation in the supervisory college 
meeting is on the basis of regional representatives, where that representative is 
responsible for communication to and from other regional supervisors. Another 
option may be to adopt a multiple tier structure of supervisory colleges, with 
subgroups of members identified and meetings organised to facilitate discussions

督カレッジの参加は、通常、任意である一方、より重要な企業の監督者の幅広い

関与は、監督カレッジの有効的な運営に重要である。用語、メンバー資格および

参加について、このセクションに照らし、および、日常の用法の観点から解釈す

べきである。ある一定の管轄区域の規制制度においては、これらの用語は、特定

の目的に応じて定義されている場合があり、それゆえ、異なる意味になると、認

識されている。

25.7.13 有効性および効率性を促進するため、メンバーの会合および監督カレ

ッジのその他活動への参加のアプローチ方法について慎重に検討されるべきで

ある。包括的なメンバー制アプローチへの要望と、管理可能な運営上の構造を維

持する必要性、ならびに監督カレッジが扱いにくく、運営できなくなることを回

避する必要性とのバランスを取る必要がある。

25.7.14 参加基準は、グループの特定の状況を十分に考慮した上で、関与する監

督者間で合意すべきである。しかし、実用面の解決策が、効果的かつ効率的な方

法で、監督カレッジの運営上の機能を促進するよう見出されるべきである。

25.7.15 多くの管轄区域で運営している企業を持つ大手グループの場合、関与

する監督者の数によって、監督カレッジの会合に全てのメンバーを関与させるこ

とは非現実的であるかもしれない。参加の体系的なアプローチは、例えば、監督

カレッジの会合への参加は地域代表者をベースとし、その代表者は、他の地域の

監督者との連携に対する責任を負う場合に検討されうるだろう。その他のオプシ

ョンとしては、特定されたメンバーによるサブ･グループ、およびサブ・グルー

プレベルでの議論を促進するために開催される会合という、監督カレッジの複数

層の構造を導入する場合がある（サブ・グループレベルの監督カレッジに関する
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at the subgroup levels (refer to below section on supervisory colleges at subgroup 
level). 

25.7.16 Where participation in supervisory college meetings is limited, it is vital 
that other mechanisms, such as a secure members-only website be adopted to 
ensure the flow of information to and from all involved supervisors. 

25.7.17 Further, clear criteria should be established for defining the basis of
participation. Issues which should be considered in establishing these criteria 
include: 

• the relative size and/or materiality of the entities relative to the group as a 
whole 

• the relative size or materiality of the entity relative to its local market 
• the level of risk in a particular entity 
• the role of the supervisory college and its relevance to the particular entity. 

25.7.18 Regardless of the approach to participation in a supervisory college, each 
involved supervisor is expected to make every reasonable effort to cooperate and 
coordinate in a spirit of mutual trust to ensure the protection of confidential 
information shared and to avoid unwarranted supervisory duplication and 
unnecessary supervisory burden for both the insurers and supervisors involved. 

25.7.19 The membership and participation approach of a supervisory college 
should be reviewed on a regular basis, to reflect changing circumstances in the 
group and the effectiveness of the operational structures. 

Supervisory colleges at subgroup level 

以下のセクションを参照）。

25.7.16 監督カレッジの会合への参加が制限されている場合、全ての関与する

監督者への、およびそれらの監督者からの情報の流れを確保するため、安全なメ

ンバー専用のウェブサイトなどのその他メカニズムを導入することが極めて重

要である。

25.7.17 さらに、参加の基準を定義するために明確な規準を確立すべきである。

それらの規準を確立するうえで検討すべき問題は以下を含む：

・ グループ全体に対する企業の相対的規模および／または重要性

・ 現地市場に対する企業の相対的規模または重要性

・ 特定の企業におけるリスクレベル

・ 監督カレッジの役割および特定の企業への関連性

25.7.18 監督カレッジへの参加アプローチにかかわらず、関与する各監督者は、

相互の信頼の精神で協力および調整し、共有機密情報の保護を確保し、かつ、保

険会社および関与する監督者双方に対する不当な監督上の重複および不要な監

督上の負荷を回避するために、あらゆる相応の努力をすることが期待される。

25.7.19 監督カレッジのメンバー資格および参加アプローチは、グループ内の

変化する状況および運営上の構造の有効性を反映するため、定期的なベースで見

直すべきである。

サブ・グループレベルの監督カレッジ
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25.7.20 Within a group, it is recognised that subgroups may be, or are required to 
be, identified to reflect various structural, operational or supervisory objectives. 
Such subgroups may exist within a jurisdiction or on a cross-border basis. 

25.7.21 There may be circumstances where it is appropriate to establish a
supervisory college at the level of such a subgroup (for example on a regional 
basis or sectoral basis, as in the case of an insurance group within a financial 
conglomerate). In the case of large groups, with many involved supervisors, such 
an approach may bring benefits in facilitating the involvement of all supervisors at 
an appropriate level. 

25.7.22 When it is considered necessary to establish colleges at a subgroup level, 
supervisors should carefully consider the appropriate form and operational 
structure of the subgroup college, having regard to the circumstances of the group 
and supervisory structure, to facilitate its effective operation. In particular, 
supervisors may consider the following practical aspects of implementation: 

• whether the subgroup college is established on a temporary or a permanent 
basis 

• the interrelationships between the various supervisory colleges for a group, as 
well as the interrelationship with a designated group-wide supervisor 

•mechanisms to facilitate effective and efficient information sharing and 
coordination between the various colleges 

• ensuring the best dialogue with the industry without unnecessarily duplicating 
regulatory intervention (e.g. a dialogue at subgroup level). 

25.7.23 Further, in these considerations supervisors should be aware of

25.7.20 グループ内では、様々な構造上、運営上または監督上の目的を反映する

ために、サブ・グループが特定される場合がある、または要求されることが認識

される。そのようなサブ・グループは、管轄区域内、または国境を越えたベース

で存在することがある。

25.7.21 そのようなサブ･グループのレベルでの監督カレッジを設立すること

が適切である状況があるかもしれない（例えば、金融コングロマリット内の保険

グループの場合のような、地域ベースまたは部門別ベース）。多くの関与する監

督者を有する大手グループの場合、そのようなアプローチは、適切なレベルでの

全ての監督者の関与を促進するうえで恩恵をもたらすかもしれない。

25.7.22 サブ・グループレベルでの監督カレッジの設立が必要であるとみなさ

れる場合、監督者は、有効的な運営を促進するため、グループの状況および監督

上の構造を考慮し、サブ・グループ・カレッジの適切な形態および運営上の構造

を注意深く検討すべきである。特に、監督者は、実施において以下の実務面を検

討する場合がある：

・ サブ・グループ・カレッジが暫定的または永続的ベースで設立されている

かどうか

・ あるグループの様々な監督カレッジの間の相互関係、および指定されたグ

ループ

・ 全体の監督者との相互関係効果的かつ効率的な情報共有および様々な監督

カレッジの間の調整を促進する方法

・ 不要に重複した規制介入なしに、業界との最良の対話を確保する（例えば、

サブ・グループ・レベルでの対話）

25.7.23 さらに、こういった検討において、監督者は、サブ・グループ・カレッ
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establishing mechanisms or processes to avoid the potential inefficiencies that 
may arise in a structure of subgroup colleges, such as: 

• not providing material information at the subgroup level 
• insufficient coordinated action/interventions at the subgroup level 
• potential conflicts of interest between the subgroup and whole group 
• duplication of supervision, by adding another layer. 

25.7.24 Where supervisory colleges at subgroup level are implemented, regular 
assessment of their effectiveness and, in particular, the effectiveness of 
coordination between the various supervisory colleges for the group should be 
conducted. 

Terms of reference of a supervisory college 

25.7.25 When a supervisory college is first established, the involved supervisors 
may seek to underpin its establishment with a formal document - terms of 
reference - which sets out the agreed terms ofoperation of the supervisory college. 
While recognising the need to allow for flexibility in the operation of a supervisory 
college, the terms of reference could generally cover the following matters (this is 
not an exhaustive list): 

• The membership of the supervisory college – including the approach to 
participation of members in the college. 

• The process for appointing a supervisor for chairing the college. (This would 
typically but not necessarily be the groupwidesupervisor, where designated.)

• Roles and functions of the supervisory college and of themembers of the 
supervisory college, including expectations of the chair/designated group-
wide supervisor. 

• Frequency and locations of meetings – The supervisory college should agree 

ジの構造にて生じるかもしれない、以下のような潜在的な非効率性を回避するメ

カニズムまたはプロセスを確立することを認識すべきである：

・ サブ・グループレベルで重要な情報を提供しない

・ 不十分な、サブ・グループレベルで調整された活動／介入

・ サブ・グループおよびグループ全体の間の潜在的利益相反

・ もう１つの層の追加による監督の重複

25.7.24 サブ・グループレベルの監督カレッジを導入する場合、その有効性、特

に、グループの様々な監督カレッジの間での調整の有効性に対して、定期的な評

価を実施すべきである。

監督カレッジの運営規約

25.7.25 最初に監督カレッジが設立される際、関与する監督者は、監督カレッジ

の運営に関して合意された条項を規定する正式文書、すなわち運営規約に基づ

き、監督カレッジの設立を裏付けることを求めるかもしれない。監督カレッジの

運営における柔軟性を考慮する必要性を認識する一方、運営規約は、一般的に、

以下の事項を対象としうる（これは網羅的なリストではない）：

・ 監督カレッジへのメンバーの参加アプローチを含む、監督カレッジのメン

バー資格

・ 監督カレッジの議長を務める監督者を任命するプロセス（これは、主とし

て、グループ全体の監督者であるが、指定される場合、必ずしもそうなると

は限らない）

・ 議長／指定されたグループ全体の監督者の見込みを含む、監督カレッジお

よびその監督カレッジのメンバーの役割および職務

・ 会合の頻度および開催場所。監督カレッジは、可能な限り多くのメンバーの
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locations that are likely to ensure the participation of as many of the members 
as possible. Where it is not feasible for supervisors to be present at a meeting, 
best endeavours should be made with the arrangements, so that where 
possible, people can participate by other means – for example, by a 
conference call or electronic means. 

• Scope of the activities of the supervisory college – It is likely that the 
supervisory college will focus on the following issues at a group level: 
− the solvency and financial stability of the insurance group; 
− the assessment of intra-group transactions and exposures; 
− internal control and risk management within the insurance group; and 
− appropriate actions to mitigate risks identified. 

To be most effective in considering these issues, the supervisory college may 
develop a shared view of risk, including: 

• the regular information collected by the supervisory college and any 
notifications that should be made to it (from both supervisors and the group). 
The supervisory college should agree the frequency at which information is 
provided. This should be coordinated in a way so as to avoid duplicative
requests and to reduce the burden on a group. The supervisory college 
should have an overview of an insurancegroup’s strategic plans; 

• procedures for dealing with emergencies (including breaches of solvency 
positions or the crystallising of risk); and 

• procedures for facilitating crisis management. 

25.8 The designated group-wide supervisor establishes the key tasks of the
supervisory college and other coordination mechanisms. Other involved
supervisors undertake the functions of the Supervisory college as agreed. 

25.8.1 A supervisory college is generally established for the fundamental purpose 

参加を確保できる見込みのある開催場所について合意すべきである。監督

者が会合に出席できない場合、可能であれば、例えば電話会議または電子的

手段のような他の方法で参加することができるような手配について、最大

限の努力をするべきである。

・ 監督カレッジの活動の範囲。監督カレッジはグループレベルで以下の論点

に焦点を当てる可能性が高い：

－保険グループのソルベンシーおよび金融安定性

－グループ内取引およびエクスポージャーの評価

－保険グループ内の内部統制およびリスク管理、ならびに

－特定されたリスク軽減のための適切な措置

これらの論点を考慮する際に最も効果的にするために、監督カレッジは、以下を

含む、リスクへの共有した見解を策定する場合がある。

・ 監督カレッジが収集した定期的情報および、（監督者およびグループの双方

から）行われるべき通知。監督カレッジは、情報が提供される頻度につい

て合意すべきである。これは、重複した要請を回避し、かつグループの負

荷を削減する方法で調整がなされるべきである。監督カレッジは、保険グ

ループの戦略的計画を概観すべきである。

・ 緊急事態対応に向けた手続き（ソルベンシー状態の違反、またはリスクの

具体化を含む）

・ 危機管理を促進するための手続き

25.8  指定されたグループ全体の監督者は、監督カレッジおよびその他の調整

メカニズムの主要な職務を確立する。関与する他の監督者は、合意に従って監督

カレッジの機能を担う。

25.8.1 監督カレッジは、通常、グループに属する企業の監督の有効性を推進す
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of facilitating the effectiveness of supervision of entities which belong to a group; 
both facilitating supervision of the group as a whole on a group-wide basis and 
improving the supervision of the legal entities within the group. A supervisory 
college serves this purpose by providing a permanent forum for cooperation and
communication between the involved supervisors. Through the sharing of 
information and discussion of supervisory issues, involved supervisors gain an 
improved mutual understanding of supervisory practices, which may contribute to 
enhanced convergence of supervisory practice on a global basis. 

25.8.2 The form, membership and operations of a particular supervisory college 
can be expected to vary according to the circumstances of the group and of the 
jurisdictions in which it operates. Appropriate flexibility in the establishment of a 
supervisory college, and the determination of its functions and operational 
structure, to reflect its particular circumstances is therefore important. A 
supervisory college should be organised in accordance with the nature, scale and 
complexity of the group; its form should be commensurate with the legal and 
organisational structure, business activities of the group and the risks the group 
poses to supervisory objectives. 

25.8.3 Although a supervisory college has no legal or binding authority as a
decision making body, in establishing the role and functions of a supervisory 
college, consideration should be given to the facilitation of coordinated 
supervisory activities. To the extent agreed among involved supervisors, and to 
the extent possible given any legal constraints in particular jurisdictions, this could 
include the delegation of tasks (but not legal responsibilities) and, where
necessary, consistent and coordinated supervisory interventions. Ultimately any 
supervisory activity (including delegation of tasks) and coordinated supervisory 
interventions undertaken by a supervisory college will rely on cooperation among 

る基本目的、つまり、グループ全体ベースで、グループ全体としての監督を推進

すること、および、グループ内の法人の監督の向上の双方のために設立される。

監督カレッジは、関与する監督者間の協力およびコミュニケーションのための永

続的な場を提供することによって、この目的の達成に寄与する。関与する監督者

は、監督上の問題に関する情報共有および議論を通して、監督上の実務における

相互理解を向上させる。これにより、世界的なベースにおいて、監督上の実務の

コンバージェンスの強化に寄与するかもしれない。

25.8.2 特定の監督カレッジの形態、メンバー資格および運営は、グループの状

況、およびそのグループが活動する管轄区域の状況によって変化することが期待

されうる。それゆえ、監督カレッジの特定の状況を反映するための、監督カレッ

ジの設立、ならびにその職務および運営上の構造の決定における適切な柔軟性は

重要である。監督カレッジはグループの性質、規模、および複雑性に応じて組織

化されるべきである。つまり、その形態は、当該グループの法的構造および組織

構造、事業活動、ならびにグループが監督目的にもたらすリスクと釣り合いが取

れているべきである。

25.8.3 監督カレッジは意思決定機関としての法的権限または拘束力はないが、

監督カレッジの役割および職務を確立するうえで、調整された監督活動の推進が

考慮されるべきである。これには、関与する監督者間で合意がなされる範囲、お

よび、特定の管轄区域におけるあらゆる法的制約をも考慮したうえで可能な範囲

内において、職務の委任（法的責任は委任しない）、および、必要な場合、整合的

かつ調整された監督の介入が含まれうる。最終的には、監督カレッジが引き受け

る、（職務の委任を含む）あらゆる監督活動および、調整された監督の介入は、関

与する監督者間の協力に依存することになるであろうし、また、個々の管轄区域

の様々な法的責任または既存の監督上の関係に優先する(override)ことはない。
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involved supervisors and does not override the various individual jurisdictions’ 
legal responsibilities or existing supervisory relationships. 

To facilitate group supervision 

25.8.4 A supervisory college contributes to the coordinated supervision of the 
group and facilitates discussion and action on a collaborative approach to 
supervising a group, subject to any restrictions or requirements under each 
jurisdiction’s legal framework. 

25.8.5 A supervisory college supports the role of a group-wide supervisor, where 
designated, and assists the group-wide supervisor in undertaking its functions. A 
supervisory college facilitates information collection and analysis at the group 
level, including compiling and analysing information available on risk exposures,
financial soundness and governance of group entities. With access to such 
aggregated information, a supervisory college may also enhance supervisory 
assessment of systemic risks. 

To improve legal entity supervision 

25.8.6 Through information collection and sharing, analysis and discussion, a 
supervisory college facilitates the transfer of knowledge and expertise among 
involved supervisors, and hence can contribute to improved supervision of the 
individual entities within the group. For example, effective cooperation may 
provide additional knowledge of the intra-group risks affecting an entity as a result 
of being a member of the group and may precipitate pre-emptive supervisory
activities at the legal entity level. 

グループ監督の促進にむけて

25.8.4 監督カレッジは、それぞれの管轄区域の法的枠組みの下のあらゆる制限

または要件に従い、グループの調整された監督に寄与し、かつグループ監督への

協働アプローチに関する論議および活動を促進する。

25.8.5 監督カレッジは、指定された場合、グループ全体の監督者の役割を支え、

かつ、グループ全体の監督者をその職務の遂行において支援する。監督カレッジ

は、グループ企業のリスク・エクスポージャー、財務健全性、および、ガバナン

スについて入手可能な情報の蓄積および分析を含む、グループレベルでの情報収

集および分析を促進する。そのような集約された情報へのアクセスによって、監

督カレッジはまた、システミック・リスクの監督上の評価も強化するかもしれな

い。

法人の監督の向上にむけて

25.8.6 情報の収集および共有、分析、ならびに議論を通して、監督カレッジは

関与する監督者間の知識および専門知識の移転を促進し、それゆえ、グループ内

の個々の企業の監督の向上に寄与することができる。例えば、効果的な協力は、

グループのメンバーであることに起因する、企業に影響を与えるグループ内リス

クについての付加的な知識を提供する場合があり、法人レベルでの先手を取る監

督活動を促すかもしれない。
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As a permanent forum for cooperation 

25.8.7 Where a supervisory college is established, to be most effective it should 
generally be established as a permanent, integral part of the group-wide 
supervision process. A supervisory college would generally be an ongoing 
mechanism, contributing to the ongoing protection of policyholders’ interests. As 
such, an effectively operating supervisory college should contribute to the 
prevention of financial loss or crisis (as well as being an important mechanism to
foster better crisis management in the circumstances of financial crisis). 

25.8.8 A supervisory college provides a formal and effective permanent forum for 
supervisors to build relationships and engender greater cohesiveness in 
cooperating with each other and coordinating supervisory activities in relation to 
the group and the entities within the group both on a going-concern basis and in 
situations of crisis management. 

To facilitate improved understanding of supervisory practices and effectiveness of 
supervision 

25.8.9 There may be significant variances in supervisory practices across
jurisdictions, caused by the diversity of market environments and the specific 
features of a market which are better understood by the local supervisor. As 
supervisors work together through a supervisory college, they gain a greater 
understanding of the nature of the group and its risks. A supervisory college 
facilitates the transfer of knowledge and expertise to other supervisors allowing
involved supervisors to become aware of different supervisory tools and 
approaches. 

協力に向けた永続的な場として

25.8.7 監督カレッジが設立される場合、最も有効なものにするために、監督カ

レッジは、通常、グループ全体の監督プロセスの永続的かつ不可欠な部分として、

設立されるべきである。監督カレッジは通常、保険契約者の利益の継続的な保護

に寄与している継続的なメカニズムとなるであろう。そのようなものとして、効

果的に運営している監督カレッジは、財務上の損失または金融危機の防止に寄与

するべきである（金融危機の状況において、より良質な危機管理を発展させるた

めの重要なメカニズムとなることも同様である。）

25.8.8 監督カレッジは、継続企業ベースおよび危機管理の状況の双方におい

て、グループおよびグループ内の企業に関連して、互いに協力しかつ監督活動を

調整するうえで、関係を構築し、および、より強い結束を生み出すために、正式

かつ有効である永続的な場を監督者に提供する。

監督実務および監督の有効性に対する理解の向上の促進に向けて

25.8.9 現地の監督者によってより理解されている市場環境の多様性および市

場特有の特性に起因する、複数の管轄区域にわたる監督実務について、著しい隔

たりがあるかもしれない。監督者が監督カレッジを通して共に業務を行う際、監

督者はグループおよびそのリスクの性質についてより良い理解を得る。監督カレ

ッジは、関与する監督者に、様々な監督上のツールおよびアプローチを認識させ

ることで、他の監督者への知識および専門的知識の伝達を促進している。
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25.8.10 An important consequence of improving the understanding of supervisory 
practices among involved supervisors is the potential for enhanced supervisory 
convergence on a global basis. Also more effective and efficient group-wide 
supervision should result, with enhanced policyholder protection and a possible 
consequence of minimising regulatory burden on the industry. 

The range of functions of a supervisory college 

25.8.11 There is a range of functions which a supervisory college may undertake, 
depending on its role and the reasons for its establishment. The circumstances of 
the particular group and the legal and supervisory structures in the involved 
jurisdictions can also influence the range of functions of a supervisory college. 

25.8.12 Ultimately, the involved supervisors should establish among themselves 
the appropriate functions of the supervisory college given its role, and the 
allocation of those functions among the involved supervisors. Where there is a 
designated group-wide supervisor for the group, that group-wide supervisor would 
be expected to play an integral and transparent role in the establishment and 
ongoing operation of the supervisory college, including taking the initiative in 
establishing and coordinating the functions of the supervisory college, in 
consensus with other involved supervisors. 

25.8.13 The roles and functions of the supervisory college and the respective roles 
of the involved supervisors should be agreed and clearly defined to avoid 
unnecessary duplication of supervisory tasks and to ensure no gaps exist in the 
supervision of the group. For example, at its establishment the functions of a 
supervisory college may be set out in its terms of reference and the ongoing
operations and activities of the supervisory college detailed in a supervisory plan. 

25.8.10 関与する監督者間で監督実務に対する理解を向上させることがもたら

す重要な結果として、世界的なベースでの監督上のコンバージェンスが高まる可

能性がある。また、より効果的かつ効率的なグループ全体の監督は、強化された

契約者保護および、規制による業界への負担を最小限にすることによって起こり

うる結果と共に生じるべきである。

監督カレッジの職務の範囲

25.8.11 監督カレッジの役割およびその設立の理由に応じて、監督カレッジが

引受けることができる職務には範囲がある。特定のグループの状況、ならびに関

与する管轄区域における法的構造および監督上の構造の状況も、監督カレッジの

職務の範囲に影響を及ぼしうる。

25.8.12 最終的に、関与する監督者が、その役割に鑑み、監督カレッジの適切な

職務を彼ら自身の間中で確立し、関与する監督者間でそれらの職務の割当てを定

めるべきである。グループについて指定されたグループ全体の監督者がいる場

合、当該グループ全体の監督者は、関与する他の監督者と合意の下、監督カレッ

ジの職務の確立と調整について主導することを含め、監督カレッジの設立および

継続的な運営において、不可欠かつ透明性のある役割を担うことが期待されるだ

ろう。

25.8.13 監督カレッジの役割および職務、ならびに関与する監督者のそれぞれ

の役割は、監督任務の不要な重複を回避し、かつグループの監督において相違が

全く無いことを確保するために、合意され、明確に定められるべきである。例え

ば、監督カレッジの設立の際は、監督カレッジの職務はその運営規約に規定され

る可能性があり、監督カレッジの継続的な運営および活動は、監督上の計画にお

いて詳細に記載されるかもしれない。関与する監督者間で合意がなされている場
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Where agreed among involved supervisors, delegation of supervisory tasks can 
be an appropriate means to increase efficiency of the work of a supervisory 
college. 

25.8.14 In establishing the functions of a supervisory college, some of the key 
activities which should be considered include: 

• information sharing; 
• assessment of risk exposures, financial soundness and capital adequacy and 

group governance, including risk management, internal control and intra-group 
relationships; 

• coordinated supervisory activities (for example, joint inspections); 
• specialisation, special focus teams; 
• liaison with insurer management; and 
• regular assessment of effectiveness. 

25.8.15 The key functions of supervisory colleges and other coordination
mechanisms include an assessment, on a group-wide basis, of major risk 
exposures (including large external exposures). This includes, for example, 
supervisory review of the group’s own risk and solvency assessment, 
transparency of the group structure and suitability of Senior Management and the 
Board. The supervisory review may also cover capital adequacy including 
approval of theuse of a group-wide internal model for group-wide regulatory capital
purposes (where applicable), large intra-group transactions and exposures, 
governance including risk management and internal controls, group crisis 
management arrangements and review of the effectiveness of these functions. 

Information sharing 

合、監督上の任務の委任は、監督カレッジの業務の効率性を高める適切な手段と

なり得る。

25.8.14 監督カレッジの職務の確立において、考慮すべきいくつかの主な活動
には以下が含まれる：

・ 情報共有リスク管理、

・ 内部統制およびグループ内関係を含む、リスク・エクスポージャー、

・ 財務健全性、資本充分性およびグループ・ガバナンスの評価調整された監

督活動（例えば共同検査）

・ 専門化、特別チーム（の結成）

・ 保険会社経営陣との連携、ならびに

・ 有効性の定期的な評価

25.8.15 監督カレッジおよびその他の調整メカニズムの主な職務には、主要な
リスク・エクスポージャー（大規模な外部エクスポージャーを含む）をグループ

全体ベースで評価することが含まれる。これには、例えば、グループ自身のリス

クおよびソルベンシー評価、グループ構造の透明性、ならびに上級管理職および

取締役の適格性の監督上のレビューが含まれる。監督上のレビューは、（適用可

能な場合には）グループ全体の規制上の資本目的のためのグループ全体の内部モ

デルの利用の承認を含む資本充分性、大規模なグループ内取引およびエクスポー

ジャー、リスク管理および内部統制を含むガバナンス、グループの危機管理の取

決め、ならびにこれらの職務の有効性のレビューも対象とする可能性がある。

情報共有
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25.8.16 A main function of a supervisory college will be to facilitate enhanced 
supervision of the group and the legal entities within the group by providing greater 
access for involved supervisors to information and knowledge about the group and 
the environment in which it operates. Adequate information sharing arrangements 
are intended to provide supervisors with a vehicle to achieving a comprehensive 
understanding of the group and its risks while also protecting confidential 
information so that the group can be appropriately supervised. 

25.8.17 The effective operation of a supervisory college is based on mutual trust 
and confidence among the involved supervisors. This is particularly the case in 
terms of sharing and exchanging information. As information is shared and 
exchanged in a secure and controlled environment, it both requires and 
encourages mutual trust. The supervisory college facilitates this relationship 
ultimately leading to greater cooperation. 

25.8.18 The ability of each supervisor to share information should be determined 
to ensure that information remains confidential. The need to establish information 
sharing agreements should be considered to ensure confidentiality and define the 
parameters in which the information can be used. Supervisors are encouraged to
initiate dialogue among themselves in order to identify ways in which they can 
foster an environment of cooperation and trust. Establishment of MoUs among 
involved supervisors could enhance the effectiveness of the supervisory college. 
Jurisdictions that are part of the IAIS MMoU will have had their legislative regimes
assessed to ensure strict confidentiality requirements are met as a precondition 
for effective cooperation and coordination of joint supervisory activity. 

Assessment of risks exposures, financial soundness and group governance 

25.8.16 監督カレッジの主な職務は、グループおよび当該グループが運営を行
う環境に関する情報および知識へのより一層のアクセスを、関与する監督者に提

供することによって、グループおよびグループ内の法人の監督強化を促進するこ

とだろう。適度な情報共有の取決めは、グループが適切に監督されるように、監

督者が当該グループおよびそのリスクの包括的な理解を得つつ、機密情報も保護

するための手段を提供することを意図している。

25.8.17 監督カレッジの有効な運営は、関与する監督者間の相互の信頼および
信用に基づいている。これは、情報共有および情報交換において特に当てはまる

ことである。安全かつ管理された環境で情報共有および情報交換がなされる場

合、双方共に相互の信頼を必要とし、かつその信頼を奨励する。監督カレッジは、

最終的に、より一層の協力に繋がるような関係を推進する。

25.8.18 情報を共有するための各監督者の能力は、その情報が確実に機密であ
り続けるようにするために定めるべきである。情報共有の合意の策定の必要性

は、守秘義務を確保し、かつ情報が使用されうるパラメーターを明確にするよう

検討されるべきである。監督者は、協力と信頼の環境を促進できる方法を特定す

るため、監督者自身の間で対話を主導するよう奨励されている。関与する監督者

間におけるMoUの策定は、監督カレッジの有効性を強化しうる。IAISの MMoU
に調印している(are part of)管轄区域は、共同監督活動の効果的な協力および調
整における前提条件として、厳密な守秘義務の要件が満たされていることを確保

するために、自身の法的制度を評価させるだろう。

リスク・エクスポージャー、財務健全性およびグループ・ガバナンスの評価
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25.8.19 The range of functions of a group-wide supervisor could include
consideration of the following issues on a group-wide basis: risk analysis and 
capital adequacy assessment (including review of the group’s own risk and 
solvency assessment and the sufficiency and adequacy of allocation of capital 
across the group), fit and proper requirements and corporate governance and 
internal controls. As a mechanism for cooperation and coordination among 
involved supervisors and a forum for information exchange, an effective
supervisory college may allow involved supervisors to gain an enhanced 
understanding of the group, its inherent risks, financial position and its business 
activities. 

25.8.20 It is important for the involved supervisors to have a group-wide
understanding of how management decisions are taken and how ERM 
frameworks and internal models are established and operated to complement their 
legal entity supervision of the entities within the group. The supervisory college 
provides a forum for involved supervisors to focus on risk assessment and capital 
management from a group-wide perspective. 

25.8.21 A group-wide review and assessment of risks to which the group and its 
entities are or might be exposed can ensure a prospective focus of supervision 
and foster early warning of major risks to the extent possible. It can facilitate 
consideration of the impact of a group on the insurance industry, on other sectors 
of an economy, and any systemic risks which a group may present. 

Coordinated supervisory activities 

25.8.22 Through a supervisory college, joint activities among involved supervisors 

25.8.19 グループ全体の監督者の職務の範囲は、グループ全体ベースの以下の
問題に関する考慮（事項）を含みうる：リスク分析および資本充分性の評価（グ

ループ自身のリスクおよびソルベンシー評価のレビュー、ならびにグループにわ

たる資本配分の充分性および適切性を含む）、適格性の要件、ならびにコーポレ

ート・ガバナンスおよび内部統制。関与する監督者間の協力と調整のメカニズム

および情報交換の場として、効果的な監督カレッジは、関与する監督者が、グル

ープ、その内在するリスク、財務状況およびその事業活動に関してさらなる理解

を得ることを可能にする場合がある。

25.8.20 グループ内企業の法人の監督を補完するために、関与する監督者が、経
営上の決定方法、ERM 枠組みおよび内部モデルの設立および運営方法について
グループ全体の理解をすることが重要である。当該監督カレッジは、グループ全

体の視点によるリスク評価と資本管理に焦点をおくための場を関与する監督者

に提供する。

25.8.21 グループおよびその企業がさらされているまたはその恐れのあるリス
クに関するグループ全体でのレビューおよび評価が、可能な範囲で、監督の先を

見越した焦点を確認し、かつ、主要リスクへの早期警告を促すことができる。こ

れは、グループが保険業界および経済圏の他のセクターに及ぼす影響、ならびに

グループがもたらしうるシステミック・リスクに対する検討を促進することがで

きる。

調整された監督活動

25.8.22 監督カレッジを通じた、関与する監督者間の共同活動は、あらゆる法的
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may be organised and coordinated where appropriate and as agreed on a 
voluntary basis between the involved supervisors, subject to any legislative 
requirements/restrictions. An example of a joint supervisory activity may be joint 
inspections of one or more group entities, or joint inspection of a particular aspect
of the group’s functions such as internal audit, actuarial function or risk 
management processes. Through joint activities, all involved supervisors can 
benefit from the shared information and expertise, and use this to enhance the 
supervision of their local insurer. The undertaking of joint activities should not be 
taken to imply joint decision making or any delegation of an individual supervisor’s
responsibilities. 

Specialisation, special focus teams 

25.8.23 A supervisory college may facilitate the formation of special focus teams 
to evaluate areas of particular concern or importance to the supervisors, or to bring 
together the requisite expertise to examine a specialised aspect of the group’s 
operations. As an example, a specialised focus team may be established through 
the supervisory college to assess a group’s internal model and to share that
information with all involved supervisors. 

Liaison with insurer management 

25.8.24 The supervisory college provides involved supervisors an opportunity for 
discussion of issues with management at the group level. The supervisory college 
provides a forum for the supervisors and the insurer to engage in face-to-face 
dialogue. The insurer is afforded the opportunity to provide clarity with respect to 
its operations and its business strategies at a group-wide level. For the
supervisors, the opportunity to discuss issues with management at the group level, 

要件／規制を条件に、関与する監督者間で必要に応じ、任意ベースの合意に従っ

て組織化および調整されることがある。共同の監督活動の１つの例としては、１

つまたはそれ以上のグループ企業の共同検査、または内部監査、アクチュアリー

部門などのグループの機能の特定の側面、もしくはリスク管理プロセスの共同検

査といったことがあり得る。共同活動を通じて、全ての関与する監督者は、共有

された情報と専門知識からの恩恵を受け、それを現地の保険会社の監督強化に活

用できる。共同活動に取組むことは、共同の意思決定または各監督者の責任のい

かなる委任をも示唆するものとして取られるべきではない。

専門化、特別チーム

25.8.23 監督カレッジは、監督者にとっての特段の懸念または重要である分野
を評価するため、またはグループの運営の特殊な側面を調査するために必要な専

門知識を集約するため、特別チームの設立を促進する場合がある。例えば、特別

チームは、監督カレッジを通じて、グループの内部モデルを評価し、かつその情

報を全ての関与する監督者と共有するため、設立される場合がある。

保険会社経営陣との連携

25.8.24 監督カレッジは、関与する監督者に、グループレベルで経営陣と問題を
議論する機会を提供する。監督カレッジは、対面で対話を行うための場を、監督

者および保険会社に提供する。保険会社は、グループ全体レベルの運営および事

業戦略について明確に情報提供する機会が与えられる。監督者にとって、グルー

プレベルで、およびグループ全体に焦点を当てて、経営陣と問題について論議す

る機会は貴重なものである。
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and with a group-wide focus is valuable. 

Regular assessment of effectiveness 

25.8.25 Where a supervisory college is established, regular assessment of the 
effectiveness of the supervisory college in achieving its agreed role and functions 
should be conducted. Where a group-wide supervisor is designated, it would be 
expected that the group-wide supervisor would organise the assessment, 
ensuring input from all involved supervisors as well as considering the benefit of 
seeking input from the supervised insurers, to the extent appropriate. 

Crisis management 

25.8.26 Supervisory colleges can be an effective tool in reducing the likelihood of 
crises and averting them. In fact, they are a tool for crisis prevention that 
contributes to the safeguarding of overall financial stability. While, there may be 
circumstances where a supervisory college is established purely or exclusively as 
a vehicle for crisis management this would be expected to be the exception.
Nevertheless, a high level of cooperation between supervisors is necessary for 
good crisis management which could be facilitated by the establishment of a 
supervisory college. 

25.8.27 Since a supervisory college is a forum to engender cooperation and
mutual trust among supervisors, an effectively operating supervisory college 
would result in established relationships which would be beneficial particularly in 
times of financial distress or a crisis. Regular cooperation and communication can, 
in fact, facilitate efficient action in times of crisis. Where a crisis situation arises, 
an existing supervisory college could function, and should be well positioned, to 

有効性の定期的な評価

25.8.25 監督カレッジが設立される場合、その合意された役割および職務を達
成するうえでの、監督カレッジの有効性について定期的な評価が実施されるべき

である。グループ全体の監督者が指定される場合、適切な範囲において、グルー

プ全体の監督者は、全ての関与する監督者からの意見提供の確保、および監督さ

れた保険会社からの意見提供を求めることの恩恵を考慮したうえで、評価を取り

まとめることが期待されるだろう。

危機管理

25.8.26 監督カレッジは、危機の可能性の低減および危機回避において効果的
な手段となりうる。事実、それらは、全体的な金融安定対策に資する危機防止手

段である。一方、監督カレッジが、純粋にまたは専ら、危機管理の手段として設

立される状況があるかもしれないが、これは、例外になることが予想されるだろ

う。そうは言うものの、監督者間の高いレベルでの協力は、監督カレッジの設立

によって促進されうる優れた危機管理にとって必要である。

25.8.27 監督カレッジは、監督者間の協力および相互信頼をもたらす場である
ので、効果的に運営している監督カレッジは、特に金融困難または金融危機の際

に有益であろう関係の構築をもたらすことになるだろう。定期的な協力およびコ

ミュニケーションは、事実、危機の際に、効率的な行動を促進しうる。危機的状

況に陥った場合、既存の監督カレッジは、その状況の管理、ならびに調整されお

よび合意した解決策の発見に寄与するために、機能することができ、かつ充分な
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contribute to the management of that situation and to finding coordinated and 
agreed solutions. 

25.8.28 It is important to be flexible in the use of a supervisory college with regards 
to crisis management. In fact the approach chosen needs to be able to adapt to 
the particular and individual situation. Other mechanisms of coordination might 
also be considered or needed. 

25.8.29 To be effective in crisis management, it is essential for a supervisory
college to provide mechanisms to exchange and communicate important 
information effectively and efficiently. The timely exchange of information is 
crucial, while always preserving confidentiality requirements. This may mean that, 
under very exceptional circumstances, highly sensitive information is only
exchanged on a “need to know” basis. In addition, requirements to consult widely 
on supervisory actions which may be appropriate in normal times may need to be 
limited in crisis situations to ensure necessary timely responses. 

25.8.30 A supervisory college can also be used for the sharing of experiences and 
lessons learnt about crisis management i.e. more from the retrospective view. This 
way it can provide members with examples of good practices of crisis 
management. 

Infrastructure in case of emergency/crisis management 

25.8.31 While it is not expected to be the ultimate focus of a supervisory college, 
a crisis management plan should be discussed. In establishing the role and 
functions of any supervisory college it is important to consider the scenario of a 
crisis and the expected role of the college in that situation. 

体制を整えるべきである。

25.8.28 危機管理における監督カレッジの利用は柔軟であることが重要であ
る。事実、選択されたアプローチは、特定のおよび個々の状況に順応できること

を必要とする。調整に関する他の方法もまた、検討または必要とされる場合があ

る。

25.8.29 危機管理において効果的なものにするには、監督カレッジが、効果的か
つ効率的に重要な情報を交換しおよび連携を取るための方法を提供することが

不可欠である。常に守秘義務の要件を遵守する一方で、タイムリーな情報交換は

極めて重要である。これは、非常に例外的状況において、高度のセンシティブ情

報は、知る必要がある場合(need to know)にのみ交換されることを意味する場合
がある。さらに、平常時では適切であるかもしれない監督活動について広く諮問

する要件は、必要なタイムリーな対応を確保するため、危機的状況においては制

限する必要があるかもしれない。

25.8.30 監督カレッジは、危機管理について学んだ経験および教訓について共
有するためにも、すなわち、回顧的観点から一層活用できる。このように、危機

管理の優れた実務例をメンバーに提供できる。

緊急／危機管理の際のインフラ

25.8.31 危機管理計画は、監督カレッジの最終的な焦点とすることが期待され
ていないものの、議論はされるべきである。あらゆる監督カレッジの役割および

職務を確立するなかで、危機のシナリオ、およびその状況において期待される監

督カレッジの役割を検討することは重要である。
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25.8.32 A supervisory college should consider, in advance, the due process of 
cooperation and coordination during emergency situations in order to benefit from 
well established information and cooperation channels and procedures once the 
crisis occurs. The channels for communication with the head of the group as well 
as other parts of the group should be clearly established in case a crisis emerges.
The group-wide supervisor, where designated, should establish close liaison 
channels with group management and the Board of Directors as well as the 
owners of the group. 

25.8.33 The supervisory college should have procedures in place which help
involved supervisors to provide and receive all necessary information in a timely 
manner to facilitate well informed decisions within their own jurisdictions. 
Furthermore, there should be mechanisms in place related to the sharing of 
information on a voluntary basis. 

25.8.34 The supervisory college may assist in performing and sharing crisis
assessments as well as contribute to the management of a crisis. Therefore, 
comprehensive and up-to-date contact lists as well as realistic simulation 
exercises should be developed to increase crisis-resilience. 

25.8.35 The approach to a crisis situation should appropriately reflect the nature, 
scale and complexity of the group and the particular crisis situation. It may be the 
supervisory college, as a whole, which responds to a crisis or a crisis management 
team. Alternatively, the supervisory college may establish a subgroup whose 
focus would be on crisis management aspects and, therefore, may be better
capable to assess systemic risks. 

25.8.32 監督カレッジは、危機が生じた場合に、十分に確立した情報ならびに協
力経路および手続きから恩恵を受けるため、緊急時の間の協力および調整に関す

るデュー・プロセスを事前に検討すべきである。グループ代表企業およびグルー

プのその他の企業(parts)への伝達経路は、危機が生じた場合に備えて明確に確立
すべきである。グループ全体の監督者が指定されている場合、グループ全体の監

督者は、グループの経営陣、取締役会、およびグループの所有者との緊密な連絡

経路を確立すべきである。

25.8.33 監督カレッジは、関与する監督者が自身の管轄区域において、十分に情
報を得た上での判断を容易にするために、これらの監督者がタイムリーに全ての

必要な情報を提供しかつ受領することを手助けする手続きを整備するべきであ

る。さらに、任意ベースでの情報共有に関連するメカニズムを整備すべきである。

25.8.34 監督カレッジは、危機評価の実施および（結果）共有において支援し、
ならびに危機管理に寄与するかもしれない。それゆえ、包括的および最新の連絡

先一覧、ならびに現実的なシミュレーション演習は、危機への耐性を高めるため

に確立すべきである。

25.8.35 危機的状況へのアプローチは、グループの性質、規模および複雑性、な
らびに特定の危機的状況を適切に反映すべきである。危機または危機管理チーム

に対応するのは、概して、監督カレッジの可能性がある。代わりに、監督カレッ

ジは、危機管理の側面について焦点を当てるであろうサブ・グループを設立し、

それによって、システミック・リスクをより評価することができる場合がある。
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25.8.36 The supervisory college should remain aware of the important role it will 
play in supporting the group-wide supervisor, especially in times of financial stress 
or crisis. Also the benefit of such a holistic approach is to provide the supervisory 
college with solutions for the best overall result for all jurisdictions and not just 
some. Members of the supervisory college should proactively identify, where 
possible, any conflicts of interest that may occur between their own jurisdictions 
and the relevant objectives of the supervisory college, and agree upon processes 
within the college to minimise any adverse and biased effect that may arise. 

25.8.37 A supervisory college could also be a means for involved supervisors to 
coordinate on the timing and content of information that could be disclosed 
to/communicated with third parties (such as local supervisory/regulatory bodies, 
international organisations or the public where appropriate) and the insurance 
group, both on an ongoing basis and/or in a crisis situation and in particular, where
systemic risks exist taking into account confidentiality requirements. The 
supervisory college should identify any potential areas where the interests of third 
parties, in a crisis situation, may be in conflict with the relevant objectives of the 
college. As an example, confidentiality rules which determine the ability of 
individual authorities to communicate firm specific information may be a conflict. 

25.9 The designated group-wide supervisor understands the structure and
operations of the group. Other involved supervisors understand the
structure and operations of parts of the group at least to the extent of how
operations in their jurisdictions could be affected and how operations in
their jurisdictions may affect the group. 

25.10 The designated group-wide supervisor takes the appropriate lead in

25.8.36 監督カレッジは、グループ全体の監督者を支援するうえで、自身が担う
であろう重要な役割を引き続き認識すべきであり、特に金融ストレス時または金

融危機時に認識すべきである。また、そのような全体的なアプローチの利点は、

一部の管轄区域だけではなく、全ての管轄区域に対して最良の総合的結果に向け

た解決策を監督カレッジに提供することである。監督カレッジのメンバーは、そ

れら自身の管轄区域および監督カレッジの関連目的との間で生じうる利益相反

を、可能であれば、先を見通しながら特定し、ならびに発生しうるあらゆる悪影

響および偏向的影響を最小限にするため、監督カレッジの中でプロセスについて

合意するべきである。

25.8.37 また、監督カレッジは、継続的および／または危機的状況の両方、特に
システミック・リスクがある場合、関与する監督者にとって、守秘義務要件を考

慮したうえで、第三者（現地の監督／規制団体、国際機関、または適切な場合は

一般公衆などの）および保険グループに開示／連携できる時期および情報の内容

を調整するための手段となりうる。監督カレッジは、第三者の利益が、危機的状

況において監督カレッジの関連目的と相反するかもしれないあらゆる潜在的部

分を特定すべきである。例として、個々の当局の持つ、会社固有の情報の伝達能

力を決定する守秘義務ルールは相反となるかもしれない。

25.9 指定されたグループ全体の監督者は、グループの構造および業務運営を理
解する。その他の関与する監督者は、少なくとも自身の管轄区域における業務運

営がどのように影響されうるか、ならびに自身の管轄区域における業務運営がグ

ループにどのように影響しうるかという範囲で、当該グループの企業の構造およ

び業務運営について理解する。

25.10 指定されたグループ全体の監督者は、グループ全体の監督のための責任
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carrying out the responsibilities for group-wide supervision. A group-wide
supervisor takes into account the assessment made by the legal entity
supervisors as far as relevant. 

Overall responsibilities of a group-wide supervisor 

25.10.1 The group-wide supervisor, where designated, should be responsible for 
coordinating the input of legal entity supervisors in undertaking the supervision of 
a group on a group-wide basis, as a supplement to the legal entity supervision. 
However, all involved supervisors should recognise that group-wide supervision, 
and the designation of a group-wide supervisor, should not lessen the importance 
of legal entity supervision or replace the role of legal entity supervision in respect 
of the insurance entities in its own jurisdiction. 

25.10.2 The group-wide supervisor should be responsible for producing an overall 
assessment of the risk and solvency of the group on a group-wide basis, taking 
into account the input of legal entity supervisors. 

25.10.3 Group-wide supervision relies on substantial exchange of information. 
The exchange of detailed relevant supervisory information/data between the 
group-wide supervisor and the legal entity supervisors involved may be facilitated 
by the establishment of formal agreements (MoU/ IAIS MMoU) which should, 
necessarily, comprise compliance with a strict confidentiality regime. In
establishing such agreements, involved supervisors should acknowledge that 
each supervisor may only provide information under the agreement to the extent 
permitted or not otherwise prevented under their respective jurisdictional laws, 
regulations and requirements. 

を遂行するうえで、適切な主導権を持つ。グループ全体の監督者は、関係する限

り、法人の監督者による評価を考慮する。

グループ全体の監督者の全般的責任

25.10.1 グループ全体の監督者は、指定された場合、法人の監督の補完としてグ
ループ全体ベースでグループの監督を行う上で、法人の監督者から提供された情

報を調整する責任を負うべきである。しかしながら、全ての関与する監督者は、

自身の管轄区域における保険企業について、グループ全体の監督およびグループ

全体の監督者の指定が、法人の監督の重要性を低めたり、または、法人の監督の

役割を置き換えるべきではないことを認識すべきである。

25.10.2 グループ全体の監督者は、法人の監督者から提供された情報を考慮し
た上で、グループ全体ベースで当該グループのリスクおよびソルベンシーの全体

評価を行う責任を有するべきである。

25.10.3 グループ全体の監督は、内容の充実した情報交換に信頼を置く。グルー
プ全体の監督者と関与する法人の監督者との間での詳細で適切な監督上の情報

／データの交換は、必然的に厳密な守秘義務制度の遵守を包含すべき公式の同意

（MoU／IAIS の MMoU）の確立によって推進することができる。そのような同
意を確立するうえで、それぞれの管轄区域の法律、規制および要件の下で認めら

れるか、さもなければ抵触しない範囲で、各監督者が当該同意の下での情報だけ

を提供することができることを、関与する監督者は、認識すべきである。
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The range of functions of a group-wide supervisor 

25.10.4 There is a wide variety of roles and functions which a group-wide
supervisor could take in meeting its overall responsibilities to coordinate and 
streamline group-wide supervision, depending on the circumstances of the group 
and the legal and supervisory structures in the involved jurisdictions. 

25.10.5 Ultimately, the involved supervisors should establish among themselves 
the role and responsibilities of the designated group-wide supervisor and of the 
other involved supervisors at group level. The respective roles and responsibilities 
should be clearly defined to avoid unnecessary duplication of supervisory tasks. 

25.10.6 The designated group-wide supervisor is expected to take the initiative in 
coordinating the roles of, and facilitating communication between, the involved 
supervisors. The group-wide supervisor should establish a supervisory plan in 
agreement with the involved supervisors. In carrying out its agreed functions, the
group-wide supervisor should ensure that it acts in consensus with other involved 
supervisors. 

25.10.7 In establishing the responsibilities of a particular group-wide supervisor, 
the key functions of a group-wide supervisor which should be considered include:

• Suitability of persons issues; 
• Corporate governance; 
• Internal control; 
• Group-wide risk analysis; 
• Capital adequacy on a group-wide basis; and 
• Information sharing and key contact point function. 

グループ全体の監督者の職務範囲

25.10.4 グループ全体の監督者は、当該グループおよび関与する管轄区域にお
ける法的形態および監督上の構造の状況によって、グループ全体の監督を調整お

よび整備するための自身の全責任を果たすうえで、担うことのできる多様な役割

および職務がある。

25.10.5 最終的に、関与する監督者が、彼ら自身の間で、指定されたグループ全
体の監督者およびグループレベルでその他の関与する監督者の役割および責任

を確立すべきである。それぞれの役割および責任は、監督上の任務の不要な重複

を回避するために明確に定められるべきである。

25.10.6 指定されたグループ全体の監督者は、関与する監督者の役割を調整す
るうえで、および関与する監督者間のコミュニケーションを推進するうえで先導

することが期待される。グループ全体の監督者は、関与する監督者と合意して監

督上の計画を定めるべきである。グループ全体の監督者は、その合意された職務

を遂行するうえで、他の関与する監督者と合意のうえで行動することを確保すべ

きである。

25.10.7 ある特定のグループ全体の監督者の責任を定めるうえで、考慮される
べきグループ全体の監督者の主要な職務には、以下が含まれる：

・ 適格性の問題

・ コーポレート・ガバナンス

・ 内部統制

・ グループ全体のリスク分析

・ グループ全体ベースでの資本充分性、ならびに情報共有および

・ 主要な連絡窓口機能
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Suitability of persons issues

25.10.8 The group-wide supervisor assesses the propriety of significant owners 
at the group level. 

25.10.9 The group-wide supervisor assesses the fitness and suitability of persons 
with managing or key control functions on group level. In doing this, the group-
wide supervisor relies as much as possible on the suitability assessment carried 
out by the legal entity supervisors involved. 

Corporate governance 

25.10.10 The group-wide supervisor assesses the overall standard and
compliance of corporate governance of the group. In cases where the parent 
company is not itself a supervised entity (e.g. holding company), the group-wide 
supervisor should assess the compliance with corporate governance 
requirements at the head of the group. 

Internal control 

25.10.11 The group-wide supervisor monitors whether the group provides internal 
control mechanisms, including sound reporting and accounting procedures, to 
monitor and to manage the intra-group transactions and the risk concentration. 

25.10.12 In assessing the group’s risk and capital management, the group-wide
supervisor reviews the group’s own risks assessment as required by Standard 
16.16. 

適格性の問題

25.10.8 グループ全体の監督者は、グループレベルで重要な所有者についての
正当性を評価する。

25.10.9 グループ全体の監督者は、グループレベルで、運営に当たるまたは主要
な統制部門の職務についている人物の適格性を評価する。これを行う上で、グル

ープ全体の監督者は、関与する法人の監督者によってなされた適格性評価をでき

るだけ信頼する。

コーポレート・ガバナンス

25.10.10 グループ全体の監督者は、当該グループのコーポレート・ガバナンス
の全般的基準および遵守状況を評価する。親会社自体が監督下にある企業でない

（例えば、持株会社）場合、グループ全体の監督者は、グループの代表企業のコ

ーポレート・ガバナンス要件の遵守状況を評価すべきである。

内部統制

25.10.11 グループ全体の監督者は、グループ内取引およびリスク集中をモニタ
ーし、管理するために、健全な報告・会計手続きを含む、内部統制メカニズムを

当該グループが規定しているかどうかをモニターする。

25.10.12 グループのリスクおよび資本管理を評価する際、グループ全体の監督
者は、基準 16.16で求められるように、グループ自身のリスク評価をレビューす
る。
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25.10.13 The group-wide supervisor assesses whether an insurance group has 
robust: 

• risk management systems; 
• internal control systems; and 
• reporting processes 

which are implemented and functioning consistently on a group-wide basis.  
This will also include an assessment of the controls a group has in place around 
its proper and sound business practices with respect to the complexity of financial 
products sold to retail customers. 

25.10.14 The group-wide supervisor monitors whether the group provides internal 
control mechanisms including adequate mechanisms with regard to group-wide 
solvency: 

• to identify and measure all material risks incurred on a group-wide basis; and
• to appropriately allocate sufficient capital to risks. 

25.10.15 The group-wide supervisor monitors whether policies on risk
management within the group are laid down by written procedures and reviewed 
at least on an annual basis. 

Group-wide risk analysis

25.10.16 The group-wide supervisor monitors the risk assessment, risk reporting 
as well as risk management on a group-wide basis. For this purpose, the group-
wide supervisor should carry out a risk analysis of the group and its operating 
environment. This supervisor should be attentive to any sign for risk concentration 

25.10.13 グループ全体の監督者は、保険グループが、グループ全体ベースで一
貫して実施され、かつ機能している、堅固な：

・ リスク管理システム

・ 内部統制システム、および

・ 報告プロセスを有しているかどうかを評価する。

これは、小口の顧客に販売された金融商品の複雑性に関して、当該グループが整

備している適切かつ健全な商慣行を巡る統制についての評価も含むことになる。

25.10.14 グループ全体の監督者は、グループ全体のソルベンシーに関して、以
下を行うための適切なメカニズムを含む内部統制メカニズムを当該グループが

規定しているかどうかをモニターする：

・ グループ全体ベースで引受けた全ての重要なリスクを確認し測定する、お

よび

・ リスクに対して充分な資本を適切に割り当てる

25.10.15 グループ全体の監督者は、当該グループ内のリスク管理に関する方針
が手続書によって策定されているかどうか、また、少なくとも毎年ベースで見直

されているかどうかをモニターする。

グループ全体のリスク分析

25.10.16 グループ全体の監督者は、グループ全体ベースでのリスク管理だけで
なく、リスク評価、リスク報告をモニターする。この目的のため、グループ全体

の監督者は、当該グループおよびその事業環境のリスク分析を実施すべきであ

る。当該監督者は、リスクの集中および波及の徴候に注意を払うべきである。当
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and contagion. If the group has a centralised risk management function, the group-
wide supervisor should monitor its proper functioning and implementation. 

Capital adequacy on a group-wide basis 

25.10.17 The group-wide supervisor takes the responsibility to assess and react 
to, as necessary, the prudential situation and solvency on a group-wide basis. 

25.10.18 The group-wide supervisor assesses the sufficiency and adequacy of 
allocation of capital on a group-wide basis in order to gain a balanced view of the 
risk-based and financial situation of the group as a whole. Further elaboration on 
this can be found under ICP 17 Capital Adequacy. 

Information sharing and key contact point function 

25.10.19 To operate most effectively, the group-wide supervisor should receive 
from involved supervisors, on a timely basis, all information needed in order to 
form a comprehensive view of the overall group business strategy, financial 
situation, legal and regulatory position, and the risk exposure on a group-wide 
basis, in the most efficient way. 

25.10.20 All involved supervisors have a responsibility to keep the group-wide
supervisor updated in relation to the significant changes in the group structure and 
main operations. 

25.10.21 In particular the involved supervisors should be encouraged to provide 
the group-wide supervisor with relevant key information inrelation to: 

• the legal structure of the entities belonging to the insurance group; 

該グループが中央集中型のリスク管理機能を有しているのであれば、グループ全

体の監督者は、その適切な機能と実施状況をモニターすべきである。

グループ全体ベースでの資本充分性

25.10.17 グループ全体の監督者は、必要に応じて、グループ全体ベースでプル
ーデンシャルな状況およびソルベンシーを評価し、また、対応する責任を負う。

25.10.18 グループ全体の監督者は、グループ全体でのリスク・ベースおよび財
務状況についてバランスのとれた見解を得るために、グループ全体ベースで資本

配分の充分性および適切性を評価する。これについてのさらなる詳細は、ICP 17
「資本充分性」において入手可能である。

情報共有および主要な連絡窓口機能

25.10.19 最も効果的に運営するために、グループ全体の監督者は、グループ全
体ベースで、グループ全体の事業運営戦略、財務状況、法的および規制上の立場

ならびにリスク・エクスポージャーに関する包括的見解をまとめるために必要な

全ての情報を、最も効率的な方法で、関与する監督者から適時に入手すべきであ

る。

25.10.20 全ての関与する監督者は、グループの構造および主要な業務運営にお
ける大幅な変更について、グループ全体の監督者に常に最新情報を与えるように

する責任がある。

25.10.21 特に、関与する監督者は、以下に関連する重要な情報をグループ全体
の監督者に提供するよう奨励されるべきである：

・ 保険グループに所属する企業の法的形態
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• any granting and withdrawal of licence for a company forming part of the group;
• changes on the Board or Senior Management of any insurer forming part of 

the group; 
• changes in organisation or senior management; 
• changes in risk management and internal control system; 
• significant developments in the financial position of the insurance group or 

entities belonging to the insurance group; 
• location of significant business; 
• significant investments in group entities; 
• significant financial links; 
• transfer of risks to/from non–regulated entities; 
• events which may endanger the going concern of the insurance group or major 

entities belonging to the insurance group; 
• potential high risk factors for contagion; and 
• operational risk including misselling claims and frauds. 

25.10.22 The group-wide supervisor may at any time request further information 
needed for the assessment on a group-wide basis. 

25.10.23 An involved legal entity supervisor may require information in relation to 
the group which proves necessary for a timely legal entity assessment of the 
insurer, or part thereof, located in its jurisdiction. The group-wide supervisor 
should make information available to the involved legal entity supervisors: 

• on a proactive basis; 
• without delay; and 
• in a full and detailed manner. 

25.10.24 The group-wide supervisor has a key contact point function for all legal 

・ グループの一部を構成する会社に対する免許の付与および取消し

・ グループの一部を構成する保険会社の取締役または上級管理職についての

変更

・ 組織または上級管理職における変更

・ リスク管理および内部統制システムにおける変更保険グループの財務ポジ

ションまたは保険グループに所属する企業における重大な動向

・ 重要な事業が行われている場所

・ グループ企業への重大な投資

・ 財務上の重大なつながり

・ 非規制事業体への／からのリスクの移転

・ 保険グループまたは保険グループに所属する主要企業の事業継続性を危険

にさらすかもしれない事象

・ 波及の可能性がある高リスク要因、および

・ 不正募集の申し立ておよび

・ 詐欺を含むオペレーショナル・リスク

25.10.22 グループ全体の監督者は、グループ全体ベースでの評価に必要な、さ
らなる情報をいつでも要求することができる。

25.10.23 関与する法人の監督者は、その管轄区域に所在地がある保険会社また
はその一部について適時の法人での評価に必要となる、当該グループに関する情

報を要求することができる。グループ全体の監督者は、関与する法人の監督者に

とって、以下のようにして情報が利用可能となるようにすべきである：

・ 積極的なベースで

・ 遅滞なく、および

・ 充分かつ詳細な方法で

25.10.24 グループ全体の監督者は、関与する全ての法人の監督者に対する主要
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entity supervisors involved. The key contact point function is of importance both 
in situations of going concern and in emergency situations.

な連絡窓口機能を有する。その主要な連絡窓口機能は、事業継続の状態において

も、緊急の状態においても重要である。

ICP 26 Cross-border Cooperation and Coordination on Crisis 
Management 
The supervisor cooperates and coordinates with other relevant 
supervisors and authorities such that a cross-border crisis involving a 
specific insurer can be managed effectively. 

Introductory Guidance  

26.0.1 The main objectives of supervisory crisis management are to protect 
policyholders and to prevent serious domestic or international financial instability 
which could have an adverse impact on the real economy. Supervisory actions 
seek to ensure, as far as possible, that insurers behave prudently; to promote 
private sector solutions such as portfolio transfers and run-offs and to avoid the 
need for using public support to protect policyholders and to safeguard financial 
stability; and to minimise distortions to the efficient operation of the insurance
sector as well as across jurisdictions.  

26.0.2 Effective cross-border crisis management requires international 
cooperation between supervisors and other relevant authorities (e.g. Ministries of 
Finance, central banks, other financial sector supervisors, guarantee schemes, 
policyholder protection schemes) through appropriate mechanisms for information 
exchange. Furthermore, it ensures that preparations for and management of a 
cross-border crisis including policy measures, crisis response decisions and 
matters of external communication are coordinated, timely and consistent.  

ICP 26危機管理における国境を越えた協力および調整

監督者は、特定の保険会社が関係する国境を越えた危機が効果的に管理され

うるよう、その他の関係する監督者および当局と協力しおよび調整する。

導入指針

26.0.1 監督による危機管理の主な目的は、保険契約者の保護、および、実体経済
に悪影響を及ぼしうる重大な国内または国際的な金融不安を防止することであ

る。監督活動は、包括移転およびラン・オフなどの民間部門による解決の促進、

および、保険契約者を保護しまた金融の安定を守るための公的支援の利用の必要

性の回避、ならびに、保険セクターと管轄区域全体の効率的な運営の歪みの最小

化という、出来うる限り、保険会社が慎重に（prudently）行動することを確保す
ることを目指している。

26.0.2効果的な国境を越えた危機管理は、適切な情報交換メカニズムを通じて行
われる、監督者とその他の関係当局（例：財務省、中央銀行、他の金融セクター

の監督官、支払保証制度、保険契約者保護制度）との国際的協力を必要とする。

さらに、その危機管理は、政策措置を含む国境を越えた危機に対する備えおよび

その管理、危機対応決定ならびに外部コミュニケーションの問題が協調的で、時

宜にかないかつ一貫性があることを確かなものとする。
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26.0.3 Supervisors employ existing cross-border frameworks of cooperation (such 
as supervisory colleges or subgroups of them, bilateral MoUs or the IAIS MMoU) 
to prepare for and manage a cross-border crisis of a specific insurer. Where such 
channels do not exist, supervisors set up an appropriate framework for 
cooperation in line with other ICPs. Supervisors consider the application of this 
ICP in accordance with the nature, scale and complexity of insurers.  

Preparation for a cross-border crisis  

26.1 The supervisor meets regularly with other relevant supervisors and 
authorities to share and evaluate information relating to specific cross-
border insurers and to analyse and assess specific issues (including 
whether there are systemic implications) in non-crisis periods. 

26.1.1 These meetings may be held as part of a supervisory college (refer to ICP 
25 Supervisory Cooperation and Coordination) or separately if no supervisory 
college is held or in place.  

26.1.2 Supervisors remain aware of potential contagion channels, conflicts of 
interest and possible barriers to coordinated action in a crisis situation at specific 
cross-border insurers (such as legally required transparency rules in case of 
publicly listed companies or particular legislative requirements across 
jurisdictions).  

26.1.3 The group-wide supervisor of the insurer will facilitate this process with 
involvement from other relevant supervisors (refer to ICP 25 Supervisory 
Cooperation and Coordination) and other relevant authorities.  

26.0.3 監督者は、特定の保険会社の国境を越えた危機に備え、また管理するため
に、既存の国境を越えた協力の枠組み（監督カレッジまたはそれらのサブグルー

プ、二国間の MoU、または IAISの MMoUなど）を用いる。そのような手段がな
い場合は、監督者はその他の ICPsに従い、協力のための適切な枠組みを定める。
監督者は、保険会社の性質、規模および複雑性に応じて、本 ICPの適用を考慮す
る。

国境を越えた危機に対する備え

26.1監督者は、危機でない時期において、特定の国境を越えた保険会社に関し、
情報を共有および評価するために、ならびに（システミックな影響の有無を含む）

特定の問題を分析し、また、評価するために、他の関係する監督者および当局と

定期的に会合を開く。

26.1.1 これらの会合は、監督カレッジの一環として開催される可能性がある
（ICP 25「監督上の協力および調整」を参照）、または、監督カレッジが開催ま
たは設置されない場合は個別に開催される可能性がある。

26.1.2 監督者は、特定の国境を越えた保険会社の危機的状況における、潜在的な
感染経路、利益相反および協調行動に対して生じうる障壁（例えば、上場会社に

対して法が義務付ける透明性ルール、または、管轄区域全体にわたる特定の法的

要件）に引き続き注意を払う。

26.1.3保険会社のグループ全体の監督者が、他の関係する監督者（ICP 25「監督
上の協力および調整」を参照）および他の関係当局の関与により、このプロセス

を促進するだろう。
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26.2 The supervisor develops and maintains plans and tools for dealing with 
insurers in crisis and seeks to remove practical barriers to efficient and 
internationally coordinated resolutions. 

26.2.1 These will be designed flexibly in order to be able to adapt them to the 
specific issues of a cross-border crisis as well as individual insurers.  

26.3 The group-wide supervisor coordinates crisis management 
preparations with involvement from other relevant supervisors and ensures 
that all supervisors in the relevant jurisdictions (at a minimum those where 
the insurer is of systemic importance) are kept informed of the crisis 
management preparations.  

26.4 As far as legal frameworks and confidentiality regimes allow, the 
supervisor shares with other relevant supervisors, at a minimum, 
information on the following: 

• group structure (including legal, financial and operational intragroup 
dependencies), 

• interlinkages between the insurer and the financial system in each 
jurisdiction where it operates, 

• potential impediments to a coordinated solution.  

26.5 The supervisory regime requires that insurers be capable of supplying, 
in a timely fashion, the information required to manage a financial crisis. 

26.6 The supervisory regime requires insurers to maintain contingency 
plans and procedures based on their specific risk for use in a going- and 

26.2 監督者は、危機に陥った保険会社に対処するための計画および手段を策定
および維持し、効率的および国際的に調整された破綻処理(resolutions)に対する
実務上の障壁を取り除くよう努める。

26.2.1これらは、個々の保険会社と同様に、国境を越えた危機の特定の問題に適
用できるよう柔軟に策定されるだろう。

26.3 グループ全体の監督者は、他の関係する監督者の関与により危機管理への
備えを調整し、また、（少なくとも、保険会社がシステム上重要である管轄区域

である）関係管轄区域における全ての監督者が、危機管理への備えを常に通知さ

れるよう確保する。

26.4 法的枠組みおよび守秘義務制度が認める限り、監督者は、他の関係する監
督者と、少なくとも以下に関する情報を共有する：

・グループの構造（法律上、財務上、および経営上のグループ内の依存関係を

含む）

・保険会社が営業する個々の管轄区域における保険会社と金融システムとの相

関関係

・調整された解決策への潜在的障害

26.5 監督制度は、保険会社が、金融危機を管理するために要求される情報を時
宜にかなった方法で提供する能力を有するよう要求する。

26.6 監督制度は、保険会社に対し、当該保険会社の特定のリスクに基づき、ゴ
ーイング・コンサーン（going concern）およびゴーン・コンサーン（gone 
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gone-concern situation. 

Managing a cross-border crisis 

26.7 The supervisor informs the group-wide supervisor as soon as it 
becomes aware of an evolving crisis. The group-wide supervisor 
coordinates such that this information and any other relevant information 
that it has become aware of on its own is shared among other relevant 
supervisors and other relevant authorities promptly. 

26.8 Subject to legislative requirements and confidentiality regimes, the 
supervisor shares information with relevant supervisors and authorities and 
in a way that does not compromise the prospects of a successful resolution. 
The supervisor shares information with other relevant authorities or 
networks as well, whenever necessary, and subject to the same legislative 
and confidentiality requirements. 

26.9 The group-wide supervisor analyses and assesses the crisis situation 
and its implications as soon as practicable and supervisors try to reach a 
common understanding of the situation. 

26.9.1 This includes the identification of possible sources of systemic risk and 
jurisdictional assessment of such implications.  

26.9.2 The group-wide supervisor is responsible for coordinating the gathering 
and the analysis of information as well as for coordinating supervisory activities. 

concern）の状況において利用するための危機管理計画および手続きを維持する
よう、要求する。

国境を越えた危機の管理

26.7 監督者は、発生する危機を認識次第早急にグループ全体の監督者に通知す
る。当該グループ全体の監督者は、この情報および自身が認識した他のあらゆる

関連情報を、他の関係する監督者および他の関係当局と迅速に共有されるように

調整する。

26.8 監督者は、法的要件および守秘義務制度に従い、良好な破綻処理の見込み
を損なわない方法で、関係する監督者および他の関係当局と情報を共有する。監

督者は、必要であり、および同一の法的要件および守秘義務要件の対象となって

いる場合、その他の関係当局またはネットワークとも同様に情報を共有する。

26.9 グループ全体の監督者は、実行可能な限り早く危機的状況およびその影響
を分析および評価し、監督者は当該状況について共通の理解に到達するよう試み

る。

26.9.1これには、システミック・リスクの原因となりうるものの認識および、そ
のような影響の管轄区域による評価が含まれる。

26.9.2 グループ全体の監督者は、情報の収集および分析を調整する責任を有し、
また、監督活動を調整する責任も有する。
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26.10 The supervisor cooperates to find internationally coordinated, timely 
and effective solutions. 

26.10.1 Such cooperation takes account of the impact of the crisis on 
policyholders, financial systems and real economies of all relevant jurisdictions, 
drawing on information, arrangements and crisis management plans developed 
beforehand.  

26.11 If a fully coordinated supervisory solution is not possible, the 
supervisor discusses jurisdictional measures with other relevant 
supervisors as soon as possible.  

26.11.1 The supervisor takes into account that other authorities (e.g. Ministries of 
Finance) may take part in and be responsible for crisis management, especially if 
the crisis is of a very severe nature and may require the use of public funds.  

26.12 In a crisis situation, the group-wide supervisor coordinates public 
communication at each stage of the crisis.  

26.12.1 The supervisor, where practicable, shares its plan for public 
communication with other relevant supervisors from other affected jurisdictions to 
ensure that communication is handled in a coordinated and timely way.  

26.12.2 Where appropriate, the supervisor considers when and to what extent to 
communicate with the insurers.  

26.10 監督者は、国際的に調整され、時宜にかなった、および、効果的な解決策
を見つけるべく協力する。

26.10.1 そのような協力では、情報、事前に策定された取決めおよび危機管理計
画を利用しながら、全ての関係管轄区域の保険契約者、金融システムおよび実体

経済に危機が与える影響が考慮される。

26.11 充分に調整された監督上の解決策が可能でない場合、監督者は、早急に、
他の関係する監督者と共に管轄区域の措置を話し合う。

26.11.1 監督者は、特に、危機が非常に重大な性質を有しており、また、公的資
金の利用を必要とする可能性がある場合において、他の当局（例えば、財務省）

が危機管理に加わり、責任を持つ可能性を考慮する。

26.12 危機的状況において、グループ全体の監督者は、危機のそれぞれの段階に
おける公衆への伝達を調整する。

26.12.1 監督者は、実行可能である場合、その伝達が、調整され、かつ時宜にか
なった方法で確実に取扱われるようにするために、影響を受けた他の管轄区域の

その他関係する監督者と、自身の公衆への伝達についての計画を共有する。

26.12.2 適切な場合、監督者は、保険会社への伝達の時期および程度を検討する。


	201805_1_協会HP「保険コアプリンシプル」（英文仮訳対照表）
	201805_2_協会HP「保険コアプリンシプル」（英文仮訳対照表）

