
ICP 10(Preventive Measures, Corrective Measures and Sanctions)
ICP 10  Preventive Measures, Corrective Measures and Sanctions ICP 10 予防措置、是正措置および制裁処分
The supervisor: 

 requires and enforces preventive and corrective measures; and 
 imposes sanctions 

which are timely, necessary to achieve the objectives of insurance supervision, and based on clear, 
objective, consistent, and publicly disclosed general criteria. 

監督者は、
 予防措置および是正措置を求め、措置を実行させる。
 制裁処分を科す。

これらは、保険監督の目的を達成するにあたりタイムリーかつ必要なものであり、また明確で、客観的で、
一貫性があり、かつ公開されている一般的規準に基づく。

Introductory Guidance 導入指針
10.0.1 
The supervisor should initiate escalating measures to prevent a breach of regulatory requirements by 
an insurer, respond to a breach of regulatory requirements by an insurer, and enforce those measures 
to ensure that the insurer responds to the supervisor’s concerns. Preventive measures should be used 
to prevent a breach of regulatory requirements and corrective measures should be used to respond to 
a breach of regulatory requirements. Functionally, supervisors may take similar or identical actions as 
preventive or corrective measures. In addition, where a regulatory requirement has been violated, 
supervisors may use sanctions. 

10.0.1 
監督者は、保険会社による規制要件の不履行を防止するための措置、保険会社による規制要件の不履行に
対応する措置、また保険会社が監督者の懸念に対応するように仕向ける措置を実行させるための措置と、
措置を段階的に強化すべきである。予防措置は、規制要件の不履行を防止するために実施されるべきであ
り、是正措置は、規制要件の不履行に対応するために実施されるべきである。機能的には、監督者は、予
防措置または是正措置として類似または同一の対応を行う場合がある。さらに、規制要件への違反があっ
た場合には、監督者は、制裁処分を実施する場合がある。

10.0.2 
Supervisors should promptly and effectively deal with insurer non-compliance with regulatory 
requirements or supervisory measures that could put policyholders at risk or that could impinge on 
any other supervisory objectives. The more significant the threat to policyholders’ interests or to 
financial stability, then the quicker the supervisor will need to act and to require action from the 
insurer, and the more significant the measures that may be required. Circumstances may arise when 
preventive or corrective measures are insufficient to prevent an insurer from being no longer viable, or 
likely to become no longer viable, and therefore need to exit the market or be resolved (see ICP 12 Exit 
from the Market and Resolution). 

10.0.2 
監督者は、保険契約者を危険にさらしまたはその他の監督目的を妨げる可能性のある保険会社の規制要件
または監督措置の不遵守に対し迅速かつ効果的に対処するべきである。保険契約者の利益または金融安定
性に対する脅威が増すほどに、監督者は、保険会社による対応を求めより迅速に行動する必要があり、ま
た求められる措置の強度が高まる。予防措置または是正措置により保険会社が存続不能に陥り、または存
続不能に陥る可能性が高い状態になることを防止することができず、結果的に市場から退場するかまたは
破綻させられることが必要になる場合がある（ICP12（市場からの退場および破綻処理）参照）。

10.0.3 
As part of the supervisory framework (see ICP 9 Supervisory Review and Reporting), supervisors 
should consider in advance how to use preventive and corrective measures, enforcement of those 
measures, and the imposition of sanctions. A supervisor’s framework should be documented to assist 
in the delivery of consistent supervision over time. It is crucial that the framework leaves room for the 
exercise of supervisory judgement and discretion, so flexibility should be allowed in the use of 
preventive measures, corrective measures and sanctions. In addition to general criteria, other parts of 
the framework on preventive measures, corrective measures and sanctions can also be released 
publicly, particularly where the supervisor feels that this additional transparency will lead to the 
market functioning more effectively. The decision-making processes that underpin the supervisory 
framework should function in a way that allows the supervisor to take immediate action when 
necessary. 

10.0.3 
監督者は、監督枠組みの一環として（ICP9（監督上のレビューおよび報告）参照）、予防措置および是正措
置の実施方法、これらの措置の執行方法および制裁処分の実施につき、予め検討しておくべきである。監
督者の枠組みは、長期的な一貫性のある監督を実施することに役立つよう、文書化されるべきである。枠
組みが監督上の判断および裁量を行使する余地を残すことがきわめて重要であり、予防措置、是正措置お
よび制裁処分の実施に際し柔軟性が認められるべきである。特に監督者がこうした形で透明性を向上させ
ることで市場がより効率的に機能することにつながると感じる場合には、一般的規準に加え、予防措置、
是正措置および制裁処分に関する監督枠組みの他の部分も公表することができる。意思決定手続は、監督
枠組みの要であり、監督者が必要な時にすぐさま対応を行うことができる形で進められるべきである。

10.0.4 
In some instances, the supervisor will need to work with other authorities or bodies in order to take or 
enforce supervisory measures or sanctions against an insurer. For example, some measures or 
sanctions will require the approval of a judicial body. 

10.0.4 
一部の場合には、監督者は、保険会社に対して監督措置または制裁処分を実施するにあたり、他の当局ま
たは組織と協働する必要がある。例えば、一部の措置または制裁処分は、司法の許可を必要とする。

10.0.5 
There are different methods by which supervisory outcomes can be achieved. The method chosen may 
vary depending on the jurisdiction’s legal framework. In some jurisdictions, one method is to accept an 

10.0.5 
監督上の結果を出すことができる方法には、様々なものがある。選択される方法は、管轄区域の法体系に
応じて異なる場合がある。一部の管轄区域では、一つの方法とし、問題とされている保険会社から提出さ
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enforceable written agreement to do, or not to do, some thing or things from the insurer in question. 
The potential advantages of achieving an outcome by this route are that it can be quicker and less 
costly. This option can be used to achieve outcomes related to preventive or corrective measures or to 
sanctions. 

れる、何かを行うまたは行わないとの執行を強制できる合意書面を受理する。このやり方で結果を出すこ
とで生じうる利点は、このやり方が相対的に速やかかつ低廉になる可能性があることである。この方法は、
予防または是正の措置または制裁処分に係る結果を出すために用いられる可能性がある。

Group perspectives グループの観点
10.0.6 
Measures or sanctions targeted at non-insurance legal entities within an insurance group may require 
the supervisor to work with other regulatory authorities. 

10.0.6 
保険グループ内の非保険事業法人を対象とした措置または制裁処分により、監督者が他の当局と協働する
ことが求められる場合がある。

10.0.7 
The supervisor for an insurance legal entity within an insurance group should inform other involved 
supervisors when taking supervisory measures against or imposing sanctions on that insurance legal 
entity, where those sanctions are material or otherwise relevant to those supervisors. 

10.0.7 
保険グループ内の保険事業法人の監督者は、当該保険事業法人に対して監督措置を講じまたは制裁処分を
科す（重大な制裁処分の場合または重大な制裁処分ではないが関係監督者にも関連する場合）際には、他
の関係監督者に通知すべきである。

10.1  
The supervisor acts against individuals or entities that conduct insurance activities without the 
necessary licence. 

10.1 
監督者は、必要な免許を持たずに保険事業に係る活動を行う個人または企業に対して、措置を講じる。

10.1.1 
The supervisor should have in place mechanisms to identify when unlicensed insurance activity is 
being carried out. Examples of such mechanisms include monitoring of media and advertising, review 
of consumer complaints or encouraging industry and other stakeholders to notify the supervisor of 
suspicious activity. 

10.1.1 
監督者は、無免許での保険事業に係る活動が営まれている場合にこれを認識する仕組みを有しているべき
である。こうした仕組みの例には、メディアおよび広告のモニタリング、消費者の苦情の検証または業界
その他の利害関係者に対し疑わしい活動につき監督者に通報するよう奨励することが含まれる。

10.1.2 
Where unlicensed activity is identified, the supervisor should act to address the issue. Examples 
include requiring the unlicensed entity to apply for a licence, seeking court orders to require the 
unlicensed entity to stop the activity, informing law enforcement authorities of criminal and/or civil 
concerns, imposing sanctions on the individual/entity or publicising the fact that the individual and/or 
entity is/are not licensed to conduct insurance activities. 

10.1.2 
無免許での活動が認識された場合には、監督者は、当該課題に対処するための対応を行うべきである。例
えば、免許を持たない会社に対し免許申請を求めること、免許を持たない会社に対し活動を停止すること
を命ずる裁判所の命令を求めること、刑事および/または民事の法執行当局に通知すること、当該個人/会
社に制裁処分を科すこと、もしくは当該個人および/または会社が免許を持たずに保険事業に係る活動を行
っている事実を公表することが挙げられる。

10.2 
The supervisor requires preventive measures if the insurer seems likely to operate in a manner that 
is inconsistent with regulatory requirements. 

10.2 
監督者は、保険会社が規制要件に準拠しない形で事業を運営する可能性が高いと思われる場合に、予防措
置を講じるよう求める。

10.2.1 
Determining when an insurer seems likely to operate in a manner that is inconsistent with regulatory 
requirements will require a degree of discretion on the part of the supervisor. Nevertheless, concerns 
that necessitate preventive measures should be well founded based on the supervisor’s assessment. If 
the insurer operate in a manner that is likely to impact its ability to protect policyholders’ interests or 
create financial stability concerns, it should lead to more urgent preventive measures by the 
supervisor. 

10.2.1 
保険会社が規制要件に則らない形で業務を行う可能性があると判断する際には、監督者側の一定の裁量が
必要とされる。他方、予防措置を必要づける懸念事項は、監督者による評価により十分に根拠付けられて
いるべきである。保険会社が契約者の利益を保護しまたは金融安定性への懸念（に対応）する自身の能力
に影響を与える可能性が高い形で業務を行う場合には、監督者によるより迅速な予防措置が講じられるべ
きである。

10.2.2 
The supervisor should communicate concerns to the insurer with a promptness that reflects the 
significance of the concern. Some concerns, such as relating to insurer solvency, policyholder 
protection, or financial stability, will be sufficiently significant to require immediate communication to 
the insurer. Other concerns, although significant, may not require such rapid communication, but 
should still be communicated appropriately. For example, it is unlikely to be appropriate for a 
supervisor to wait for the next on-site visit to an insurer before communicating a significant concern. 

10.2.2 
監督者は、懸念の重大性に応じ、迅速に懸念事項を保険会社に伝えるべきである。保険会社のソルベンシ
ー、契約者保護または金融安定性に関するもの等の一部の懸念事項は、非常に重大であり、保険会社に対
してすぐさま伝達される必要がある。他の一部の懸念事項には、重大であるもののこれほどの早さで伝達
されることが求められない場合があるが、そうした場合においても適切に伝達されるべきである。たとえ
ば、次回の立入検査を待って保険会社に重大な懸念事項を伝えることは、監督者にとって適切ではない可
能性が高い。
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10.2.3 
The supervisor should promptly bring significant concerns to the attention of the Board because it has 
ultimate responsibility for the insurer and that such concerns are resolved. In addition, the supervisor 
should also communicate with Senior Management and with Key Persons in Control Functions to bring 
significant concerns to their attention. 

10.2.3 
監督者は、重大な懸念事項につき取締役会の注意を喚起するべきである。これは、保険会社における最終
的な責任を負い、こうした懸念事項の解決にも最終的責任を負うのは取締役会であるためである。さらに、
監督者は、上級管理職および統制部門の主要人物と連絡をとり、重大な懸念事項について注意を喚起する
べきである。

10.2.4 
The supervisor should have available a range of preventive measures broad enough to address insurers 
of all sizes and complexities. Preventive measures should be chosen to address the severity of the 
insurer’s problems. 

10.2.4 
監督者は、あらゆる規模および複雑性を持つ保険会社に対応ための幅広い予防措置を利用できるべきであ
る。予防措置は、保険会社の持つ問題の深刻度に応じて選択されるべきである。

10.2.5 
The supervisor should have the power to issue, and enforce: 

 restrictions on business activities, such as: 
- prohibiting the insurer from issuing new policies or new types of product; 
- requiring the insurer to alter its sales practices or other business practices; 
- withholding approval for new business activities or acquisitions; 
- restricting the transfer of assets; 
- prohibiting the insurer from continuing a business relationship with an intermediary or other 

outsourced provider, or requiring the terms of such a relationship to be varied; 
- restricting the ownership of subsidiaries; and 
- restricting activities of a subsidiary where, in its opinion, such activities jeopardise the 

financial situation of the insurer; 
 directions to reinforce financial position, such as: 
- requiring measures that reduce or mitigate risks; 
- requiring an increase in capital; 
- restricting or suspending dividend or other payments to shareholders; and 
- restricting purchase of the insurer’s own shares; and 

 other directions, including: 
- requiring the reinforcement of governance arrangements, internal controls or the risk 

management system; 
- facilitating the transfer of obligations under the policies from a failing insurer to another 

insurer that accepts this transfer; 
- suspending the licence of an insurer; and 
- barring individuals acting in key roles from such roles in future. 

10.2.5 
監督者は、以下を命じ、これに従うことを求める権限を有するべきである。

 事業活動の制限
- 新契約または新たな種別の商品の販売の禁止
- 保険会社に対し販売実務その他の営業実務の変更を求めること
- 新事業または買収に関する承認の拒否
- 資産の移転の制限
- 保険会社が仲介人その他の外部委託先との提携関係を維持することを禁止する、またはこうした
提携関係の条件の変更を求めること

- 子会社保有の制限
- 子会社の活動が当該保険会社の財務状況を悪化させていると考える場合に、子会社の活動を制限
すること、等

 財務状態の改善の指示
- リスクを削減または緩和する措置を求めること
- 資本の増強を求めること
- 配当金その他の株主に対する払い出しの制限または停止
- 保険会社の自己株式購入の制限、等

 その他の指示
- ガバナンス体制、内部管理またはリスク管理システムの強化を求めること

- 破産に向かっている保険会社から移転受入先の保険会社に対する保険契約上の義務の移転を進め
ること

- 保険会社の免許の停止
- 主要な役職にある者に対し、今後同様の職務に就くことを禁じること、他

10.2.6 
The supervisor should take steps to address problems arising from Board Members, Senior 
Management, Key Persons in Control Functions, significant owners, external auditors and any other 
person who plays a significant role within the insurer. For example, the supervisor should require the 
insurer to replace or restrict the power and role of those involved (listed above) in the governance 
processes if the supervisor has material concerns with management or governance. 

10.2.6 
監督者は、取締役会メンバー、上級管理職、管理部門の主要人物、主要な所有者、外部監査人および保険
会社において大きな役割を果たす者に関する問題に対処する措置を講じるべきである。例えば、監督者は、
経営またはガバナンスに重大な懸念を有する場合には、保険会社に対し、ガバナンス手続に関与する者（上
述）の交代またはその者の権限および役割の制限を求めるべきである。

10.2.7 
The supervisor should reject, rescind and/or request a court to revoke the appointment of an external 
auditor who is deemed to have inadequate expertise or independence, or is not subject to, or does not 
adhere to, established professional standards. 

10.2.7 
監督者は、専門的知見または独立性が不十分であると思われる、もしくは確立されている専門家としての
基準にかからしめられていないまたはこれを遵守しない外部監査人の任命を拒否し、取り消しおよび/また
は裁判所に対しその取り消しを求めるべきである。



ICP 10(Preventive Measures, Corrective Measures and Sanctions)
10.2.8 
Supervisors should take action to address insurer audit quality concerns, including, where possible, 
requiring replacement or appointment of a supplementary auditor and the sanctioning of an external 
auditor if necessary. Supervisors should watch for indicators of potential major audit quality concerns, 
such as when: 

 the auditor does not have adequate insurance industry knowledge and competence; 
 there is an identified issue with auditor objectivity and independence; 
 the auditor does not disclose to the supervisor matters that it is required to disclose; 
 clear audit quality concerns are identified, such as if the auditor fails to test internal control 

systems sufficiently, the auditor is not appropriately sceptical, or does not appropriately 
challenge the insurer’s management regarding the major accounting figures; or 

 the auditor’s system of internal quality control appears ineffective. 

10.2.8 
監督者は、保険会社に対する監査の質に関する懸念に対処するために措置を講じるべきである。措置には、
可能な場合には、交代または監査人補助者の任命を求めつつ、必要な場合には外部監査人に対する制裁処
分を実施することを含む。監督者は、以下等の、監査の質に関する大きな懸念につながる兆候に注意すべ
きである。

 監査人が保険業界に関する十分な知識能力を有しない場合
 監査人の客観性および独立性に関する問題が見つかっている場合
 開示が求められている事項につき監査人が監督者に対して開示しない場合
 監査人が内部管理システムを十分にすることができない場合、監査人が十分に疑い深くない場合、
または監査人が主だった会計上の数値に関し保険会社の経営陣に対し十分な説明を求めない場合等
の、監査の質に関する明確な懸念が見つかっている場合

 監査人内部の品質管理制度が実効性を欠くように見える場合
10.3 
The supervisor requires corrective measures if the insurer fails to operate in a manner that is 
consistent with regulatory requirements. 

10.3 
監督者は、保険会社が規制要件に準拠した事業運営ができない場合には、是正措置を講じるよう求める。

10.3.1 
The Guidance under Standard 10.2 is equally applicable when considering corrective measures. 

10.3.1 
基準 10.2の下の指針は、是正措置を検討する際にも同じく当てはまる。

10.3.2 
In addition to the supervisory tools set out in 10.2.5, when considering corrective measures the 
supervisor may find it necessary, in cases of serious breach of regulatory requirements, to revoke the 
licence of an insurer. The supervisor should be able to enforce this decision. 

10.3.2 
10.2.5 で定められる監督ツールに加え、是正措置を検討する際には、監督者は、規制要件への重大な違反
の場合に必要と考える際には、保険会社の免許を取り消すことができる。監督者は、本決定を執行するこ
とができるべきである。

Recovery Plans 再建計画
10.3.3 
The supervisor may require an insurer to produce a recovery plan that identifies in advance options to 
restore financial strength and viability, and apply the recovery plan as a corrective measure if the 
insurer comes under severe stress. It may be appropriate for the supervisor to require a recovery plan 
of an insurer that is, for example, complex, systemically important and/or has a different risk profile or 
business model compared to other insurers. 

10.3.3 
監督者は、保険会社に対し、財務健全性と存続可能性を回復するための方法を予め特定する再建計画を策
定するよう求め、保険会社が深刻なストレスに晒された際に是正措置として当該再建計画を実行するよう
求めることができる。監督者が、例えば複雑でシステム上の重要性がありかつ/もしくは他の保険会社とは
異なるリスクプロファイルまたはビジネスモデルを持つ保険会社に対して再建計画を求めることが適切
な場合がある。

10.3.4 
The insurer’s Senior Management should provide to the supervisor the necessary input to enable it to 
assess the robustness and credibility of the recovery plan. 

10.3.4 
保険会社の上級管理職は、監督者に対し、再建計画の頑健性および確実性を評価することを可能にするた
めに必要な説明を行うべきである。

10.3.5 
Recovery plans should be reviewed at least annually, or more frequently if there are material changes 
to the insurer’s business or structure, and updated where necessary. 

10.3.5 
再建計画は、少なくとも年に一度もしくは保険会社の事業または構造に重大な変更を生じた際にはより頻
繁に検証され、また必要な場合には更新されるべきである。

The March 2017 consultation version of ICP 10 included three paragraphs of guidance on recovery 
plans (10.3.3 to 10.3.5) which are closely tied and provide a link to the ComFrame material on recovery 
plans, which is still under revision. To ensure this material is aligned, these paragraphs have been 
removed in order to be revised as part of this process. 

2017年 3月の協議の際の ICP10には、再建計画に関する３つのパラグラフ（10.3.3から 10.3.5）が含まれ
ていたが、これらは、なお修正作業中の再建計画に関するコムフレーム文書と密接に関連しまた結びつい
ている。当該文書の整合性を確保するため、これらのパラグラフは、当該修正作業の中で修正することと
して削除された。

10.4 
The supervisor: 

 requires the insurer to take actions that address the supervisor’s identified concerns; 
 periodically checks that the insurer is taking action; and 
 assesses the effectiveness of the insurer’s actions. 

10.4 
監督者は、

 保険会社に対し監督者が認識する懸念事項に対処する措置を講じることを求める。
 保険会社が措置を講じていることを定期的に確認する
 保険会社の措置の実効性を評価する



ICP 10(Preventive Measures, Corrective Measures and Sanctions)
10.4.1 
The supervisor should require the insurer to prepare a plan to resolve the concerns within an 
acceptable timeframe. The plan should include actions proposed by the insurer or preventive or 
corrective measures required by the supervisor. What is acceptable as a timeframe will depend on the 
circumstances of the concerns raised. 

10.4.1 
監督者は、保険会社に対し、許容範囲内の期間の中で懸念事項を解消する計画を立案するよう求める。計
画は、保険会社自らが提案する措置もしくは監督者から求められた予防措置または是正措置を盛り込むべ
きである。許容範囲内とされる期間は、懸念事項が生じた状況に応じて決まる。

10.4.2 
If the insurer does not prepare an acceptable plan in a specified timeframe to respond to the 
supervisor’s concerns, the supervisor should impose such a plan on the insurer. 

10.4.2 
保険会社が監督者の懸念事項に対応するものとして受け入れることができる計画を所定の期間内に立案
することができない場合には、監督者から、保険会社に対しそうした計画を強制すべきである。

10.4.3 
The supervisor should review the results of the actions that the insurer has taken. The supervisor 
should review both whether the actions have been taken and, if so, the effectiveness of the actions. 

10.4.3 
監督者は、保険会社が講じた措置の結果を検証すべきである。監督者は、措置が講じられたかどうかおよ
び講じられた場合にはそれら措置が実効的であったかどうかを検証すべきである。

10.4.4 
The supervisor may require assurance from an independent reviewer regarding adequate resolution of 
significant concerns. In such cases the supervisor may also require that such an independent reviewer 
be appointed at the expense of the insurer. 

10.4.4 
監督者は、重大な懸念事項が十分に解消されたことにつき、独立性ある検証者による確認を求める場合が
ある。こうした場合には、監督者は、こうした独立性ある検証者が保険会社の費用で任命されることを求
める場合もある。

10.5 
The supervisor escalates, including enforcing, preventive or corrective measures if its concerns are 
not addressed by the insurer’s actions. 

10.5 
監督者は、その懸念事項が保険会社が講じる措置によっては対応されない場合には、予防措置または是正
措置を強化する（強制することも含む）。

10.5.1 
The supervisor should require further measures if its concerns with the insurer become worse, 
including if the insurer fails to take the actions in a plan. 

10.5.1 
監督者は、保険会社が計画されている措置を講じることができなかった場合も含め、保険会社に関する懸
念が深まる場合には、さらなる措置を求めるべきである。

10.5.2 
Supervisory measures should escalate in line with the supervisor’s concerns about the insurer. If the 
insurer’s inaction leads to an increased risk to policyholders, then the supervisor should respond by 
requiring stronger measures to mitigate this risk. 

10.5.2 
監督措置は、保険会社に対する監督者の懸念に応じて強力なものとされるべきである。保険会社の不作為
により契約者のリスクが高まる場合には、監督者は、そのリスクを軽減するためのより強力な措置を求め
る対応を行うべきである。

10.5.3 
Enforcement of preventive or corrective measures could involve the supervisor issuing a formal 
direction to an insurer to take particular actions or to cease conducting particular activities. It could 
also involve the supervisor seeking the assistance of other authorities, or the courts, to enforce a 
measure. 

10.5.3 
予防措置または是正措置を実行させる方法には、監督者が保険会社に対し特定の措置を講じるまたは特定
の活動を停止するよう公式に指示することを含む。また、措置を実行させるために、監督者が他の当局ま
たは裁判所の支援を求めることも含む可能性がある。

10.6 
Where appropriate, the supervisor imposes sanctions on insurers and individuals proportionate to 
the breach of regulatory requirements or other misconduct. 

10.6 
適当な場合には、監督者は、保険会社および個人に対し、規制要件への違反または他の経営上の失敗の程
度に応じて制裁処分を科す。

10.6.1 
The supervisor should be able to impose a range of sanctions, which could be administrative, civil or 
criminal in nature. These can include the ability to impose fines, the ability to bar individuals acting in 
key roles from holding similar roles in future, and the ability to require remediation (such as requiring 
compensation of policyholders in cases of mis-selling). It is recognised that supervisors will not always 
be able to take a full range of legally binding actions themselves and may need to act in conjunction 
with, or refer matters to, other authorities, in particular, in the case of criminal penalties. 

10.6.1 
監督者は、行政上、民事上または刑事上の、幅広い制裁処分を科すことができるべきである。そこには、
罰金を科すこと、主要な役職にある者に対し今後同様の職務に就くことを禁じること、および原状回復（不
適切販売の場合に契約者に対する補償を求めること等）を求めることができることが含まれる可能性があ
る。監督者が必ずしも常にあらゆる法的拘束力のある措置を自ら講じることがでるものではなく、特に刑
事罰の場合には、他の当局と一緒に取り組む、または他の当局に移送する必要がある場合があることが認
識されている。

10.6.2 
In some cases it may be appropriate to apply punitive sanctions against insurers or individuals when 
justified by their actions, or inactions. 

10.6.2 
一部の場合には、その行動または不作為により正当性が裏付けられる場合には、保険会社または個人に対
して懲罰的な制裁処分を行うことが適切な場合がある。



ICP 10(Preventive Measures, Corrective Measures and Sanctions)
10.6.3 
The supervisor should, in particular, be able to impose 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, deliberately misreport to 
the supervisor, or do not act in accordance with orders or directions imposed on the insurer. 

10.6.3 
監督者は、特に、監督者に対してタイムリーに情報提供できなかった、情報を隠匿した、監督者を誤解さ
せることを意図した情報を提供した、意図的に監督者に誤った情報を提供した、または保険会社に課せら
れた命令または指示に即して対応しなかった保険会社および個人に対して制裁処分を科すことができる
べきである。

10.6.4 
The sanctions imposed by the supervisor should be commensurate with the nature and severity of the 
insurer’s non-compliance with regulatory requirements. Administrative or procedural breaches will 
generally attract less severe sanctions than breaches arising from an insurer’s intentional disregard of 
regulatory requirements. The sanction imposed should be sufficiently dissuasive so that the insurer, or 
other insurers, do not commit a similar breach in the future. 

10.6.4 
監督者により科せられる制裁処分は、保険会社の規制要件不遵守性格および深刻度に釣り合ったものとさ
れるべきである。事務的または手続的な違反に対しては、原則として、保険会社が故意をもって規制要件
を無視したことによる違反と比べて軽い制裁処分が行われる。課せられる制裁処分は、当該保険会社また
は他の保険会社が、今後同様の違反を行わないよう十分なものとされるべきである。

10.6.5 
The supervisor should impose more severe sanctions relative to the gravity of the breach where an 
insurer’s history demonstrates a pattern of non-compliance with regulatory requirements. 

10.6.5 
監督者は、保険会社の過去の経緯から規制要件不遵守の繰り返しが確認される場合には、違反の積み重ね
に応じより厳しい制裁処分を科すべきである。

10.6.6 
The supervisor may impose sanctions on insurers or individuals in addition to supervisory measures or 
in the absence of supervisory measures. 

10.6.6 
監督者は、監督措置に加えてまたは監督措置が行われていなくても、保険会社または個人に対して制裁処
分を科す場合がある。

10.6.7 
The imposition of sanctions against an insurer or an individual typically should not delay either 
supervisory measures or insurer action taken in response to supervisory measures. However, in some 
instances, the nature of the sanctions may delay supervisory measures. For example, where a 
supervisor sanctions an insurer by requiring a number of Senior Managers to be replaced with new 
individuals, supervisory measures intended to improve the governance of the insurer may not be 
practical until after the new individuals are appointed. 

10.6.7 
保険会社または個人への制裁処分の実施は、通常は、監督措置または監督措置に対応して保険会社が講じ
る措置の遅延を招くべきではない。しかし、一部の場合においては、制裁処分の性質上、監督措置を遅延
させる場合がある。たとえば、監督者が多数の上級管理職を新たな者と交代させることを求めることを通
じて保険会社に対し制裁を科す際には、新任者が任命されるまでは保険会社のガバナンスを改善すること
を意図した監督措置が実行できない場合がある。

10.6.8 
The supervisor, or another responsible authority in the jurisdiction, should take action to enforce 
sanctions that have been imposed. 

10.6.8 
監督者または当該管轄区域における他の所管当局は、課された制裁処分を執行する措置を講じるべきであ
る。

10.6.9 
The supervisor should sanction insurers and individuals within a consistent framework, so that similar 
violations and weaknesses attract similar sanctions. Supervisors should consider how proposed 
sanctions relate to previous cases. The supervisor should identify precedents where the supervisor has 
sanctioned an insurer or individual for similar actions/inactions. Where the supervisor has sanctioned 
an insurer or individual for similar actions/inactions, then the supervisor should consider carefully 
whether a comparable sanction is appropriate. If the supervisor concludes that a very different 
sanction is appropriate, the supervisor should be prepared to explain why it reached this conclusion. 

10.6.9 
監督者は、類似の違反や欠陥に対しては同様の制裁処分が行われるよう、一貫性のある枠組みの中で保険
会社および個人を処罰するべきである。監督者は、検討中の制裁処分と前例との関連性を考慮すべきであ
る。監督者は、ある保険会社または個人を類似の行為/不作為に関し処罰したことがある場合には、前歴を
確認すべきである。監督者が保険会社または個人を類似の行為/不作為に関し処罰したことがある場合に
は、監督者は、同等の制裁処分を行うことが適切であるか注意深く検討すべきである。全く異なる制裁処
分を行うことが適切であると最終判断する場合には、監督者は、そうした最終判断に至った理由を説明で
きる用意があるべきである。

10.6.10 
In order for sanctions to have a deterrent effect on other insurers, the fact of the sanction, and 
sufficient details of the breach, should in general be published. However, the supervisor should retain 
the discretion to take a different course of action (for example, not to publish, or to delay publication) 
where this would further the achievement of supervisory objectives or it is otherwise in the public 
interest to do so. 

10.6.10 
制裁処分が他の保険会社に対しても抑止効果を与えるよう、制裁処分が行われた事実および十分に細かい
違反の詳細は、原則として、公表されるべきである。しかし、そうすることで監督目的をより良く達成す
ることができるあるいは公共の利益にかなう場合には、監督者は、異なる対応（例えば、公表を行わない
ことまたは公表を遅らせること）を行う裁量を有するべきである。


