
ICP 9 (Supervisory Review and Reporting)
ICP 9  Supervisory Review and Reporting ICP 9 監督上のレビューおよび報告 
The supervisor uses off-site monitoring and on-site inspections to: examine the business of each 
insurer; evaluate its financial condition, conduct of business, corporate governance framework and 
overall risk profile; and assess 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. 

監督者は、オフサイト・モニタリングおよび立入検査の両者を用いて、各保険会社の事業を精査し、当該
会社の財務状況、事業行為、コーポレート・ガバナンス枠組みおよびリスクプロファイルの全容を評価し、
ならびに当該会社の関係法令および監督上の要件の遵守状況を評価する。監督者は、必要な情報を取得し、
保険会社の実効的な監督を行い、および保険市場を評価する。 

Introductory Guidance 導入指針 
9.0.1 
This ICP focuses on the general processes and procedures supervisors should have in place with 
respect to supervisory review and reporting. For the purpose of this ICP, off-site monitoring and 
on-site inspections are collectively referred to as “supervisory review”. Aspects of what supervisors 
may require or assess as part of supervisory review and reporting on specific areas (such as solvency, 
governance, conduct of business) are dealt with in other ICPs with respect to those ICPs’ specific areas 
of focus. 

9.0.1 
本 ICP は、監督上のレビューおよび報告に関し監督者が有しているべき一般的な手続および手順を取り上
げる。本 ICPにおいては、オフサイト・モニタリングおよび立入検査を、集合的に「監督上のレビュー」
とする。具体的な分野（ソルベンシー、ガバナンス、事業行為等）に関する監督上のレビューおよび報告
の一環として監督者が要求または評価する場合がある事項については、他のICPsにおいてそれぞれのICP
が取り上げる具体的分野に関し取扱わる。 

9.0.2 
Supervision is a dynamic process that includes:  

 developing and implementing a framework for supervisory review and reporting; 
 developing and executing supervisory plans for insurers; 
 analysis of reported and other relevant information;  
 feedback and dialogue between the supervisor and insurers; 
 intervention, including any preventive/corrective measures or sanctions, where necessary; 
 follow-up (including updating the supervisory framework and/or adjusting the frequency and 

intensity of assessment under supervisory plans); and 
 cooperation and coordination with other relevant supervisors and authorities where necessary. 

9.0.2 
監督は、以下を含む動的なプロセスである： 

 監督上のレビューおよび報告に係る枠組みの構築と実施 
 保険会社に係る監督計画の策定および実施 
 報告された情報および他の関連情報の分析 
 監督者と保険会社との間でのフィードバックおよび対話 
 必要に応じた介入（予防措置/是正措置および制裁処分を含む） 
 フォローアップ（監督枠組みの更新および/または監督計画の下での評価の頻度および厳密度の修正
を含む） 

 必要に応じた、他の関連監督者および関連当局との協力と協調 
Framework for supervisory review and reporting 監督上のレビューおよび報告の枠組み 
9.1 
The supervisor has a documented framework which outlines its approach for supervisory review and 
reporting. The supervisor reviews periodically that this framework remains effective and adequate. 

9.1 
監督者は、監督上のレビューおよび報告に係るアプローチを形にした文書化された枠組みを有する。監督
者は、本枠組みが引き続き実効的かつ十分であるかを定期的に検証する。 

9.1.1 
While the framework should encompass all insurers within a jurisdiction, it should be sufficiently 
flexible with varying supervisory review and reporting requirements that allow for taking a risk-based 
approach. For example, the supervisory processes and activities which are appropriate for a complex, 
internationally active insurer may be different than those for a small, local insurer. 

9.1.1 
本枠組みは、管轄区域内の全ての保険会社を含むべきであるが、リスクベースのアプローチを取ることを
可能にする様々な監督上のレビューおよび報告の要件を備え十分に柔軟性を持つべきである。例えば、複
雑で国際的に活動する保険会社に適した監督プロセスおよび監督活動は、小規模の局地的な保険会社に適
した監督プロセスおよび監督活動とは異なる場合がある。 

9.1.2 
The supervisor should have documented procedures and/or guidelines for consistent and regular 
supervisory review and reporting at an appropriate level of depth. 

9.1.2 
監督者は、一貫性をもって定期的に実施される、適切な深度での監督上のレビューおよび報告に係る文書
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。 

9.1.3 
The supervisor should be able to process data in a timely and effective way and have processes and 
procedures to collect and store reported data securely in an electronic format. The framework should 
have the necessary protections for confidential information in the possession of the supervisor and for 
the sharing of information (see ICP 2 Supervisor and ICP 3 Information Sharing and Confidentiality 
Requirements). 

9.1.3 
監督者は、タイムリーかつ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り、報告されたデータ
を電磁的方法で安全に収集しかつ蓄積するための手続および手順を有するべきである。枠組みは、監督者
が保有する機密情報ならびに情報共有（ICP２「監督者」および ICP３「情報共有および守秘義務要件」
参照）にかかる必要な保護を講じているべきである。 

9.1.4 9.1.4 
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The framework should enable the supervisor to coordinate on-site inspection and off-site monitoring 
activities. The supervisor should document the results of these activities in such a way that they are 
accessible and comprehensible to all involved staff.  

本枠組みにより、監督者が立入検査およびオフサイト・モニタリングの活動を行うことが可能になるべき
である。監督者は、これらの活動の結果を、全ての関与するスタッフがアクセス可能かつ理解可能な形で
文書化するべきである。 

9.1.5 
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 or its customers in a timely manner.

9.1.5 
監督者は、一貫性がありかつ継続性のある形で、保険会社を評価するための定性的手法および定量的手法
を両者共に確立すべきである。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。

9.1.6 
The framework should enable the supervisor to evaluate the insurer’s business, financial condition, 
conduct of business and corporate governance framework to determine the insurer’s overall risk 
profile.  In order to achieve this objective, the supervisor should have an understanding of at least 
the insurer’s:  

 current and prospective solvency, including assets and liabilities and off-balance sheet 
commitments;  

 capital resources management; 
 technical operations (e.g. actuarial methods, underwriting policy, reinsurance policy);  
 treatment of customers and whether any activities being engaged in are not fair, lawful or 

proper;  
 corporate culture, business objectives and strategies and business models 
 the systems of risk management and internal controls; 
 organizational structure; and  
 compliance with supervisory requirements. 

9.1.6 
本枠組みは、監督者が、保険会社の財務状態、事業行為およびコーポレート・ガバナンス枠組みを評価し、
当該保険会社のリスクプロファイルの全容を把握することを可能にするべきである。この目的を達成する
ため、監督者は、少なくとも保険会社に係る以下の事項に対する理解を有するべきである： 

 現在および将来のソルベンシー（資産・負債およびオフバランスシートのコミットメントを含む） 

 資本リソース管理 
 技術的業務（例．保険数理的手法、引受方針、再保険方針） 
 顧客の取扱い、および携わる業務の中に公平性、適法性または適切性を欠くものがないかどうか 

 企業文化、事業目的および事業戦略ならびに事業モデル 
 リスク管理システムおよび内部統制システム 
 組織構造 
 監督上の要件についての保険会社の遵守状況 

9.1.7 
The supervisor should assess the insurer’s enterprise risk management framework for the 
identification and quantification of risks, and evaluate whether business activities and/or 
practices/processes reflect the insurer’s risk assessment. The supervisor should compare the risk 
profile of the insurer with its risk-carrying capacity and seek to detect issues that may adversely affect 
its capacity to meet obligations towards policyholders. The framework should enable the supervisor to 
analyse trends and compare risk assessments including against any stress test outcomes. 

9.1.7 
監督者は、リスクの認識および定量化に係る保険会社の全社的リスク管理の枠組みを評価し、かつ、事業
活動および/または実務/手続が保険会社のリスク評価を反映しているかどうかを評価するべきである。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、保険契約者への債務を履行す
る能力に悪影響を及ぼすかもしれない問題を発見するよう努めるべきである。本枠組みは、監督者が傾向
を分析し、また、ストレステストの結果との比較も含め、リスク評価を比較することを可能にすべきであ
る。 

9.1.8 
The framework should include assessments of the risks which may lead potentially to an insurer’s 
failure and the impact of such a failure, such as on policyholders, the insurance market or the financial 
markets as a whole. 

9.1.8 
本枠組みには、保険会社の破綻につながる可能性を有する場合があるリスクおよびそうした破綻が保険契
約者、保険市場または金融市場全体等に及ぼす影響の評価が含まれるべきである。 

9.1.9 
The framework should include sufficiently comprehensive and regular communication between the 
supervisor and insurers. This communication should involve senior level representatives as well as 
specialised areas within both the supervisor and insurers, and for insurance groups, may include 
contact with non-regulated and parent entities. Additionally, there should be appropriate 
communication channels between the supervisor and the external auditors for the exchange of 
information relevant to carrying out their respective statutory responsibilities. 

9.1.9 
本枠組みには、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が含まれるべきで
ある。このコミュニケーションには、専門分野のみならず、監督者および保険会社の双方の上級レベルの
代表者を含むべきであり、また保険グループにおいては規制対象外の事業体および親事業体との接触を含
む場合がある。また、法令上の責任の遂行に際し関連する情報を交換するため、監督者と外部監査人の間
に適切なコミュニケーション・チャネルが存在するべきである。 

9.1.10 
The framework should promote pro-active and early intervention by the supervisor, in order to enable 
the insurer to take appropriate action to mitigate risks and/or minimise current or future problems.

9.1.10 
本枠組みは、保険会社がリスク軽減および/または現在もしくは今後の問題の最小化のために適切な措置
を講じることを可能にするため、監督者による積極的かつ早期の介入を促すべきである。
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Review of the Framework 枠組みの見直し 
9.1.11 
The supervisor’s review of its framework should pay due attention to the evolving risks which may be 
posed by insurers and to risks to which insurers may be exposed. 

9.1.11 
監督者による枠組みの見直しは、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に十分に注意を払うべきである。 

9.1.12 
As part of the framework review, the supervisor should confer regularly internally as well as externally 
with other relevant authorities and stakeholders so that all relevant information is being appropriately 
assessed and analysed, and to facilitate the identification of potential new risks or emerging market 
trends that the framework may need to address. While the framework should be updated accordingly, 
the supervisor should be mindful that such updates are not done so frequently or in a manner that 
causes unnecessary disruption to the supervisory process and/or excessive costs to the supervisor and 
insurers. 

9.1.12 
枠組みの見直しの一環として、監督者は、全ての関連情報が適切に評価および分析されており、かつ、当
該枠組みが対応する必要があるかもしれない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
にするため、定期的に内部ならびに他の関連当局およびステークホルダーと協議すべきである。枠組みは
適宜修正されるべきであるが、他方で監督者は、こうした修正が監督プロセスの不必要な混乱ならびに/
または監督者および保険会社に対し過剰なコストを生じさせるような頻度または態様で行われることが
ないよう留意すべきである。 

9.1.13 
The framework should be suitably flexible so that it may adapt easily and in a timely manner to 
domestic and global developments in, for example, legislation, the insurance and broader financial 
markets, or international standards. 

9.1.13 
枠組みは、例えば法令、保険市場および幅広い金融市場ならびに国際基準における、各国のおよび国際的
な動向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。 

Group Perspectives グループの視点 
9.1.14 
The framework of the group-wide supervisor should take into account all entities identified within the 
scope of the insurance group (see ICP 23 Group-wide Supervision). While insurance groups may have 
different approaches to governance structures – either more centralised or more decentralised - the 
framework should include appropriate tools for supervisory review and reporting for all relevant 
entities (see Issues Paper on Approaches to Group Corporate Governance). 

9.1.14 
グループ監督者の枠組みは、保険グループの範囲内で認識された全ての事業体を踏まえるべきである
（ICP23「グループ全体の監督」参照）。ガバナンス構造については、保険グループが、より集権化が進ん
だものからより分権化が進んだものまで、様々なアプローチをとる場合があるが、本枠組みには、全ての
関連事業体を対象とした監督上のレビューおよび報告のための適切なツールが含まれるべきである（「グ
ループ・コーポレート・ガバナンスのアプローチに関する論点書）参照）。

9.1.15 
Although the group-wide supervisor may not have the power to conduct supervisory review and 
reporting of non-regulated entities, it should assess, at a minimum, the potential adverse impact of 
such non-regulated entities on the group. 

9.1.15 
グループ監督者が規制対象外の事業体に対して監督上のレビューおよび報告を実施する権限を有しない
場合があるが、監督者は、少なくとも、こうした規制対象外の事業体がグループに与える潜在的な悪影響
を評価するべきである。 

9.1.16 
Similarly, where the group-wide supervisor does not have the power to conduct supervisory review 
and reporting of a group entity in another jurisdiction, it should communicate and coordinate with the 
host supervisor accordingly. For example, the group-wide supervisor could approach the host 
supervisor to propose a joint on-site inspection or recommend that the host supervisor undertake 
such an inspection, when deemed necessary. 

9.1.16 
同様に、グループ監督者が他の管轄区域に所在するグループ内の事業体に対して監督上のレビューおよび
報告を実施する権限を有しない場合には、監督者は、適宜、受入国監督者と連携・調整すべきである。例
えば、グループ監督者は、必要と思われる場合に、受入国監督者に働きかけ、共同立入検査を提案する、
あるいは受入国監督者がこうした立入検査を実施することを推奨することができる。 

9.2 
As part of the supervisory framework, the supervisor develops supervisory plans which set priorities 
and determine the appropriate depth and level of off-site monitoring and on-site inspection activity.

9.2 
本枠組みの一部として、監督者は、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
の適切な深度およびレベルを決定する監督計画を策定する。 

9.2.1 
A supervisory plan is a tool for supervisors to determine the frequency, scope and depth of supervisory 
review activities. It could be generic (e.g. addressing categories or groups of insurers) or specific 
(addressing individual insurers). 

9.2.1 
監督計画は、監督者が監督上のレビューの活動の頻度、範囲および深度を定めるツールである。監督計画
は、属性ごと（例：保険会社のカテゴリーまたはグループに対応）であることも、個別具体的（例：個別
保険会社に対応）であることもできる。 

9.2.2 
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, 

9.2.2 
監督計画の策定に際し、監督者は、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
びツールを利用し、保険会社がさらされているリスクの主要な領域、または保険会社がもたらす可能性の
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methodologies and tools at its disposal.  あるリスクについて、評価および判断すべきである。 
9.2.3 
The circular nature of the supervisory framework provides a variety of inputs to help develop and/or 
adjust supervisory plans. For example, market analyses, internal models, insurers' own risk and 
solvency assessments (ORSA), horizontal reviews, stress/scenario testing, previous risk and conduct 
assessments, work of external auditors and information gathered as a result of supervisory reporting 
requirements provide information the supervisor should use as input in determining the scope and 
frequency of off-site monitoring and on-site inspections. 

9.2.3 
監督枠組みが繰り返されることから、監督計画の策定および/または修正に役立つ様々な知見が得られる。
例えば、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)、水平レビュー、ス
トレス/シナリオテスト、過去のリスクおよび事業行為、外部監査人の活動ならびに監督目的の報告要件
の結果として収集された情報は、監督者が、オフサイト・モニタリングおよび立入検査の範囲および頻度
を定める際に知見として用いるべき情報をもたらす。 

9.3 
The supervisor reviews outsourced material activities or functions to the same level as 
non-outsourced material activities or functions. 

9.3 
監督者は、外部委託された重要な業務または機能につき、外部委託されていない重要な業務または機能と
同じレベルで検証する。

9.3.1 
The supervisor should review outsourced material activities or functions through the insurer itself, but 
should also obtain information from, and conduct on-site inspections of, entities engaged in providing 
outsourced activities or functions for the insurer, where necessary. 

9.3.1 
監督者は、外部委託された重要な業務または機能につき、保険会社自身を通じてレビューするべきである
が、必要な場合には、保険会社向けの外部委託業務または機能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べきである。 

9.3.2 
The supervisory review process for outsourced material activities or functions may differ from the 
process used for non-outsourced activities or functions, provided that the supervisory outcomes are 
met. 

9.3.2 
外部委託された重要な活動または機能を対象とした監督上のレビューの手続は、監督目的が果たされるの
であれば、外部委託されていない業務または機能を対象とした手続と異なってもよい。 

9.3.3 
Agreements between the insurer and entities providing the outsourced material activities or functions 
should be drawn up in such a way that the supervisor’s ability to conduct its review is not restricted. 

9.3.3 
保険会社と重要な外部委託業務または機能を提供する事業体間の契約は、監督者の検証能力が制限されな
い形で作成されるべきである。 

Supervisory reporting 監督目的の報告 
9.4 
The Supervisor:  

 establishes documented requirements for the regular reporting of qualitative and quantitative 
information from all insurers licensed in its jurisdiction;  

 defines the scope, content and frequency of the information to be reported;  
 sets out the relevant accounting and auditing standards to be used;  
 requires that an external audit opinion is provided on annual financial statements; 
 requires insurers to report on any material changes or incidents that could affect their 

condition or customers; 
 requires insurers to correct inaccurate reporting as soon as possible; and 
 requires more frequent reporting and/or additional information from insurers as needed. 

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からの定期的な定性的および定量的な情報の報告
に係る文書化された要件を定める。 

 報告されるべき情報の範囲、内容および頻度を定める。 
 使用されるべき会計基準および監査基準を設定する。 
 外部監査意見が年次財務諸表において示されるよう求める。 
 保険会社に対し、保険会社の状況または顧客に影響を及ぼす可能性があるあらゆる重大な変化または
出来事を報告するよう求める。 

 保険会社に対し、不正確な報告をできるだけ早く修正するよう求める。 
 必要に応じ、保険会社からのより頻繁な報告および/または追加情報を求める。

9.4.1 
Supervisory reporting requirements should apply to all insurers licensed in a jurisdiction, and form the 
general basis for off-site monitoring. Supervisory reporting requirements are a reflection of the 
supervisor’s needs and will thus vary by jurisdiction according to overall market structure and 
conditions and by insurer according to its nature, scale and complexity. 

9.4.1 
監督目的の報告の要件は、管轄区域で免許を付与された全ての保険会社に当てはまるべきであり、オフサ
イト・モニタリングのための一般的基礎を成すべきである。監督目的の報告要求の要件は、監督上のニー
ズの反映であって、したがって管轄区域の市場の全体的な構造および状況ならびに保険会社の性質、規模
および複雑性により様々である。 

9.4.2 
In setting supervisory reporting requirements, the supervisor may make a distinction for foreign 
insurers who are 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. 

9.4.2 
監督目的の報告の要件を設定するうえで、監督者は、現地支店もしくは現地子会社またはクロスボーダー
なサービス提供の形で当該管轄区域において保険事業活動を実施することが認められた外国保険会社に
つき、差異を設ける場合がある。 
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9.4.3 
The supervisor should require insurers to report both quantitative and qualitative information, 
including at a minimum: 

 financial reports, which include at least a balance sheet and income statement as well as a 
statement of comprehensive income if appropriate; 

 an external audit opinion on annual financial statements; 
 off balance sheet exposures; 
 material outsourced functions and activities; 
 a description of the insurer’s organisational structure, corporate governance framework and risk 

management and internal control systems; and 
 information on complaints, claims, surrenders and lapses. 

9.4.3 
監督者は、保険会社に対し、少なくとも以下を含む定量的情報および定性的情報を提出するよう求める。

 財務報告書。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ならびに、適切であれば、
包括利益計算書が含まれる。 

 年次財務諸表に対する外部監査意見 
 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業務 
 保険会社の組織構造、コーポレート・ガバナンス枠組みならびにリスク管理および内部統制のシステ
ムの説明 

 苦情、請求、解約および失効に関する情報 
9.4.4 
The supervisor should require insurers to utilise a consistent and clear set of instructions and 
definitions for any element in required reports that is not self-evident, in order to maximise 
comparability. 

9.4.4 
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、提出が求められる報告書における自明で
はないあらゆる要素について、一貫性がありかつ明確な仕様および定義の一式を使用することを求めるべ
きである。 

9.4.5 
The supervisor may require that certain reports and information, such as solvency ratios or technical 
provisions, are subject to independent (internal or external) review, including audit and/or actuarial 
review. 

9.4.5 
監督者は、ソルベンシー比率または技術的準備金等の所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であることを求める場合があ
る。 

9.4.6 
While the supervisors sets out the relevant accounting and auditing standards to be used for 
supervisory reporting, the actual standards are generally established by a party other than the 
supervisor. To help accounting and auditing standards reflect the nature of insurance business, the 
supervisor could provide guidance and practices to be used for areas such as fair value estimations and 
technical provisions. 

9.4.6 
監督者は、監督目的の報告において使用されるべき会計および監査の基準を設定するが、実際の基準は、
一般的に、監督者以外の主体により設定される。会計および監査の基準が保険事業の性質を反映できるよ
う、監督者は、公正価値評価および技術的準備金等の分野について使用されるべきガイダンスおよび実務
処理を示す可能性がある。 

9.4.7 
The external audit of the annual financial statements should be conducted in accordance with auditing 
standards that are generally accepted internationally. 

9.4.7 
年次財務諸表の外部監査は、国際的に一般に認められた監査基準に則り実施されるべきである。 

9.4.8 
The supervisors should consider using the work of external auditors in order to support the 
supervisory review process. For example, the supervisor may utilize the external audits to identify: 
internal control weaknesses and possible audit material risks; issues resulting from regulatory and 
accounting changes; changes in insurance and financial risks; and issues encountered in applying the 
audit approach. 

9.4.8 
監督者は、監督者のレビュープロセスを支援するために外部監査人を利用することを検討するべきであ
る。例えば、監督者は、外部監査人を利用して、規制上および会計上の変更に起因する課題、保険リスク
および財務リスクの変化、ならびに監査アプローチの適用において直面する課題を認識する場合がある。

9.4.9 
The supervisor should require the external auditor to report matters that are likely to be of material 
significance without delay. Such matters would include (indication of) material fraud and regulatory 
breaches or other significant 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. 

9.4.9 
監督者は、外部監査人に対し、重要性が大きいと見られる事項を遅滞なく報告することを求めるべきであ
る。かかる事項には、監査の中で認識された重大な不正行為（およびその端緒）ならびに規制上の違反ま
たはその他の重大な指摘事項が含まれる。かかる情報は、保険者の事前の同意の必要なく監督者に提供さ
れるべきであり、外部監査人は、悪意なく監督者に開示した情報に関し責任を問われることがないよう十
分に保護されるべきである。 

9.4.10 
Depending on the nature, scale and complexity of the insurer, more frequent reporting and/or 
additional information may be requested from specific insurers on a case-by-case basis. 

9.4.10 
保険会社の性質、規模および複雑性に応じて、特定の保険会社に対して、ケース・バイ・ケースで、より
頻繁な報告および/または追加情報が求められる場合がある。 
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9.4.11 
The supervisor should require that information on changes that could materially impact the insurer’s 
risk profile, financial position, organisational structure, governance or treatment of its customers is 
provided by the insurer in a timely manner. 

9.4.11 
監督者は、保険会社のリスクプロファイル、財務状態、組織構造、ガバナンスまたは保険会社の顧客の取
扱いに重大な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保険会社から提供されるよう求
めるべきである。 

9.4.12 
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. Assessing the results of off-site 
monitoring and on-site inspections may help inform such a review. 

9.4.12 
監督者は、報告要件が引き続き意図した目的に役立っていることを確かめるため、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見直す。オフサイト・モニタリングおよび立入
検査の結果を評価することにより、こうした見直しの際の参考情報が得られる場合がある。 

Group Perspectives グループの視点 
9.4.13 
The supervisor should require an insurance legal entity 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 structure should include information on the relationships between 
entities within the insurance group, and on the nature and volume of material intra-group 
transactions. The supervisor may require information on the impact on the insurance legal entity of 
being part of an insurance group. 

9.4.13 
監督者は、保険グループの一員である事業体に対して、当該グループの指揮命令体系を説明し、かつ、当
該体制における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求めるべきである。報告体系の説明には、当該保険グループ内の事業体との
関係、および重要なグループ内取引の性質および取引量についての情報が含まれるべきである。監督者は、
保険グループの一員であることにより保険事業法人が受ける影響に関する情報を要求する場合がある。 

9.4.14 
The supervisor may request and obtain relevant information about any entity within an insurance 
group, subject to applicable legal provisions and coordination with the supervisors of affected 
jurisdictions. 

9.4.14 
監督者は、保険グループのあらゆるメンバーに関し、適用される法令規定および影響を受ける管轄区域の
監督者との調整の下で、関連する情報を要請し入手することができる。 

9.4.15 
The group-wide supervisor should establish its supervisory reporting requirements on a group-wide 
basis in coordination with the other involved supervisors. Such coordination may help the group-wide 
supervisor understand what information is being reported and avoid any gaps as well as facilitate the 
submission of information on group entities in other jurisdictions. 

9.4.15 
グループ監督者は、関与する他の監督者と調整のうえで、グループ全体ベースの監督目的の報告の要件を
設けるべきである。こうした調整は、グループ監督者が報告されている情報を理解しかつギャップを回避
し、また他の管轄区域に所在するグループ事業体に関する情報の提出を促すことに役立つ場合がある。 

9.4.16 
In order to better understand the group and its risks, the group-wide supervisor should require the 
group to submit information on the group structure, business operation and financial position of 
material entities within the insurance group and relationship among entities within the insurance 
group, including participation in other group entities and material intra-group transactions. 

9.4.16 
グループおよびそのリスクについてより良く理解するため、グループ監督者は、グループに対し、グルー
プ構造、保険グループ内の重要な事業体の事業運営および財政状態、ならびに、他のグループ事業体への
経営参加および重要なグループ内取引を含むグループ内の事業体間の関係に関する情報を含むべきであ
る。 

Off-site monitoring オフサイト・モニタリング 
9.5 
The supervisor monitors insurers on an on-going basis, based on communication with the insurer 
and analysis of information obtained through supervisory reporting as well as market and other 
relevant information. 

9.5 
監督者は、保険会社との定期的なコミュニケーションならびに監督目的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き、保険会社を継続的にモニタリングする。  

9.5.1 
The supervisor should be proactive and forward-looking in conducting effective off-site monitoring, 
and not rely only on historical data. The supervisor should analyse information obtained in a timely 
manner. 

9.5.1 
監督者は、実効的なオフサイト・モニタリングを行うにあたり、積極的かつ先を見据えるべきであり、過
去のデータのみに依拠するべきではない。監督者は、取得した情報をタイムリーに分析すべきである。

9.5.2 
The results of off-site monitoring should influence the supervisory plan and help determine the 
content, nature, timing and frequency of on-site inspections. Off-site monitoring may also enable the 

9.5.2 
オフサイト・モニタリングの結果は、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
頻度の決定の助けとなる。オフサイト・モニタリングはまた、問題がより深刻になる前に迅速かつ適切な
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early detection of problems so that prompt and appropriate supervisory responses can be taken 
before such problems become more serious. 

監督上の対応が講じられるように、問題の早期発見を可能とする。 

9.5.3 
Analysis by the supervisor may provide a deeper understanding of developing trends affecting an 
insurer and its customers. Analysis by business lines, customer grouping and/or distribution channels 
may provide insights into the insurer’s overall risk profile. 

9.5.3 
監督者による分析により、保険会社およびその顧客に影響を及ぼす新たな傾向ついてのより深い理解がも
たらされる。事業種目、顧客グループおよび/または販売チャネル毎の分析により、保険会社のリスクの
プロファイルの全容についての見識がもたらされる。 

9.5.4 
The supervisor should establish and follow documented procedures for the analysis and monitoring of 
the supervisory reporting that it receives. These may be conducted by individual supervisory staff 
using monitoring tools and/or specialised resources, as appropriate. 

9.5.4 
監督者は、自身が受領する監督目的の報告書の分析およびモニタリングに関する文書化された手続きを定
め、これに従うべきである。これらの手続きは、モニタリングのツールを用いて個々の監督スタッフによ
り行われる場合があり、および/または、必要に応じて、専門的な人材によって行われる場合がある。 

9.5.5 
Examples of ways in which this Standard and its corresponding guidance can be pursued include the 
following: [see text in Annex] 

9.5.5 
本基準および対応する指針への対応方法の例には、以下が含まれる。[Annex の記述を参照のこと]

On-site inspection 立入検査 
9.6 
The supervisor sets the objective, scope and timing for on-site inspections of insurers, develops 
corresponding work programmes and conducts such inspections. 

9.6 
監督者は、保険会社への立入検査の目的、範囲および時期を定め、対応する作業プログラムを策定し、な
らびにこうした検査を実施する。

9.6.1 
On-site inspections help the supervisor to identify strengths and weaknesses within an insurer, and to 
assess and analyse the risks to which an insurer and its customers are exposed. 

9.6.1 
立入検査は、監督者が、保険会社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。 

9.6.2 
On-site inspections may supplement the analysis from off-site monitoring and provide the supervisor 
with 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. It is important that on-site 
inspections are coordinated with off-site monitoring to increase efficiency and avoid duplication of 
work. 

9.6.2 
立入検査は、オフサイト・モニタリングによる分析を補足し、また、監督者が自身が受領した情報を検証
する機会となる場合がある。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場合の
ある問題点を発見する一助となる場合がある。効率性を高めかつ取組の重複を避けるために、立入検査が
オフサイト・モニタリングと調整されることが重要である。 

9.6.3 
On-site inspections should be tailored to the particular insurer and its risks. However, an on-site 
inspection work programme should remain flexible since new priorities might arise. 

9.6.3 
立入検査は、特定の保険会社および同社のリスクに合わせて策定されるべきである。しかしながら、立入
検査の作業計画には新たな優先事項が生じる可能性があることから、柔軟性を持たせておくべきである。

9.6.4 
The on-site inspection work programme should take account of the insurer’s distribution model, the 
nature, size and profile of its customer base and its relative importance in the market. On-site 
inspections should be more frequent and more in-depth for 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. 

9.6.4 
立入検査の作業計画は、保険会社の販売モデル、保険会社の顧客基盤の性質、規模およびプロファイル、
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
保険会社については、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、より頻繁かつ詳細なものとされるべきである。 

9.6.5 
The supervisor may use independent experts (see ICP 2 Supervisor) to conduct part of an on-site 
inspection, for instance when additional resources or specific expertise is needed. 

9.6.5 
監督者は、例えば追加のリソースまたは専門的な知見が必要な場合に、独立した専門家（ICP2「監督者」
参照）を利用し、立入検査の一部を実施させることができる。 

9.6.6 
The supervisor can conduct on-site inspections on either a broad or targeted basis. The purpose of a 
broad on-site inspection is to assess the overall condition, activities and risk-profile of the insurer. A 
targeted on-site inspection is focused on a specific area or areas of an insurer, such as a particular key 
activity or process. Targeted onsite inspections can also be carried out across a number of insurers 

9.6.6 
監督者は、立入検査を、広範囲または限定的のいずれの形でも実行することができる。広範囲な立入検査
の目的は、保険会社の総合的な状態、活動およびリスクプロファイルを評価することにある。限定的な立
入検査は、特定の主要な活動または手続といった、保険会社の具体的な一部に対象を絞る。限定的な立入
検査はまた、具体的なテーマ、活動またはリスクにつき、多数の保険会社に対し横断的に実施することが
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based on a specific theme, activity or risk (sometimes called "thematic reviews"). Targeted on-site 
inspections can be very effective in focusing supervisory resources quickly on those areas requiring 
immediate attention. If a targeted on-site inspection leads to other areas of supervisory concern, the 
supervisor may determine that a broad on-site inspection is necessary. 

できる（「テーマ別レビュー」とも呼ばれる）。限定的な立入検査は、直ちに対応すべき分野に迅速に監督
リソースを投入するにあたり、非常に有効な方法となりえる。限定的な立入検査から他の監督上の懸念点
が判明した場合には、監督者は、広範囲な立入検査が必要であると判断する場合がある。 

9.6.7 
Advance notice is normally given to the insurer before supervisor conducts an on-site inspection, so 
that both parties may plan accordingly. However, the supervisor may decide not to provide advance 
notice in certain circumstances. 

9.6.7 
通常、監督者が立入検査を実施する前に、双方の当事者が予定置きできるよう、保険会社に対する事前通
知)が行われる。しかし、監督者は、所定の状況においては、事前通知を行わないこととする場合がある。

9.6.8 
Examples of ways in which this Standard and its corresponding guidance can be pursued include the 
following [see text in Annex] 

9.6.8 
本基準および対応する指針への対応方法の例には、以下が含まれる。[Annex の記述を参照のこと]

Supervisory feedback and follow-up 監督上のフィードバックおよびフォローアップ 
9.7 
The supervisor discusses with the insurer as soon as practical any relevant findings of the 
supervisory review and the need for any preventive or corrective measures. 

9.7 
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、およびあらゆる予防措置または是正措置の
必要性について、実務的に可能な限り早期に保険会社と協議する。 

9.7.1 
The supervisor should provide appropriate feedback in a timely manner to the insurer during the 
ongoing supervisory review process. The supervisor should issue in writing the findings of the review 
and the actions required. In many circumstances, the supervisor’s initial action will be to discuss the 
issue with the insurer, which may resolve the issue and require no further action. However some 
issues may require preventive or corrective measures, and in some cases imposing sanctions (see ICP 
10 Preventive Measures, Corrective Measures and Sanctions). 

9.7.1 
監督者は、係属中の監督上のレビューの手続の中で、保険会社に対して適時に適切なフィードバックを提
供すべきである。監督者は、レビューでの発見事項および求める措置について、書面で伝えるべきである。
多くの場合に、監督者の当初の行動は、保険会社と問題について議論することであり、それにより問題が
解決されてさらなる措置が必要とされない場合もある。しかし、一部の問題について予防措置または是正
措置が求められ、また場合によっては制裁処分を課すことが求められる場合がある（ICP10「予防措置、
是正措置および制裁処分」参照）。 

9.7.2 
Whether and how the insurer has subsequently addressed issues identified by the supervisor should 
be considered in the evaluation of the insurer and should be factored into the on-going supervisory 
plan. 

9.7.2 
監督者により認識された問題点に対するその後の保険会社の対応の有無および方法は、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織り込まれるべきである。 

Annex: Examples of ways in which Standards 9.5 and 9.6 and their corresponding guidance can be 
pursued include the following: 

Annex：基準 9.5 および 9.6、ならびにそれに対応する指針への対応方法の例には、以下が含まれる。 

A. The evaluation of the effectiveness of the insurer’s 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;  
 examining communications provided by the auditors to the Board and/or the Audit Committee, 

such as the auditors’ reports; 
 analysing information obtained from and/or received through direct engagement with the 

external auditor on substantial insights into the insurer’s corporate governance framework, 
control environment, and financial reporting; 

 evaluating the suitability of significant owners by analysing the ownership structure and sources 
of finance/funding;  

 evaluating the independence of the Board Members, the suitability 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);  

A. 保険会社のコーポレート・ガバナンスの枠組み（リスク管理および内部統制システムを含む）の有効性
の評価は、以下を通じて行うことができる。 

 取締役会およびその委員会の議事録の確認および分析 
 監査報告書等の、監査人から取締役会および/または監査委員会に対して提供される情報の検証 

 保険会社のコーポレート・ガバナンス枠組み、統制環境および財務報告に関する重要な知見に関し、
外部監査人との直接の接触を通じて得たおよび/または得られた情報の分析 

 所有者構造および資金/資本の源泉の分析による重要な所有者の適格性の評価 

 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 



ICP 9 (Supervisory Review and Reporting)
 testing the insurer's internal policies, processes and controls in order to assess compliance with 

regulations and/or adequacy of these in light of the insurer's risk profile;  
 testing the accounting procedures in order to assess accuracy of the financial and statistical 

information periodically sent to the supervisor and its compliance with the regulations; and  
 evaluating the organisational structure and the management of the insurer.  

 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規制遵守
状況ならびに/または十分性を評価するための、それらの検証 

 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検証 

 保険会社の組織構造および経営の評価 
B. Analyses of the nature of the insurer’s activities can be done through:  

 analysing business lines, the type of products offered, policyholders and the location of business; 
 analysing the distribution model(s) used;  
 meeting with the management to get information and a deeper understanding about current and 

future business plans;  
 analysing material contracts;  
 analysing the sales and marketing policies of the insurer, in particular, policy conditions and 

remuneration 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. 

B. 保険会社の活動の性質の分析は、以下を通じて行うことができる。 
 事業種目、提供商品の種別、保険契約者および事業拠点の分析 
 使用される販売モデルの分析 
 現在および将来の事業計画に関する情報およびより深い理解を得るための経営陣との面談 

 重要な契約の分析 
 保険会社の販売およびマーケティングの方針、特に、保険約款および仲介人に支払われた報酬の分析

 再保険カバーおよびその安全性の評価。特に再保険カバーは、当該保険会社の資金調達手段およびカ
バーするリスクに関して適切であるべきである。 

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 financial problems originating from any entity in the group to which the insurer 

belongs; and  
 identifying of conflicts of interest arising from intra-group relationships or relationships with 

external entities.  

C. 外部の事業体との関係の分析は、以下を通じて行うことができる。 
 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、ならびに支店間および子会社間の関係の分析 
 グループ内の事業の相互補助または非アームスレングスのフィーおよびチャージのあらゆる実例の
特定を含む、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 

 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 

D. Evaluation of the insurer's financial strength can be done through:  
 analysing audited financial statements and off-balance sheet commitments; 
 analysing the settlement of claims and the calculation of technical provisions according to current 

regulations;  
 analysing the operations and financial results by line of business;  
 analysing the investment policy (including derivatives policy) and the assets held to cover the 

technical provisions;  
 valuation of the insurer’s investments;  
 assessing litigation in which the insurer is a party; and  
 analysing the forecasted balance sheets and profit and loss accounts in relation to the most 

recent results and the management plans. 

D. 保険会社の財務力の評価は、以下を通じて行うことができる。 
 監査済み財務諸表およびオフバランスシートのコミットメントの分析 
 保険金支払および現在の規則に則った保険契約準備金の計算結果の分析 

 事業種目毎の業務および決算の分析 
 運用方針(デリバティブ契約を含む）および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 

 保険会社の投資の評価 
 保険会社が当事者となっている訴訟の評価 
 直近の業績および経営計画に関係して想定されている貸借対照表および損益計算書の分析 

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 remuneration practices demonstrate a culture of fair treatment 
to customers;  

 assessing how conflicts of interests with customers are identified, managed and mitigated; 

E. 保険会社の顧客の公正な取扱いの評価は、以下を通じて行うことができる。 
 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による顧客の
公正な取扱いの達成度を含めた、顧客の取扱いに関連する保険会社の企業文化の評価 

 顧客との利益相反を認識、管理および軽減する方法の評価 
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 reviewing how products are designed and distributed to ensure they fulfil the customers’ 

demands and needs; 
 checking the adequacy, appropriateness and timeliness of the information and advice given to 

customers;  
 reviewing the handling and timing of claims and other payments;  
 reviewing the handling, frequency and nature of customer complaints, disputes and litigation; 

and  
 reviewing any customer experience reports used by the insurer or from other sources, such as an 

ombudsman. 

 顧客の需要およびニーズを満足させるための商品設計および商品販売の方法の評価 

 顧客に与えられる情報および助言の十分性、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、および訴訟の取扱い、頻度および性質のレビュー 

 保険会社が用いたまたはオンブズマン等による顧客満足度調査報告書の確認 


