
ICP 3 Information Exchange and Confidentiality Requirements
ICP 3 Information Sharing and Confidentiality Requirements ICP 3 情報共有および守秘義務要件
The supervisor obtains information from and shares information with relevant supervisors and 
authorities subject to confidentiality, purpose and use requirements. 

監督者は、守秘義務、目的および利用の要件を条件に、関係する監督者および当局から情報を獲得し、彼
らと情報を共有する。 

3.1 
The supervisor requests information, including non-public information, from relevant supervisors and 
authorities with respect to insurers. 

3.1 
監督者は、保険会社に関連する重要な監督者および当局に、非公開のものも含めて、情報を要請する。 

3.1.1 
Information requested by a supervisor from a relevant supervisor or authority may include : 

 information on strategy, business activities and business models including prospective and recent 
acquisitions or disposals of insurance business; 

 financial data relating to an insurer; 
 organisational structure, both legal and management structure; 
 information on the management and operational systems and controls used by insurers; 
 information on individuals holding positions of responsibility in insurers such as Board Members, 

Senior Management, Key Persons in Control Functions and Significant Owners; 
 information on individuals or insurers involved, or suspected of being involved, in criminal 

activities; 
 information on any failures to comply with supervisory requirements, regulatory investigations 

and reviews, and on any restrictions imposed on the business activities of insurers; 
 information concerning regulated entities related to the insurance group, whether undertaking 

insurance business or other financial business which is subject to regulation, and information 
concerning non-regulated entities related to the insurance group such as service companies or 
holding companies; 

 specific information requested and gathered from a regulated entity; and 
 reporting information within groups to meet group supervisory requirements, including 

subsidiaries and non-regulated holding companies. 

3.1.1 
監督者から関連する他の監督者または当局に要請する情報には、以下のようなものが含まれる。 

 保険事業の見込まれる、または最近の買収または売却を含む、戦略・事業活動および事業モデルに
関する情報 

 保険会社に関係する財務データ 
 組織構造（法的構造および経営構造の双方） 
 保険会社が用いる管理・経営のシステムおよび統制に関する情報 
 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ような、保険会社の責
任ある立場にある個人に関する情報 

 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情
報 

 監督上の要件のあらゆる不遵守に関する情報、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 

 保険事業を行っているか、または他の規制対象の金融事業を行っているかにかかわらず、保険グル
ープに関連する規制対象の事業体に関する情報、および、サービス会社または持株会社のような、
保険グループに関係する非規制対象の事業体に関する情報 

 規制対象の企業に対し要求されおよびこれから提出された具体的情報 および 
 子会社および非規制対象の持株会社を含む、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 

3.1.2 
Relevant supervisors and authorities, whether in the same or a different jurisdiction, may include: 

 other insurance supervisors; 
 supervisors responsible for banks and other credit institutions; 
 supervisors responsible for investments, securities, pensions, financial markets and other sectors;
 authorities responsible for the recovery or resolution of insurers; 
 authorities responsible for anti-money laundering or combating the financing of terrorism; and 
 law enforcement agencies. 

3.1.2 
関係する監督者および当局には、同一の管轄区域内かまたは異なる管轄区域かに関わらず、以下が含まれ
る。 

 その他の保険監督者 
 銀行およびその他の与信機関に責任を負う監督者 
 投資、証券、年金、金融市場およびその他のセクターに責任を負う監督者 
 保険会社の再建または破綻処理に責任を負う当局 
 マネー･ローンダリング対策またはテロ資金供与対策に責任を負う当局 および 
 法執行機関 

3.2 
The supervisor shares information, including non-public information, with relevant supervisors and 
authorities at its sole discretion and subject to appropriate safeguards. 

3.2 
監督者は、その単独の裁量によって、かつ適切な保護措置に従って、非公開のものも含めて、関係する監
督者および当局と情報を共有する。 

Agreements on information sharing 情報共有に関する合意 
3.2.1 
Supervisors and authorities are responsible for ensuring the safe handling of confidential information. 
Although the existence of an agreement or understanding on providing requested information may not 
be a prerequisite for sharing information, the supervisor is encouraged to use agreements, including 

3.2.1 
監督者および当局は、機密情報の安全な取扱いを確保する責任を負う。要請された情報の提供に関する取
決めまたは合意の存在は、情報共有のための必須条件ではないかもしれないが、関連する監督者と当局の
間での情報の共有を促進するために監督者は、覚書（MoUs）を含む合意を用いることが推奨される。こ
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memoranda of understanding (MoUs), to facilitate information sharing between relevant supervisors 
and authorities. Such agreements are important to information sharing among supervisors and 
authorities to establish a framework to facilitate the efficient exchange of confidential information and 
document the types of information that may be shared as well as the terms and conditions under which 
the information can be shared and passed on to other relevant supervisors and authorities. Such 
agreements may be distinguishable from coordination agreements used in supervisory colleges (see ICP 
25 Supervisory Cooperation and Coordination). 

うした合意は、関連する監督者および当局の間での情報共有において、機密情報の効率的な共有を促す枠
組みを確立するため、ならびに共有される情報の種類および情報が関係する監督者および当局に共有およ
び回付されうる諸条件を文書化するために重要である。そのような合意は、監督カレッジで用いられる調
整合意とは区別されるものである場合もある。（ICP25「監督協力および協調」を参照） 

3.2.2 
The supervisor should use bilateral or multilateral agreements to facilitate information sharing because 
they provide the basis for a two-way flow of information and the basis for confidential treatment of the 
information shared. The IAIS MMoU is an example of a multilateral memorandum of understanding for 
cooperation and exchange of information between insurance supervisors related to the supervision of 
insurance legal entities and insurance groups. All signatories to the IAIS MMoU undergo a validation of 
their laws and regulations to demonstrate compliance with the MMoU’s strict confidentiality regime. 
For this reason, if all relevant parties are signatories to the IAIS MMoU, it is the preferred framework for 
multilateral information exchange. 

3.2.2 
多国間または二国間の合意は、情報の双方向の流れの基礎、および共有された情報の機密扱いの基礎とな
ることから、監督者は、情報共有を促進するためにそれらを用いるべきである。IAIS MMoUは、保険会社
および保険グループの監督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、MMoUの厳格な守秘義務制度を実践するためにそれらの
法律および規制の検証を受ける。この理由から、すべての関係当事者が IAIS MMoUの署名者である場合
には、IAIS MMoUは、多国間情報交換の望ましい枠組みである。 

Information Sharing in Supervisory Colleges. 監督カレッジにおける情報共有 
3.2.3 
Supervisory colleges can provide a framework for supervisory cooperation and crisis management in 
which information sharing between involved supervisors occurs on an ongoing basis. 

3.2.3 
監督カレッジは、関与する監督者の間での情報共有が継続的に行われる、監督上の協力および危機管理の
ための枠組みを提供することができる。 

3.2.4 
Information sharing 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 among supervisors, particularly in 
relation to exchange and protection of confidential information. 

3.2.4 
情報共有は、特に監督カレッジの運営にとって重要である。監督カレッジが実効的であるためには、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。 

3.2.5 
Each member of the college should take measures necessary to avoid the unintentional divulgence of 
information or the unauthorised release of confidential information. It is important that appropriate 
information exchange agreements or other arrangements are in place between the members of the 
supervisory college to ensure that information can be exchanged in a secure environment. 

3.2.5 
監督カレッジの各メンバーは、意図しない情報漏洩または機密情報の承認の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他の取決めが配備されていることが重要である。 

3.2.6 
Where confidential information exchanged within a supervisory college is communicated to relevant 
supervisors or authorities who are not involved in the college, supervisors should  

 have a formal mechanism in place between the group-wide supervisor and the other supervisors 
or authorities to ensure the protection of the confidential information. Such mechanisms could 
be included in the relevant information sharing agreements; and 

 obtain the prior consent of the supervisor having provided such information. 

3.2.6 
監督カレッジ内で交換される機密情報が関連する監督者または監督カレッジに関与しない当局に伝達さ
れる場合には、当該機密情報の保護を確保するために、監督者は、 

 グループ全体の監督者と他の監督者または当局の間で正式なメカニズムを備えるべきである。その
ようなメカニズムは、関連する情報共有の合意の中で含めることができるべきである。また、 

 その情報を提供した監督者からの事前の同意を得るべきである。 
3.3 
The supervisor requesting confidential information (the requesting supervisor) has a legitimate 
interest and valid supervisory purpose related to the fulfilment of its supervisory functions in seeking 
information from another relevant supervisor or authority. 

3.3 
機密情報を要請する監督者（要請する監督者）は、他の関連する監督者または当局から情報を求めるうえ
で、その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。 

3.3.1 
A legitimate interest is derived from the powers and responsibilities the requesting supervisor has in 
relation to the subject matter of the request. For example: 

3.3.1 
正当な利益は、要請の対象に関連して監督者が持つ権限および責任から発生する。例えば： 
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 if the requesting supervisor only has the power and responsibility to supervise intermediaries and 

not insurers, it may not have a legitimate interest in requesting information relating to an insurer; 
or 

 if the requesting supervisor requests information relating to an insurer that has no current or 
planned operations or other connections to the requesting supervisor’s jurisdiction, it may not 
have a legitimate interest in requesting such information. 

 要請する監督者が、保険会社ではなく、仲介人を監督する権限および責任しか持たない場合、その
監督者は保険会社に関する情報の要請における正当な利益を得ることができない場合がある； ま
たは 

 要請する監督者が、要請する監督者の管轄区域に現在もしくは計画上の事業運営または他の関連性
を持たない保険会社に関する情報を要請する場合、その監督者はそのような情報の要請における正
当な利益を得ることができない場合がある。 

3.3.2 
A valid supervisory purpose is relevant to the requesting authority’s performance of a supervisory task. 
Valid supervisory purposes may include information requested for the purposes of: 

 licensing; 
 suitability criteria; 
 intra-group transactions such as loans and extensions of credit, parental guarantees, 

management agreements, service contracts, cost-sharing arrangements, reinsurance 
agreements, dividends and distributions; 

 prevention of financial crime, such as fraud, anti-money laundering or combating the financing of 
terrorism; 

 ongoing supervision, including preventive and corrective measures and sanctions; and 
 exit from the market and resolution. 

3.3.2 
監督上の正当な目的は、要請する当局の監督任務の遂行に関連する。監督上の正当な目的には以下の目的
で要請される情報が含まれうる。 

 免許付与 
 適格性規準 
 ローンおよび与信の延長、親会社の保証、経営上の合意、サービス契約、費用分担契約、再保険契
約、配当ならびに配分 

 詐欺、マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与対策のような、金融犯罪の防止 

 予防的および是正の措置および制裁を含む、継続的な監督 
 市場からの撤退および再建 

3.3.3 
A supervisor may voluntarily provide information to other relevant supervisors so as to better enable 
the supervisors’ fulfilment of their supervisory functions. In such cases, the supervisor providing 
information should adhere to the same requirements as though the information had been requested by 
a requesting supervisor 

3.3.3 
監督者は自身の監督機能をよりよく遂行するために、自発的に他の関連する監督者に情報を提供する場合
がある。そのような場合には、情報を提供する監督者は、要請する監督者から情報が要請された場合と同
じ要件を満たすべきである。 

3.4 
The supervisor that has received a request for confidential information (the requested supervisor) 
from another relevant supervisor or authority: 

 assesses each request for information on a case-by-case basis; and 
 responds to requests in a timely and comprehensive manner. 

3.4 
他の関連する監督者や当局から機密情報の要請を受けた監督者（要請された監督者）は： 

 ケース・バイ・ケースで個々の情報提供要請を評価する；および 
 タイムリーかつ包括的な方法で要請に応える。 

3.4.1 
In principle, the requested supervisor is expected to share information with a requesting supervisor with 
a legitimate interest and for a valid supervisory purpose. 

3.4.1 
原則として、要請される監督者は、正当な利益および正当な目的を持つ要請する監督者に、情報を共有す
ることが期待される。 

3.4.2 
In deciding whether and to what extent to fulfil a request for information, the requested supervisor may 
take into account matters including: 

 the nature of the information to be provided; 
 the purpose for which the information will be used;  
 the ability of the requesting supervisor or authority to maintain the confidentiality of any 

information received, taking account of the IAIS MMoU or other existing agreements in each 
jurisdiction;  

 whether, in the context of supervisory college or otherwise, the request is covered by a 
coordination agreement;  

 whether it would be contrary to the interest of the jurisdiction of the requested supervisor; and
 relevant laws and regulations in each jurisdiction (in particular those relating to confidentiality 

3.4.2 
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、要請される監督者は、以下を含む事項を考慮に入れることができる。 

 提供される情報の性質 
 情報が用いられることになる目的 
 各管轄区域における IAIS MMoU または他の既存の取決めを考慮に入れた上での、受け取った情報
の機密性を維持する要請する監督者または当局の能力 

 監督カレッジまたはその他の文脈において、要請が調整合意によってカバーされているかどうか 

 要請された監督者の管轄区域の利益に反するかどうか、ならびに 
 各管轄区域における関連する法律および規則（特に、機密性および職業上の秘密、データ保護およ
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and professional secrecy, data protection and privacy, and procedural fairness). びプライバシーならびに手続き上の公正性） 

3.4.3 
While requests for information should normally be made in writing, the requested supervisor should 
not insist on written requests in an emergency situation, and should not unreasonably delay a response 
to an oral request for information made for a valid supervisory purpose by a requesting supervisor. 

3.4.3 
情報の要請は通常書面でなされるべきであるが、要請される監督者は、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、要請する監督者によって、監督上の正当な目的でなされた口頭での情報
提供要請に対する回答を不当に遅らせるべきではない。 

3.4.4 
The requested supervisor may receive a request for information which is not already in their possession. 
In such circumstances, the requested supervisor should, if it considers it reasonable, obtain that 
information from the insurer or other entities from which it has the power to obtain information. 

3.4.4 
要請される監督者は、彼らがまだ保有していない、情報の要請を受ける場合がある。そのような状況では、
要請される監督者は、妥当と考える場合には、要請される監督者が情報を受け取る権限を持つ保険会社ま
たは他の事業体から情報を得るべきである。 

3.4.5 
If the requested supervisor denies a request, it should explain its reason for the denial to the requesting 
supervisor or authority. 

3.4.5 
要請される監督者が要請を拒否する場合には、監督者は、要請する監督者または当局に対し拒否の理由を
説明すべきである。 

3.4.6 
Lack of strict reciprocity should not be used by the requested supervisor as the reason for not sharing 
information that would otherwise be appropriate to share, particularly in an emergency or other crisis 
situation. Strict reciprocity in terms of the level, format and detailed characteristics of information 
requested is not required. 

3.4.6 
相互主義が妥当しないことは、特に緊急またはその他の危機的状況において共有することが適切となる情
報を共有しない理由として要請される監督者によって利用されるべきではない。要請される情報のレベ
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要求されない。 

3.5 
The requesting supervisor uses confidential information received from the requested supervisor or 
authority only for the purposes specified when the information was requested. Unless otherwise 
agreed, before using the information for another purpose or passing it on to others, the requesting 
supervisor obtains agreement of the requested supervisor or authority. 

3.5 
要請する監督者は、情報が要請された際に明示された目的のためにのみ、要請される監督者または当局か
ら受け取った情報を利用する。他に合意がない限り、他の目的で情報を利用する、または情報を他社に渡
す前に、要請する監督者は要請される監督者または当局からの合意を得る。 

3.5.1 
The requesting supervisor should specify the intended purposes of the information sought. Additionally, 
MoUs may address purposes for which the requested information may be used by the requesting 
supervisor. 

3.5.1 
要請する監督者は、求める情報の意図した目的を特定すべきである。さらに、MoUs は要請する監督者が
要請された情報を利用しうる目的に対応する場合がある 

3.5.2 
The requesting supervisor first obtains agreement with the requested supervisor or authority before 
passing on requested information. Supervisors and authorities are encouraged to request information 
directly from the requested supervisor, rather than from the requesting supervisor, to provide an 
opportunity for direct dialogue and further consultation. Requesting supervisors should ensure that 
appropriate confidentiality requirements are in place and the information is only passed on to another 
relevant supervisor or authority with a legitimate interest and – in case of a supervisory authority – for 
valid supervisory purposes. 

3.5.2 
要請する監督者は、要請された情報の受け渡しの前に、まず要請される監督者または当局との合意を得る。
直接的な対話および更なる協議の機会を提供するために、監督者および当局は、要請する監督者ではなく、
要請される監督者からの情報を直接要請することが推奨される。要請する監督者は、適切な守秘義務要件
が整備されていること、ならびに、正当な利益、および、監督当局の場合には監督上の正当な目的を持つ、
他の関連する監督者または当局にのみ情報が伝達されることを確保すべきである。 

3.5.3 
There are specified circumstances within the IAIS MMoU where signatories are expected to consent to 
the passing on of information to other relevant supervisors and authorities. This includes situations 
where passing on information will assist: 

 other IAIS MMoU signatories in the fulfilment of their supervisory functions; and 
 other relevant domestic financial sector bodies such as central banks, law enforcement agencies, 

relevant courts and other authorities (see Annex B of the IAIS MMoU). 

3.5.3 
IAIS の MMoU には、署名者が他の関連する監督者または当局への情報の伝達に合意すると期待される特
定の状況がある。これには、情報の伝達が以下を支援することになる場合が含まれる： 

 その他の IAIS のMMoUの署名者の監督上の職務の達成 
 中央銀行、法執行機関、関係裁判所および他の当局のような、他の関連する国内金融セクターの主
体（IAIS MMoUの付録Bを参照）。 

3.5.4 
Conditions imposed by the requested supervisor on the passing on of information to third parties should 

3.5.4 
情報の第三者への伝達について要請する監督者によって課された条件は、要請される監督者または当局が
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not prevent the requesting supervisor or authority from being able to use the information for its own 
valid supervisory purposes. 

自身の監督上の正当な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。 

3.6 
In the event the requesting supervisor has received notice of proceedings, which may legally compel 
it to disclose confidential information which it has received from the requested supervisor, the 
requesting supervisor: 

 to the extent permitted by law, promptly notifies the requested supervisor; and 
 where consent to disclosure is not given, uses all reasonable means to resist the demand and 

to protect the confidentiality of the information. 

3.6 
要請した監督者が要請された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強制することがで
きる手続の通知を受け取った場合には、当該要請した監督者は、以下を行う： 

 法律上認められる範囲で、要請された監督者に対し速やかに通知する。ならびに 
 開示の同意が与えられない場合には、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。 

3.6.1 
Where allowed by the laws and practices of the jurisdiction, a requesting supervisor required to disclose 
confidential information by legal compulsion should place, or seek to place, protections from disclosure 
on that information. Such protections could include: 

 a protective order placing restrictions on use or further distribution of the confidential 
information; or 

 limitations on the means and location of the disclosure of the confidential information. 

3.6.1 
管轄区域の法律および慣行で認められる場合には、法的強制によって機密情報の開示を求められた要請す
る監督者は、当該情報に対して開示からの保護措置を設ける、または設けるように努めるべきである。そ
のような保護措置には以下が含まれうる： 

 機密情報の利用または更なる配付に制限を設ける保護命令； または 

 機密情報の開示の手法および場所に対する制限。 


