
ICP 1 (Objectives, Powers and Responsibilities of the Supervisor)
ICP 1  Objectives, Powers and Responsibilities of the Supervisor ICP 1 監督者の目的、権限および責任
Each authority responsible for insurance supervision, its powers and the objectives of insurance 
supervision are clearly defined. 

保険監督に関し責任を負う各監督当局、その権限および保険監督の目的は、明確に定義される。 

1.0.1  
Publicly defined objectives foster transparency. Based on this, government, legislatures and other 
stakeholders, including insurance industry participants and consumers, can form expectations about 
insurance supervision and assess how well the supervisor is achieving its objectives and fulfilling its 
responsibilities. 

1.0.1  
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、政府、立法府および保険業界関係者および消
費者を含むその他のステークホルダーは、保険監督に関する期待を形成することができ、また監督者がそ
の目的をいかに達成し、その責任をいかに果たすのかを評価できる。

1.0.2  
Responsibilities and objectives of the supervisor should be stable over time. However, when those 
responsibilities and objectives are updated periodically, it should be done in a manner that avoids 
creating an instablility, as a stable business environment is important for the insurance market and 
consumer confidence. Objectives and key aspects of the supervisor responsibilities should be defined 
in primary legislation to the extent that it needs the effect of law. Aspects that should undergo 
frequent updating due tochanging circumstances should be supplemented as needed with updated 
legally enforceable rules and guidance. 

1.0.2  
監督者の責任および目的は、長期にわたって安定的であるべきである。しかし、その責任および目的が定
期的に更新される際には、保険市場および消費者の信頼にとって安定的な事業環境が重要であるため、不
安定性の創出を避けるような方法で行われるべきである。目的および監督者の責任の主要な観点は、法的
効力が必要な範囲においては法律で定義するべきである。状況の変化により頻繁に更新がなされるべき観
点は、更新された法的に執行可能な規則およびガイダンスをもって必要に応じ補足されるべきである。 

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

1.1  
法律において、保険監督に関し責任を負う監督当局（または複数の監督当局）を明確に定義する。

1.1.1  
Primary legislation should clearly define responsibilities of each authority involved in insurance 
supervision at both the insurance legal entity level as well as the group-wide level. 

1.1.1  
法律において、保険法人レベルならびにグループレベルでの保険監督の双方に関係する各当局の責任を明
確に定義すべきである。 

1.1.2  
Institutional frameworks for insurance supervision vary across jurisdictions. For example, there may be 
separate authorities for prudential and market conduct supervision, for macro and micro prudential 
supervision, for licensing and ongoing supervision, and resolution. 

1.1.2  
保険監督の制度上の枠組みは管轄区域ごとに異なる。例えば、健全性監督および市場行為監督について、
マクロおよびミクロ健全性監督について、免許付与および継続的な監督ならびに破綻処理について、別々
の当局が実施する場合がある。 

1.1.3  
Where there are multiple authorities responsible for insurance supervision, the institutional 
framework, the main responsibilities of the respective authorities and a basis for cooperation and 
coordination should be clearly set out in primary legislation. 

1.1.3  
保険監督に責任を有する監督当局が複数ある場合、制度上の枠組み、それぞれの監督当局の主要な責任な
らびに協力および調整の拠りどころは、法律において明確に定められるべきである。 

1.2  
Primary legislation clearly determines the objectives of insurance supervision andthese include, at 
least, to: 
- protect policyholders; 
- promote the maintenance of a fair, safe and stable insurance market; and 
- contribute to financial stability. 

1.2  
法律は、保険監督の目的を明確に定め、それらは少なくとも以下のものを含む。 

- 保険契約者の保護 
- 公平、安全かつ安定的な保険市場の維持促進および 
- 金融安定性への貢献。

1.2.1 
The precise supervisory objectives and their respective priority may vary by jurisdiction depending on 
the level of development of the insurance markets, market conditions and consumers. Supervisory 
objectives could also include promoting insurance market development, financial inclusion, financial 
consumer education, and contributing to fighting financial crime.  

1.2.1 
具体的な監督の目的およびその個々の優先順位は、保険市場の発展水準、市場環境および消費者により、
管轄区域ごとに異なり得る。監督の目的には、保険市場の発展、金融包摂、消費者への金融教育、および
金融犯罪対策への貢献も含まれ得る。 

1.2.2 
The policyholders to be considered in defining supervisory objectives include past, present and future 

1.2.2 
監督の目的の定義において考慮される保険契約者には、過去、現在および未来の保険契約者が含まれる。
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policyholders. 
1.2.3  
Depending on the evolution of the jurisdiction’s insurance or financial markets, the supervisor may 
emphasise temporarily one or more of the objectives. Regardless, the supervisor should take into 
account the other objectives in fulfilling its function. In such circumstances, this should be explained to 
stakeholders, including insurance industry participants and consumers and the general public. 

1.2.3  
管轄区域の保険市場または金融市場の変化により、監督者は一時的に 1つまたは複数の目的を強調する場
合がある。これに拘わらず、監督者は、その機能を果たすためその他全ての目的を考慮に入れるべきであ
る。そのような状況下では、このことが保険業界関係者および消費者および一般公衆を含むステークホル
ダーに説明されるべきである。 

1.3  
Primary legislation gives the supervisor adequate powers to meet its responsibilities and objectives.

1.3  
法律は、監督者に対し、その責任および目的を果たすための十分な権限を付与する。 

1.3.1  
Primary legislation should give the supervisor the necessary powers to achieve its responsibilities and 
objectives, and the ability to take supervisory action adequately. The supervisor should have the 
powers needed to implement a framework for effective insurance supervision, which is described by 
the ICPs in general. 

1.3.1  
法律は、監督者がその責任および目的を果たすために必要な権限、および十分に監督行為を行える能力を
監督者に付与すべきである。監督者は、ICPs に一般に記述されている、実効的な保険監督のための枠組み
を実行するために必要な権限を有するべきである。 

1.3.2  
Legislation should clearly address insurance legal entity and group-wide supervision, providing the 
supervisor with sufficient powers to achieve the respective responsibilities and objectives. 

1.3.2  
法令は、保険法人およびグループ監督を明確に扱うべきであり、それぞれの責任および目的を果たすため
に十分な権限を監督者に与えるべきである。 

1.3.3  
The supervisor should have sufficient powers in place to perform the role of a group-wide supervisor, 
including coordination and collaboration with other relevant supervisors. Additionally, the legislation 
should empower the supervisor of an insurance legal entity which is part of a group to contribute to 
the supervision of that group on a group-wide basis. 

1.3.3.  
監督者は、他の関連する監督者との調整および協調を含む、グループ監督者の役割を果たすために十分な
権限を有するべきである。さらに、法令は、グループベースでのグループの監督に資するよう、グループ
の一部である保険法人の監督者に対し権限を与えるべきである。 

1.4  
The supervisor initiates or proposes changes in legislation where current responsibilities, objectives 
or powers are not sufficient to meet the intended supervisory outcomes.

1.4  
現行の責任、目的または権限が意図された監督上の成果を出すために十分でない場合、監督者は、法令の
修正を開始または提案する。

1.4.1  
It is important that supervisory responsibilities, objectives and powers are aligned with actual 
challenges faced by the insurance market to effectively protect policyholders, maintain a fair, safe and 
stable insurance market and contribute to financial stability. 

1.4.1  
監督上の責任、目的および権限が、実効的に契約者を保護し、公平、安全かつ安定的な保険市場を維持し、
金融の安定性に貢献するために、保険市場が直面する実際の課題に合致していることが重要である。 

1.4.2  
Market changes can mean that the legislation is no longer adequate for the supervisor to achieve its 
intended outcomes. The supervisor may identify changes in the economy, society or business 
environment in general that affect insurance supervisionthat are not currently or sufficiently 
addressed by legislation. When the supervisory outcomes may not be achieved with the current 
legislation, the supervisor should initiate or propose changes in legislation. 

1.4.2  
市場の変化は、法令が意図された成果を達成するためにもはや十分でないことを意味する可能性がある。
監督者は、保険監督に影響を与える経済、社会または事業の環境一般における変化で、現時点で法令によ
り対応されていないまたはその対応が十分でないものを特定する場合がある。監督上の成果が現行の法令
で達成し得ない場合、監督者は、法令の修正を開始または提案すべきである。 

1.4.3  
If supervisory responsibilities, objectives or powers assigned by primary legislation  become obsolete, 
the supervisor should initiate or propose changes to theegislation. 

1.4.3  
法律により与えられる監督責任、目的または権限が陳腐化したならば、監督者は、法令の修正を開始また
は提案すべきである。 


