
ICP 19(Conduct of Business)
ICP 19  Conduct of Business ICP 19 事業行為  
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 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. 

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 

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
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intermediaries achieve fair treatment of customers. In addition, the supervisor could support industry 
guidelines or best practices with this objective. 

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。 

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. 

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 
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The supervisor should consider the implications arising from group structures in applying the Standards 
of this ICP. 

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。 

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 approach, and others following some combination of 
approaches.. 

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 19.2.4 
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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. 

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。 

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。 
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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。 

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。 
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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 does not fully appreciate the conflict or its implications, and 
could be seen to place an unreasonable onus on 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; 
 complaints notification and handling; 
 management information and other documentation required by the insurer; 

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 
 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 



ICP 19(Conduct of Business)
 remedial measures; and 
 any other matters related to the relationship with customers. 

 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 
 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 

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：
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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 

○ 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
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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; 
 state prominently the basis for any claimed benefits and any significant limitations; and 
 not hide, diminish or obscure important statements or warnings. 

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 

 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 competing products 
and allow for a more informed choice. Standard formats should be tested to ensure that they help 

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。 
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understandability.
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.; 
 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; 

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 
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○ 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. 

○ 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 by third parties, such as consumer testing, in developing product information sheets in 
order to ensure their understandability. 

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; 

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。 
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 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. 

 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: 

 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.

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。 

 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 

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
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so as to provide an equivalent level of protection to customers as those applied to insurance business 
conducted through non-digital means. 

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。 

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 

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、
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remedial measures with respect to the delivery of advice and, if applicable, be in a position to examine 
fairly any complaints submitted to it. 

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: 

 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.

19.9 
監督者は、保険会社に対し、次のことを求める。 

 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 19.9.4 
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Policy servicing includes the provision of relevant information to customers throughout the life of the 
policy. 

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）。 

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; 

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 
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 the basis of calculation and state of bonuses; 
 the current surrender value; 
 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). 

 配当の計算根拠および状況 
 現在の解約返戻金額 
 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 appropriate 
competence, and ongoing training, of the staff involved. 

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 19.10.9 
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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. 

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。 

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。 
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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。 

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。 
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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 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. 

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 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 

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
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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. 

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。

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, 

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
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consumer awareness, and understanding of the risks to which insurers are exposed (see ICP 20 Public 
Disclosure). 

開示 参照）。 


